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（木）から電話または郷土文学
館受付で申し込みを。
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。
～共通事項～
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、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。

【無料開館】
　クイズラリー、うちわ作りな
どのイベントを開催します。
▼とき　７月１日（木・開館記
念日）・３日（土）・４日（日）、
午前９時～午後５時
※入館は午後４時30分まで。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

　市の地域資源
を活かし、さま
ざまな起業プロ
ジェクトに取り組む Next 
Commons Lab 弘 前（ 略 称
NCL 弘前）のメンバー（地域
おこし協力隊）が、ワインスク
ールを開講します。
▼とき・テーマ　第２回＝７月
24日…ドイツ／第３回＝８月
14日…オーストラリア／第４
回＝９月 11 日…ラツィオ&
カンパーニュ／第５回＝ 10月
２日…ブルゴーニュ／第６回＝
11月６日…トスカーナ／第７
回＝12月４日…ボルドー
※いずれも土曜日の午後１時～
２時30分。
▼ところ　HIROSAKI ORAN
DO（ヒロサキオランド、百石町）
※オンライン受講もできます。
▼講師　わだえみさん（わだえ

ひろさきわいん塾「旅するよ
うに世界のワインinひろさき」

みのわいん塾）
※東京の教室からオンライン中
継します。
▼定員　各回12人
▼ 受 講 料　会場受講…各回
5,000 円／オンライン受講…
各回 6,000 円（ともに試飲ワ
イン５種、資料代込）
※QRコードから、Facebook
ページにアクセスできます。
■■問問各回開催日の 7
日前までに、電話
またはEメールで
NCL 弘前（永田
さ ん、 ☎ 050-3503-5581、
■■ＥＥ hirosakiwine@gmail.
com）へ申し込みを。

【弘前ライブラリーシネマ】
　映画「おまえう
まそうだな」を上
映します。小学生
までの子どもを対
象に、家族みんなで楽しめる映
画です。
▼とき　７月 17 日（土）、午
後１時 30分～３時 30分（開
場は午後１時～）
▼定員　25人（先着順）
▼申し込み方法　６月 20 日
（日）の午前９時 30 分から、
電話または弘前図書館受付で申
し込みを。

【夏休みおはなし会】
▼とき　７月24日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▼語り手　しらゆり会
▼対象　小学生＝ 25人（幼児
も可、先着順）
▼申し込み方法　６月 18 日
（金）の午前９時 30 分から、
電話または弘前図書館受付で申
し込みを。
～共通事項～
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室

弘前図書館の催し

▼参加料　無料
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

【大人向けの講座】
　製作技術を会得し、子どもた
ちへ指導するための講習会で
す。縄文人が使っていた勾玉（ま
がたま、石製の首飾り）や土器・
土偶を作ってみませんか。
①勾玉製作技術講習会
▼とき　７月26日（月）
　　　　午前10時～正午
②土器・土偶製作技術講習会
▼とき　７月28日（水）
　　　　午前10時～正午

【子ども向けの講座】
　勾玉や土器を
製作し、世界文
化遺産候補の縄
文文化を学んで
みませんか。
③こども縄文勾玉製作体験会
▼とき　７月 26 日（月）、午
後１時30分～３時 30分
④こども縄文土器・土偶製作体
験会
▼とき　７月 28 日（水）、午
後１時30分～３時 30分
～共通事項～
▼ところ　百石町展示館
▼対象　①・②…高校生以上の
市民＝ 20人程度／③・④…園
児～小・中学生＝30人程度（園
児は保護者同伴）
▼参加料　100円（当日持参）
▼持ち物　飲み物、タオル、エ
プロン、筆記用具（①・②）、
雑巾（②・④）
※①・②の参加者で、その後の
③・④に手伝いとして参加する
人は昼食も持参。
▼申し込み方法　７月 15 日
（木・必着）までに、郵送かフ
ァクスで、郵便番号・住所・氏
名（③・④は学校名・学年も）・
年齢・電話番号・参加希望の講

弘前縄文の会の催し

●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

▼入園料　大人＝ 320 円、子
ども＝100円
※会議室は別途料金が必要。詳
しくは問い合わせを。

【無料開放】
▼とき　６月27日（日）
　　　　午前９時～午後５時

▼内容　書道カレンダー制作体
験…午前９時～午後４時（限定
300 枚）／高所作業車への乗
車体験…午前 10時～午後４時
／樹木医が案内する観察会…午
後１時～２時
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【スポット企画展
「中央俳壇と津軽の俳人（二）」】
　高浜虚子（きょし）、中村草
田男（くさたお）ら中央の俳人
と増田手古奈（てこな）、成田
千空（せんくう）ら津軽の俳人
との交流を紹介します。
▼とき　６月 26日（土）～９
月 20日（月・祝）の午前９時
～午後５時
※入館は午後４時30分まで。

【北の文脈文学講座】
▼とき　７月17日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　虚子と手古奈
▼講師　櫛引洋一さん（郷土文
学館企画研究専門官）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼申し込み方法　６月 17 日

郷土文学館の催し

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。
　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。

イベント

【日本教育書道会　初夏の庭園
と書作展】
　幅広い年代・テーマの作品を
集めた書作を展示します。
▼とき　６月 26日（土）～７
月４日（日）の午前９時～午後
４時30分
▼ところ　和館
▼観覧料　無料（ただし入園料
が必要）

【夜間開園】
　ライトアップ
した幻想的な空
間で、庭園を散
歩しませんか。
▼とき　６月26日（土）
　　　　午後５時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部

藤田記念庭園の催し

座名を記入の上、申し込みを。
■■問問弘前縄文の会（今井さん、〒
036-8333、若党町 75 の２、
☎兼■■ＦＦ 32-9272）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

　弘前ならではの
サワラの生垣の手
入れ（垣根の縛り
やせん定）を体験
しませんか。
▼とき　７月 31 日（土）、午
前９時～午後４時（雨天決行）
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼参加料　無料
▼対象　高校生以上の市民＝
15人程度
▼持ち物　昼食、飲み物、帽子、
軍手、作業服、タオル、せん定
はさみ等（道具がない人には貸
し出しします〈無料〉）
▼申し込み方法　７月 16 日
（金・必着）までに、郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号・
生垣体験と記入の上、郵送かフ
ァクスで申し込みを。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、〒 036-
8333、若党町 75 の２、☎兼
■■ＦＦ 32-9272）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

サワラの生垣（いけがき）
手入れ実技体験会

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　167,534人
 　男  　  76,632人 　男  　  76,632人
 　女 　女 　    　   90,902人90,902人

令和 3年５月１日現在（推計）令和 3年５月１日現在（推計）
・世帯数  72,486世帯　・世帯数  72,486世帯　
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