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「佐藤智恵子　織り布のある暮
らし展」
　日々の暮らしに溶け込むよう
な、カジュアルで気軽に楽しむ
ことができる裂き織りの作品を
展示販売します。

▼とき　11 月 10 日（火）～
26 日（木）の午前 10 時～午
後 4時
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）2階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　コールセンター業を営む市内
誘致企業の魅力を発信するイベ
ントです。参加企業の説明や女
性が輝くためのミニセミナーな
どを行います。参加企業との個
別面接も可能です。
▼とき　11 月 14 日（土）、
午後１時～４時（受け付けは午
後０時30分から）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼対象者　コールセンター業に
興味がある人、これから就活を
する人、ワークライフバランスを
重視した働き方をしたい人など
▼定員　30人程度
▼参加企業　バリュー HR 弘
前カスタマーサポートグルー
プ、シーエス・プレナー弘前コ
ールセンター、グロップ弘前コ

弘前工芸舎
メインテーブル企画展

コールセンターで
働いてみませんか

 イベント

広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　また、催しなどに参加する
際は、マスクを着用するなど、
感染症対策へのご協力をお願
いします。

【11 月の夜間開園】
　夜間ライトアップされた幻想
的な日本庭園を散策してみませ
んか？

▼とき　11月６日（金）・７日
（土）、午後５時～８時（大正浪
漫喫茶、匠館は午後５時まで）
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼入園料　大人＝ 320 円、子
ども＝100円
※詳細は問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

藤田記念庭園のイベント

▼とき　11月７日（土）・８日
（日）の午前10時～午後４時
▼ところ　イオンタウン弘前樋
の口ライトオン前特設会場
▼内容　司会×若手介護福祉士
によるトークセッション（８日
の午後１時～２時）、福祉〇×
クイズ・介護レクリエーション
体験、パネル展示ブース、ミニ
講座「介護と防災を考える」（①
７日の午後１時 30分～２時／
②8日の午後２時55分～３時
25 分）、介護福祉機器・用品
の体験・相談コーナー
▼参加料　無料
■■問問弘前医療福祉大学短期大学部
（☎27-1001）

▼とき　11月８日（日）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　①午後１時～＝ヨガで
姿勢を整える／②午後３時～＝
代謝UP！美肌ヨガ／③午後５
時～＝はじめてのマインドフル
ネス／④午後７時～＝はじめて
の古典ヨガ（全レッスン初心者
歓迎）
※①～③は 60 分、④のみ 90
分／各レッスン開始 30分前か
ら受け付け
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　ヨガマット（レンタ
ルあり）、飲み物、汗拭きタオル
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会（市民文化交流館内、☎
35-0154〈午前 8 時 30 分～
午後 9時〉）

弘前医療福祉大学短期大学部
企画介護フェスタ

秋ヨガ㏌ヒロロ
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ンタクトセンター、エスプール
リンク弘前エントリーセンター
▼ゲスト講師　中田由美さん、
津島弘美さん
※事前の申し込みが必要。
■■問問 I･M･S（ 土 手 町、 ☎ 32-
5801）

【第３回】
▼とき　11月 14日（土）、①
午後１時～２時／②午後２時
30分～３時 30分
▼内容　薩摩琵琶
の弾き語りと弘前
藩に伝わる錦風流
（きんぷうりゅう）
尺八の演奏（①、
②ともに同じ内
容）
▼出演　平尾鶴朋さん

【第４回】
▼とき　11月 22日（日）
　　　　午後２時～３時
▼内容　フュージョングループ
によるウイ
ンドシンセ
サイザーの
演奏
▼出演　M-Session
～共通事項～
▼定員　各回20人（先着順）
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼観覧料　一般＝ 300 円／高
校・大学生＝ 150 円／小・中
学生＝100円
※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。年齢や
住所を確認できるものの提示を。
▼申し込み方法　11 月１日
（日）以降に電話、来館、また
は Eメールで申し込みを。第

高岡の森弘前藩歴史館
令和２年度第３・４回
ロビーコンサート

３回は①、②どちらかのみ申し
込みができます。
※マスク着用をお願いします。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（高岡
字獅子沢、☎ 83-3110、■■ＥＥ
t akaokanomor i@c i ty.
hirosaki.lg.jp）

　自然石の美しさを味わいなが
ら、いろいろな願いをこめた石
のお守りを作ります。
▼とき　11月 14日（土）、①
午前 10時～正午／②午後１時
30分～３時 30分
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）３階科学実習室
▼講師　八嶋孝幸さん（図工美
術教育研究家）
▼対象　小学生＝各回10人
▼参加料　500円
▼持ち物　飲み物
※動きやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　11 月 3 日
（火・祝）の正午から、ホーム
ペ ー ジ（http://harappa-h.
org）より申し込みを（定員に
達し次第受け付け終了）。
■■問問 harappa 事 務 局（☎ 31-
0195〈平日の午前９時～午後
５時〉、■■ＥＥ post@harappa-h.
org）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

【電動ロクロ体験】
▼と き　11 月 20 日（金）・
21 日（土）の午前 10 時～午
後 3時
※所要時間約45分。予約優先。
▼内容　電動ロクロを使った器
づくり
▼講師　小山陽久さん、佐藤学

こども harappa
びじゅつのじかん

『石にねがいを』

鳴海要記念陶房館の催し

さん（津軽千代造窯）
▼体験料　1,600 円（飲み物
付き）

【クレヨン画と書のふたり展】
▼とき　11 月 21 日（土）～
29日（日）の午前 9時～午後
4時
▼内容　クレヨン画・書の展示
▼入場料　無料
▼協力出品　三浦勝衛さん（木
工作品）
※マスクの着用をお願いしま
す。混み合った際には入館を制
限する場合もあります。
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎82-2902、火曜日は休み）

緑の相談所 11月の
催し

【講習会】
●庭木の雪囲い実習
14日（土）、午後１時 30分
～３時30分
●フジとブドウのせん定
21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】
●津軽さつき会秋季展示会
10月29日（木）～３日（火・祝）
●きのこ写真展
７日（土）～15日（日）
●木の葉展
20日（金）～29日（日）

【弘前城植物園…今月見られ
る花】
花…チャノキ、十月桜、野菊
など／実…サンシュユ、カリ
ン、マルメロなど／紅葉…モ
ミジ、ニシキギ、ドウダンツ
ツジなど

【休館日】
24日（火）、30日（月）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）


