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ル（件名を「会場参加希望」と
して、会社名または団体名・電
話番号・Eメールアドレス・部
署名・役職名・氏名〈フリガナ〉
を記入）で、弘前大学COI 研
究推進機構へ申し込みを。
〇オ ン ラ イ ン 会 議 シ ス テ ム

「Zoom」による聴講の場合…
事前登録フォーム（https://
us02web.zoom.
us/webinar/re
g i s t e r /WN _
yBVu40l1TjeQ
FvOF-Ux5dw、上のQRコー
ド）から登録を。
■■問問弘前大学COI 研究推進機構
（☎ 39-5538、■■ＥＥ coi_info@
hirosaki-u.ac.jp）

▼展示期間　２月 20 日（土）
まで（最終日は午後５時まで）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階コミュニケーションゾーン
▼内容　「食育」に関する展示、
展示物を見て答える食育クイズ
（市民文化交流館受付窓口にて
先着 300 人に「おいしい参加
賞」をプレゼント）
　詳細はヒロロスクエアのホー
ムページ（http://www.hiroro
square.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）

▼とき　４月上旬までの午前９
時～午後５時

食育フェスティバル inヒロロ
～ヒロロ食育広場～

藤田記念庭園　冬季開園

 イベント

【工房「咲里（サリ）」の布あそ
びと手織り展】
▼とき　２月４日（木）～８日
（月）の午前９時～午後４時（最
終日は午後３時まで）
▼内容　手織りマフラー・洋服・
タペストリー等の展示・販売

【はぎれで作るミニタペスト
リー】
▼とき　２月 13日（土）・14
日（日）の午前９時 30分～正
午
▼内容　手芸のワークショップ
▼持ち物　はさみ、針、糸
▼体験料　1,350 円（材料費
として／飲み物付き）

【こぎん刺し体験と販売】
▼とき　２月 14日（日）・28
日（日）の午前 10時～午後３

鳴海要記念陶房館の催し

時（受け付けは午後２時 30分
まで）
▼体験料　250円～

【電動ロクロ体験】
▼とき　２月 19日（金）・20
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　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,600 円（飲み物
付き）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、火曜日は休
み）

　青森県の短命県脱却と健康寿
命の延伸に向けた研究成果を発
表します。
▼とき　２月５日（金）
　　　　午後１時～５時15分
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）プレミアホ
ール
▼内容　中路重之さん（弘前大
学学長特別補佐）による講演や、
野村忠宏さん（柔道家・東京
2020聖火リレー公式アンバサ
ダー）、山本博さん（東京都体
育協会会長・アテネ五輪アーチ
ェリー銀メダリスト・ロサンゼ
ルス五輪アーチェリー銅メダリ
スト）、清水宏保さん（長野オ
リンピック金メダリスト）、梅
田孝さん（名城大学薬学部薬学
科教授）による対談のほか、大
学、企業による研究成果の発表
など
▼定員　150人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法
〇会場での聴講の場合…Eメー
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●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
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▼ところ　洋館（大正浪漫喫茶
室、藤田謙一資料室、会議室）、
匠館（クラフト展、和カフェ）、
高台部のみ
▼入園料　無料
※会議室は有料です。詳しくは
お問い合わせください。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

▼とき　２月11日（木・祝）・
14 日（日）の午前 10 時～
11時 30分
▼ところ　岩木川市民ゴルフ場
（清野袋２丁目）
▼内容　バナナボート、スノー
フィッシング、ソリ遊び、スノ
ーアスレチック、雪だるま作り
▼対象　幼児、小学生
▼定員　各日30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

岩木川市民ゴルフ場
スノーパーク

▼参加料　１人１回500円（傷
害保険料を含む）
▼持ち物　飲み物、着替え
▼申し込み方法　開催日の３日
前までに、電話またはファクス
で（氏名・性別・学校名または
園名・学年・参加希望日時・緊
急連絡先を添えて）岩木川市民
ゴルフ場へ申し込みを。
■■問問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■■ＦＦ
36-7855、午前９時～午後５
時）

　令和元年度から開講している
「ひろさき未来創生塾」の第一
期生が、実施した事業の発表と
活動紹介を行います。
▼とき　２月20日（土）
　　　　午後１時30分～４時
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。途中
参加・途中退室も可。
■■問問企画課ひとづくり推進室（☎
26-6349）

ひろさき未来創生塾
第一期生事業報告会

「塾祭　ジュクマツリ」
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘こ

図書館休館日２月

※変更となる場合があります。
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緑の相談所 ２月の
催し

【講習会】
●園芸用土と肥料の話
20日（土）、午後１時30分
～３時30分
●デンドロビウム
とセッコクの管理
27日（土）、午後
１時30分～３時
30分
※定員＝各20人（先着順）
／事前の申し込みが必要。

【展示会】
●ツバキ展
５日（金）～14日（日）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737、午前９時～午
後５時〈弘前城雪燈籠まつり
期間10日～ 14日は午後９
時まで〉、1日・8日・15日・
22日・24日は休み）

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。

　雪国の長い冬は工芸を育む大切な時間です。春を待ち
わびながら作り出された工芸品を展示・販売します。
▼とき　２月６日（土）～ 14日（日）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）

弘前工芸舎・冬限定企画展

冬に花咲く工芸展


