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また、雨天時など中止となる場合
があります。詳しくはヒロロスク
エ ア ホ ー ム ペ ー ジ（https://
www.hirorosquare.jp/）で確認
を。
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会事務局（市民文化交流館内、
☎ 35-0154、午前８時 30 分
～午後９時）

歴史と伝説の里「鬼沢の旅」

▼とき　10 月 10 日（土）
　　　　午前 10 時～午後 3 時
▼ところ　鬼沢研修会館（鬼沢
字後田）など
▼集合　送迎バスを利用する人
は午前９時 20 分までに JR 弘
前駅城東口、自家用車の人は午
前９時 50 分までに鬼沢研修会
館へ
▼内容　りんごの農作業体験、
鬼沢の歴史を学ぶ藤田民次郎ス
ライド上映、バスで鬼神社等の
史跡散策
▼定員　 20 人（先着順）
▼ 参 加 費　2,000 円（ 昼 食・
りんごのおみやげ付き）
▼申し込み方法　10 月 1 日

（木）までに、電話で申し込みを。
■■問問 歴史と伝説の里「鬼沢の会」
事務局（鬼沢楢木土地改良区内、
☎ 98-2141、平日の午前９時
～午後５時 )
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

恋愛教習所～恋愛ライセン
スを取得せよ～

　弘前圏域市町村（弘前市、黒
石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村）
の住民を対象としたひろさき広
域婚活支援事業実行委員会主催
の婚活イベントです。
▼とき　９月 27 日（日）
　　　　午後３時～６時

▼ところ　板柳町多目的ホール
あぷる（板柳町灰沼字岩井）
▼内容　恋愛マナー講習会、男
女ペアミッション、パーティー
タイム（アルコール提供有）
▼対象　20 歳から 49 歳まで
の独身で弘前圏域市町村在住ま
たは結婚後にこれらの市町村に
住む意思のある人
▼募集人数　男女＝各 20 人
▼参加費　男性＝ 3,500 円／
女性＝ 2,500 円
▼申し込み方法　９月 17 日

（木）までに、電話、郵送、フ
ァクスまたは右記の
QR コードを読み取り、
聖ざきホームページよ
りＥメールで申し込みを。
■■問問 聖ざき（佐藤さん、〒 038-
3645、北津軽郡板柳町辻字松
元39の5「恋愛教習所申込係」、
☎ 090-6225-0190、■■ＦＦ 72-
1673）

あおもりアビリンピック
２０２０

　障がい者が日ごろ培った技能
を競い合うイベントです。
▼日程など　10 月 26 日（月）
＝喫茶サービスなど 4 種目／
11 月３日（火・祝）＝ワード・
プロセッサＡ、ワード・プロセ
ッサＢ（知的障がい）など 6
種目、いずれも午前９時 30 分
～正午
▼ところ　ポリテクセンター青
森（青森市中央３丁目）
※喫茶サービスはホテル青森

（青森市堤町１丁目）。
▼参加料　無料
▼申込期限　９月 15 日（火）
※参加申込書は、高齢・障害・
求職者雇用支援機構青森支部の
ホームページ（https://www.
jeed.or.jp/location/shibu/
aomor i / senshuboshu .
html）からもダウンロードで

きます。
■■問問あおもりアビリンピック大会
実行委員会事務局（高齢・障害・
求職者雇用支援機構青森支部高
齢・ 障 害 者 業 務 課、 ☎ 017-
721-2125、 ■■ＦＦ 017-721-
2127）

地域資源レポート巡回写真展

　圏域８市町村の皆さんから投
稿された津軽地域の写真やイラ
ストを紹介する写真展です。
▼とき　９月８日（火）～ 14
日（月）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階
▼観覧料　無料
■■問問津軽広域連合総務課総務企画
係（☎ 31-1201）

つがる弘前　軽トラ市

▼とき　９月 12 日（土）、10
月 10 日（土）の午前７時～
11 時
▼ところ　つがる弘前農業協同
組合本店（城東北４丁目）国道
７号沿いバイパス側駐車場
▼内容　農産物や加工品などの
販売、抽選会
■■問問つがる弘前農業協同組合（☎

82-4205〈平日の午前９時～
午後５時〉）

りんご草木染 & りんごビー
ズアクセサリー展

▼ と き　9 月 19 日（ 土 ） ～
10 月４日（日）の午前９時～
午後５時
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家
▼内容　りんごの木・花・実・
葉を使用した染め物「りんご草
木染」、りんごをモチーフとし
た「りんごビーズアクセサリー」
の作品展示・販売
■■問問りんご公園（☎ 36-7439）

わくわくヒロロランド

▼とき　９月 26 日（土）
　　　　午前 10 時～午後３時
▼ところ　えきどてプロムナー
ド、ヒロロ（駅前町）３階イベ
ントスペースほか
▼内容　乗馬体験…
午前 11 時～正午、
午後１時～２時（各
回先着 70 人、各回
開始１時間前から会場で整理券
を配布）／どうぶつクイズ（小
学生以下＝先着 100 組〈すべ
てのクイズに答えるとプレゼン
トがもらえます。１家族１回〉）
／わくわくランド（スタンプを
集めるとお菓子をもらえます）
…①スラックライン、②ストラ
ックアウト、③プラズマカー、
④ボッチャ、⑤ユニホック
▼参加料　わくわくランド＝
100 円、その他＝無料
※マスクの着用をお願いします。

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

緑の相談所 ９月の
催し

【講習会】
●きのこの話
12日（土）、午後１時30分
～３時30分
※定員＝ 20 人（先着順）、
電話で申し込みを。

【展示会】
●シダ展
３日（木）～ 6日（日）
●きのこ展
12日（土）・13日（日）

【訪問相談】
５日（土）・19日（土）
※庭木の出張診断です。電話
で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られ
る花】
シュウメイギク、シュウカイ
ドウ、ハギ、ホトトギスなど
■■問問 緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

９
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台  
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「木星・土星・
天の川」
19 日（土）、午後 7 時～ 9 時
▼入館料　無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　　午後１時～
９時 30 分
■■問問 星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井、☎
84-2233）

パリの見た夢  パリの見た夢  
服部コレクション服部コレクション
20 世紀フランス絵画展20 世紀フランス絵画展

市立博物館の特別企画展２

▲モイーズ・キスリング「ジョゼット」
1934年　服部コレクション

　印象派の後にパリで花開いた多彩な絵画の世界を、ピカソ、ル
オー、シャガールといった 20 世紀の巨匠をはじめとした服部コ
レクションの名品を通して紹介します。
▼とき　9 月 26 日（土）～ 11 月 8 日（日）
▼開館時間　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
▼休館日　なし
▼観覧料　一般 800 円（600 円）・高校・大学生 400 円（300
円）・小・中学生 200 円（100 円）
※（　）内は 20 人以上の団体料金／障がい者、65 歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学生、ひろさき多子家族応援パスポー
トを持参の人は無料。住所や年齢を確認できるものの提示を。
※高岡の森弘前藩歴史館との共通券は使用できません。
▼その他　新型コロナウイルス感染症対策として、入館時はマス
クの着用をお願いします。また、検温と消毒液の設置を行ってい
ます。体調に不安のある人や、体温が 37.5 度以上ある人は入館
をお断りします。館内に滞在可能な人数は 100 人までとし、必
要に応じて入場規制を行う場合があります。
▼併催　常設展「ひろさきの歴史と文化 ～原始から近現代へ～」
■■問問市立博物館（下白銀町、☎ 35-0700）


