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▼とき　３月 12 日（金）～
14 日（日）の午前 10 時～午
後３時
▼ところ　旧紺屋町消防屯所
（紺屋町）
※駐車場はありませんので、公
共交通機関をご利用ください。
▼内容　伝承者養成研修生の作
品展示、正会員による再現作品
の展示、津軽塗に関する道具や
解説パネルなどの展示
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
※マスクの着用、手指の消毒な
ど感染症対策にご協力くださ
い。
■■問問津軽塗技術保存会事務局（文
化財課内、☎82-1642）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　３月 14日（日）・28
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
るこぎん刺しの体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ターなど）

【岩崎鉄平陶芸展　小さくて宇
宙】
▼とき　３月 17 日（水）～
28日（日）の午前９時～午後
４時（最終日は午後３時まで）
▼内容　器・人形などの展示・
販売

【電動ロクロ体験】
▼とき　３月 19日（金）・20
日（土・祝）の午前 10時～午
後３時
▼内容　電動ロクロを使った器
作り
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料 1,600 円（飲み物付
き）
※所要時間約45分。予約優先。

鳴海要記念陶房館の催し

 イベント

 

　招福除厄の縁起物として扱わ
れる「面」を津軽の土を用いて
作りました。厳しい冬、桜咲き
乱れる春、まつりに燃える夏、
そして実りの秋、津軽の四季の
喜怒哀楽を焼き込めた「土面」
をぜひご覧ください。
▼とき　３月３日（水）～15日
（月）の午前10時～午後４時
▼ところ　藤田記念庭園（上白
銀町）考古館２階ギャラリース

弘前工芸舎企画展
「五十嵐實　津軽土面展」

ペース
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　弘前大学と弘前市が協働で東
日本大震災の被災地支援活動を
行って 10年間。これまでの活
動を振り返るシンポジウムを開
催します。
▼とき　3 月 10 日（水）、午
後6時～ 8時 30分
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ4階）
※ Zoomによるオンライン配
信も同時に行います（接続のた
めのZoomミーティング ID…
677 563 6879／パスワード
…32683198）。
▼講師　寺本弘伸さん（日本災
害救援ボランティアネットワー
ク）他
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。詳し
くは弘前大学地域創生本部ボラ
ンティアセンターのホームペー
ジ（https://huvc.net） で 確
認を。
■■問問弘前大学地域創生本部ボラン
ティアセンター（☎39-3268）

 

　伝承者養成事業の研修生や正
会員が制作した、幕末から明治
初期の津軽塗の再現作品を展示
する成果発表会です。

東日本大震災からの復興を考
える～チーム北リアスの 10
年～

令和２年度　
津軽塗技術保存会成果発表会
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当日受け付けも可。
～共通事項～
▼ところ 鳴海要記念陶房館（賀
田字大浦）
※マスクの着用をお願いしま
す。混み合った際には入館制限
する場合があります。また、コ
ロナウイルス感染状況によって
は、中止する場合があります。
■■問問鳴海要記念陶房館（☎ 82-
2902、火曜日は休み）

【赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート】

▼とき　３月 14日（日）・18
日（木）の午前 10時 30 分～
11時（開場は午前10時）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　ショパンやドビュッシ
ーなどの明るく朗らかなピアノ
音楽
▼出演　演奏…宮本香織さん
（弘前大学非常勤講師）、司会・
お話…朝山奈津子さん（同大学
講師）
▼定員　45人程度（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　Ｅメール、電
話または専用ホームページ
（https://home.hirosaki-u.
ac.jp/artworld/contact/
concert2020/）で申し込み
を。
▼その他　演奏中の入退場は自
由。ベビーカーのまま入場可。
マット席有り。
■■問問アートワールドひろさき（朝
山さん、☎39-3381、■■ＥＥ artworld

poco a pocoアートのたまご

@hirosaki-u.ac.jp）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　味覚を中心とした感覚同士を
掛け合わせる新しい体験型アー
ト展を開催しています。
▼とき　２月 27日（土）～３
月 14日（日）の火～金曜日・
日曜日＝午前 11時～午後６時
（最終入場は午後５時 30 分）
／土曜日＝午前 11時～午後９
時（最終入場は午後８時30分）
※月曜日は休み。
▼ところ　弘前オランド（百石
町）ギャラリースペース
▼内容　誰もが楽しめる作品鑑
賞の入り口として味覚に着目
し、レシピ次第で多様な表現力
があるチョコレートを味わいな
がら、彫刻や音楽など弘前ゆか
りの作家４人によるさまざまな
ジャンルの作品を体験する展覧
会
▼制作者　チョコレート制作…
須藤銀雅さん、彫刻制作…塚本
悦雄さん、音楽制作…fugさん、
漫画制作…もなかさん、詩制作
…福田藍至さん
▼入場料　1,000 円（体験用
チョコレート付き）
※障害者手帳を提示した人は無
料。
■■問問 HIROSAKI_AIR（樽澤さ
ん、☎ 050-5375-7294、■■ＥＥ
hirosakiair@gmail.com）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　語り部の団体「和の昔コ」に
よる語りと、弘前大学の学生に
よる英語での朗読をコラボレー

感覚の実験室
「ロマンスラボ展」

～津軽ライフ～
津軽の昔コを英語で語ろう

緑の相談所 ３月の
催し

【講習会】
●春の庭木のせん定
６日（土）、午後１時30分
～３時30分
●春の庭木の病害虫防除
13日（土）、午後１時30分
～３時30分
●シンビジウムの植替え
20日（土・祝）、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】
●花の写真展　
７日（日）まで
●桜の花展　
12日（金）
～21日（日）
～共通事項～
▼料金　無料
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時、月曜は休み）

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。

トした津軽の昔語りのオンライ
ン発表会です。
▼とき　3 月 16 日（火）、午
後２時～３時30分（予定）
▼観覧方法　オンライン（各自
Zoom アプリ〈無料〉をダウ
ンロードしてください）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 14 日
（日）までに、Ｅメール（件名
を「英語の昔コ」とし、氏名・
フリガナ・Ｅメールアドレス・
日中連絡の取れる電話番号・郵
便番号・住所・申し込み理由・
興味のある分野を記入）で申し
込みを。
■■問問弘前大学教養教育開発実践セ
ンター（ソロモン・ジョシュア
さん、■■ＥＥ jsolomon@hirosaki-u.
ac.jp）


