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▼講師　横澤放川さん（俳句結
社「森の座」代表）
▼定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼入場料　無料
▼申し込み方法　７月 21 日
（水）から電話または郷土文学
館窓口で申し込みを。
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

　9 月までの毎月第 4土曜日
に夜間開園を行います。ライト
アップした幻想的な空間で庭園
を散歩してみませんか。
▼とき　７月24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
▼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。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　７月25日（日）
　　　　午前11時 30分～
▼対象　動物広場入場者
▼参加料　無料（ただし動物広
場入場料が必要）
※事前の申し込みは不要。

【Summer スクール「飼育員
のお仕事体験」】
　動物広場にいる動物さんのお
世話をする体験ができます。1
日飼育員になろう！
▼とき　７月31日（土）
の午前9時～午後2時
※現地集合・解散。
▼体験内容　動物さんのごはん
の準備・お部屋清掃など

藤田記念庭園夜間開園

弥生いこいの広場の催し
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午後４時、火曜日は休み、8月
10 日〈火〉～ 15 日〈日〉は
メンテナンスのため休み）

　工芸作品の展
示や食器・イン
テリア雑貨の販
売会です。
▼とき　７月 20 日（火）～
25 日（日）の午前 10 時～午
後４時（25日は午後３時まで）
▼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 北 洋 硝 子（ ☎ 017-782-
5183）

【第４回文学忌「葛西善蔵」】
▼とき　７月 23 日（金・祝）
～29日（木）
※忌日の７月 23 日は無料開
館。
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）１階ロビー
▼内容　葛西善蔵（ぜんぞう）
に関する特別展示
▼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。

【第 45 回企画展「生誕 100
年　成田千空展」記念講演会】
▼とき　８月21日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）多目的ホール
▼テーマ　「成田千空　―風土
を超えるもの」

津軽びいどろ
夏これくしょん企画展

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

【写真展～燦（さん）たる青森】
▼とき　７月 18日（日）～８
月１日（日）
▼写真家　対馬慎太郎さん（岩
木地区地域おこ
し協力隊）
▼観覧料　無料

【絵本づくり教
室】
▼とき　７月24日（土）
　　　　午後１時～３時
▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
※事前予約制／詳しくは問い合
わせを。
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～

鳴海要記念陶房館の催し

▼対象　小学校４年生以上の市
民＝15人（先着順）
※７月 15日（木）の午前９時
から申し込み開始。
▼参加料　500 円（豚汁、ジ
ュース代含む）
※動物広場の入園料は不要。
▼持ち物　おにぎり、飲み物、
タオル、着替え、帽子、長靴、
ゴム手袋、敷物

【カブトムシ GET だぜ !】
　ミッションを達成してカブト
ムシをゲットしよう !
▼とき　８月１日（日）
の午前10時～正午
▼参加料　無料
※動物広場に入園する場合、入
園料が必要となります。
▼参加方法　ハイランドハウス
前で先着 50人に配布するミッ
ションカードのミッションを達
成してください。
※雨天中止／ミッションカード
が無くなり次第受け付け終了。

【動物観察と動物さんのごはん
容器作り体験】
　フィーダー（動物さんのごは
ん容器）を作って動物さんが食
べている様子を観察しよう！
▼とき　８月７日（土）、集合
＝午前10時、解散＝午後3時
※現地集合・解散。
▼対象　小学生＝20人（先着順）
※7月 15日（木）から申し込
み開始。
▼参加料　500円（当日徴収）
～共通事項～
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

【夏の企画展「お殿様たちの刀
剣」と関連イベント】
　夏の企画展を開催中です。
▼夏の企画展観覧料　一般＝

高岡の森弘前藩歴史館の催し

300 円／高校・大学生＝ 150
円／小・中学生＝100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。
【関連イベント】
①抜刀（ばっとう）道演武
▼とき　７月 31 日（土）、午
前10時 30分～ 11時 30分
▼内容　真剣（日本刀）を使っ
ての抜刀術の演武と据物（すえ
もの）斬り

②古武道演武
▼とき　８月９日（月・振休）、
午前10時30分～11時40分
▼内容　青森県に伝わる古武道
六流派による演武
※古武道六流派…「卜傳（ぼく
でん）流剣術」、「當田（とうだ）
流剣術」、「小野派一刀流」、「當
田流棒術」、「林崎新夢想流居
合」、「八戸藩伝神道無念流居合」
～共通事項～
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）屋外
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　駐車場は高照神社境
内駐車場の利用を。天候などに
よって中止の場合があります。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

【恋愛・友人関係を心理学する】
　恋愛関係や友人関係など、親
密な関係はかけがえのないもの
ですが、同時に対立や悩みもも

高校生のためのワークショップ

たらします。大学生も一緒に参
加するグループワークで、楽し
み・悩みを共有し、心理学から
見た関係性について考えます。
▼とき　７月31日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　古村健太郎さん（弘前
大学人文社会科学部准教授）　
▼対象　市内在住の高校生・市
内の高校に通学する高校生＝
30人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 28 日
（水）までに電話またはEメー
ル（氏名・学校名・学年・電話
番号を記入）で申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.h irosaki .
lg.jp）

【温泉のススメ～知って楽しむ
津軽の温泉～】
多様な温泉文

化を形成してい
る津軽の温泉の
泉質と特徴、効果的な入浴方法
などを学びます。
▼とき　８月１日（日）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　鎌田祥史さん（温泉ソ
ムリエマスター）
▼対象　市民＝40人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　７月 29 日
（木）までに、電話かファクス
または Eメール（住所〈町名
まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

現代セミナーひろさき


