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緑の相談所 10月の
催し

【講習会】
●シャコバサボテンの管理
３日（土）、午後１時30分
～３時30分
●秋植え球根の植付けと管理
10日（土）、午後１時30分
～３時30分
※いずれも定員は20人（先
着順）、電話で申し込みを。

【展示会】
●弘前　秋のらん展
２日（金）～４日（日）
●弘前美石会展示会
６日（火）～８日（木）
●第46回青森県おもと名品展
９日（金）～12日（月）
●弘前盆栽研究会諸盆栽作品
展
17日（土）～20日（火）
●盆友会秋季展
22日（木）～27日（火）
●津軽さつき会盆栽展
29日（木）～11月3日（火）

【訪問相談】
３日（土）・24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、ホトトギス、
キク、フジバカマなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

　ホンシュウジカの角切りを行
います。逃げ回るホンシュウジ
カとスタッフとの見応えのある
やりとりをご覧ください。
▼とき　10月９日（金）
　　　　午後１時30分～
▼ところ　弥生いこいの広場動
物広場（百沢字東岩木山）
▼観覧料　無料
※動物広場入場料が必要。
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

【木の実・草の実展】
　久渡寺山山麓の
秋の木や草の実を
展示します。
▼とき　10 月４日
（日）～ 18日（日）、午前８時

弥生いこいの広場
「The 角切り」

こどもの森 10 月の催し

30分～午後４時30分
▼観覧料　無料

【月例登山「紅葉とキノコ　ラ
イオン岩登山」】
▼とき　10月 18日（日）、午
前９時 30分～午後２時 30分
（雨天決行）
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

【弘前城植物園散策ガイド】
　樹木医や緑の相談員が、見頃
の花や樹木を説明しながら、楽
しく園内をガイドします。
▼とき　10月 11日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼集合場所　弘前城植物園（下

弘前城植物園の催し

白銀町）南案内所
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
※ただし入園料が必要。

【ボランティア募集】
▼と き　10 月 14 日（水）・
15 日（木）の午前９時 30 分
～ 11時 30分
▼内容　花苗植栽、清掃など
▼募集人数　10人程度
※事前の申し込みが必要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼と き　10 月 11 日（日）・
25 日（日）の午前 10 時～午
後３時（体験受け付けは午後２
時30分まで）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る作品展示・体験指導・販売
▼入場料　無料
▼体験料　250 円（コースタ

鳴海要記念陶房館の催し

ーなど）
【電動ロクロ体験】
▼と き　10 月 17 日（土）・
18 日（日）の午前 10 時～午
後３時（所要時間約 45分、予
約優先）
▼講師　小山陽久さん、佐藤学
さん（津軽千代造窯）
▼体験料　1,600 円（飲み物
付き）
～共通事項～
　開館中は、館内の換気を心が
けますが、混み合った場合は外
でお待ちいただくことがありま
す。マスクの着用とともにご理
解とご協力をお願いします。
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、火曜日は休
み）

【組子を体験しよう！】
▼ と き　10 月
25日（日）の①
午前10時 30～
正午／②午後１
時30分～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　伝統技術・組子（くみ
こ）の４つの模様「麻の葉」「重
ね輪胴（りんどう）」「胡麻幹（ご
まがら）」「雪の結晶」のいずれ
かの制作
▼対象　小学生以上＝各回 20
組（小学生は保護者同伴）
▼参加料　1,000円
▼申し込み方法　10 月３日
（土）から、電話か窓口で申し
込みを。

【津軽塗の職人気分を体験しよ
う！】
▼とき　10 月 25 日（日）の
①午前 11時～正午／②午後２
時～３時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）

ヒロロスクエアのイベント

▼内容　研ぎ出し体験（ステン
レス製スプーンまたはフォー
ク、ミニキャニスター缶、スラ
イドミラーから1つ選択）
▼対象　小学生以上＝各回 15
組（小学生は保護者同伴）
▼参加料　1,500 円
▼申し込み方法　10 月４日
（日）から、電話か窓口で申し
込みを。
※制作した作品は一度預かり、
つや加工を施し、後日、市民文
化交流館窓口で引き渡します。
～共通事項～
▼その他　当日は新型コロナウ
イルス感染防止対策としてマス
クの着用をお願いします。
※詳細はヒロロスクエアホームペ
ージ（http://www.hirorosquare.
jp）のイベントカレンダーをご
確認ください。
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会事務局（弘前市民文化交流
館、☎ 35-0154〈午前８時
30分～午後９時〉）

【キラリ★みんなでまちづく
り！つながるってスゴイ！】
　現在、まちづくりや地域活動
に関わっている人やこれから始
めてみようと思っている人な
ど、仲間づくりや活動をステッ
プアップさせるヒントなどの話
を通じて、まちづくり活動につ
いて考えてみませんか。
▼とき　10月 26日（月）
　　　　午後６時～８時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　①講演「協働による市
民活動を進めていこう～人・組
織を巻き込むことの重要性～」
…講師・大倉邦夫さん（弘前大
学人文社会科学部准教授）／②
参加者PRタイム…参加者の自

第 ２ 回 協 働 ♪ ま ち づ く り
フォーラム♪

己紹介やまちづくり活動、活動
の告知などを通してのつながる
きっかけ作り
▼定員　30人程度（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問 10 月 16 日（金）までに、
市民協働課（☎40-7108、■■ＦＦ
35-7956、■■ＥＥ shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

　堀越城跡は、弘前藩初代藩
主津軽為信の最後の居城であ
り、2012（平成24）年度か
ら整備事業が本格化し、今年、
史跡公園として全面公開しま
した。弘前城跡は、２代藩主
信枚が1611（慶長16）年に
築城し、明治維新まで約260
年間、津軽氏の居城として機
能した城で、2012（平成
24）年度から、本丸石垣修理
事業が進んでいます。これら
史跡津軽氏城跡の最新の調査
と整備の成果を紹介します。
▼とき　10月 18日（日）
　　　　午後１時～５時

▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼内容　
◎基調講演　「城郭史から見た
津軽氏の城 －堀越城、弘前城
の構造を中心に－」 …中井均さ
ん（滋賀県立大学教授）　
◎報告　「史跡津軽氏城跡の発
掘調査」…文化財課職員
◎講演　「江戸時代の史料に見
える堀越城」…福井敏隆さん（弘
前市文化財審議委員長）／「建
築史学から見た史跡堀越城跡の
建築像」…大野敏さん（横浜国
立大学教授）
◎パネルディスカッション　「津
軽氏の城、その変遷と実像を探る」

…コーディネーター・金森安孝
さん（弘前城跡本丸石垣修理委
員会・同発掘調査委員会委員）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　駐車場の駐車台数に
限りがあるため、公共交通機関
をご利用ください／会場規模に
より入場者の制限をする場合が
あります／新型コロナウイルス
感染症の状況を鑑みて中止とな
る場合があります／マスクの着
用、手の消毒、受付での検温に
ご協力ください。
■問文化財課埋蔵文化財係（☎
82-1642）

史跡津軽氏城跡シンポジウム史跡津軽氏城跡シンポジウム


