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を付けて写真とメッセージを投
稿してください（投稿する前に、
公式アカウントで応募規約の確
認を）。当選者には９月中に、
ダイレクトメッセージで連絡し
ます。
※詳細は青森県中
南地域県民局ホー
ムページ（QRコー
ド）から確認を。
■■問問青森県中南地域県民局地域連
携部地域支援チーム（☎ 32-
2407）

【月例登山『盛夏の山　太陽の
道』】
▼とき　８月８日（日・祝）、午
前９時30分～午後２時30分
※事前の申し込みが必要／雨天
決行。
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、昼食、タオ
ル、替えの下着・靴下、雨具
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

　歴史や植物を勉
強しながら夏休み
の自由研究ができ
ます。親子での参加も大歓迎！
①葉っぱを叩いてハンカチを染
めてみよう！
　植物園をガイドと散策しなが
ら植物について学び、葉っぱを
使ってたたき染めを作ります。
▼とき　８月８日（日・祝）、
午前９時30分～ 11時
②お城の歴史を調べてみよう！
　弘前城をガイドと探索しなが
ら、勉強したことをまとめた弘
前城レポートを作ります。

こどもの森８月の催し

行って見よう！弘前公園
「夏休み自由研究」

　津軽の美し
い風土に育ま
れた工芸品を
展示・販売し
ます。伝統の
技と新しいデザインの品々をご
覧ください。
▼とき　７月 27日（火）～８
月 25日（水）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）

　津軽の伝統工芸品「こぎん刺
し」の展示・販売と製作体験を
行います。
▼とき　８月１日（日）～ 22
日（日）の午前９時～午後５時
▼ところ　りんごの家（りんご
公園〈清水富田字寺沢〉内）
▼内容　①こぎん刺し展示・販
売、②岩木かちゃらず会による
製作体験（期間中の土・日曜日、
午前 10時～午後３時、体験料
250円～）
■■問問りんご公園（☎36-7439）

　市では、核兵器の廃絶と世界
平和の実現を願い、平成 22年
12月に平和都市を宣言しまし
た。この関連事業として、写真
パネル展を開催します。
▼とき　８月３日（火）～ 17
日（火）の平日、午前８時 30
分～午後５時
▼ところ　市役所１階市民ギャ

まちなかクラフト村
弘前工芸舎・夏限定企画展

津軽こぎん刺し展

写真パネルで見る
「原爆と人間展」

ラリー
▼観覧料　無料
▼その他　19日以降は写真パ
ネルの貸し出しもできます。
■■問問法務文書課（☎40-0205）

▼とき　８月７日、９月４日、
10 月２日（いずれも土曜日）
の午前７時～11時
▼ところ　つがる弘前農業協同
組合本店（城東北４丁目）国道
７号沿いバイパス側駐車場
▼内容　農産物や加工品などの
販売
■■問問つがる弘前農業協同組合販売
部直販課店舗係（☎82-4205、
平日の午前９時～午後５時）

　友達同士や家族で参加を！み
んなで夏休みの思い出を作りま
せんか。
▼とき　①８月７日（土）～
21日（土）／②８月１日（日）
～31日（火）
▼内容　①電車の中に“お化け”
が登場 !? 普段とはちょっと違
うひんやりとした車両をお楽し
みください。／②弘南鉄道に関
する写真を Instagram（イン
スタグラム）で投稿すると、抽
選で豪華プレゼントが当たりま
す！
▼参加方法　①大鰐線の特定の
車両に“お化け”が乗っていま
すので、その車両を駅員に確認
して乗車してください（怖くな
ったら他の車両に移動を）。
※参加料は無料ですが、通常の
運賃がかかります。
②弘南鉄道の公式 Instagram
「＠konan_tetsudo」をフォロ
ーし、「#弘南鉄道しか勝たん」

つがる弘前軽トラ市

お化けでビックリ！プレゼン
トが当たってビックリ！！
～弘南鉄道で夏休み～

▼とき　８月 17 日（火）、午
前９時30分～ 11時
③竹で水鉄砲を作ってみよう！
　藤田記念庭園をガイドと散策
しながら庭の竹垣について学
び、竹の水鉄砲を作ります。
▼とき　８月 21 日（土）、午
前９時30分～ 11時
～共通事項～
▼対象　小学生＝各コース 10
人（②コースのみ高学年対象）
※各コース３日前までに事前の
予約が必要。
▼参加料　500円（材料費）
※別途入園料が必要（市内の小
学生は無料）。
▼持ち物　飲み物、タオル、②
コースのみ筆記用具
※動きやすい服装で参加を。
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

▼とき　８月 11 日（水）～
15日（日）・28日（土）の午
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
※詳しくは問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　８月８日（日・祝）・
22 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
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ター他）

【ミドリシゲル～写真と造形～】
▼とき　８月 18 日（水）～
26日（木）

藤田記念庭園の夜間開園

鳴海要記念陶房館の催し

▼内容　叶芳隆さんが撮影した
写真と、宮地令子さんが作成し
た造形作品を展示
▼観覧料　無料

【電動ロクロ体験】
▼とき　８月 20日（金）・21
日（土）の午前 10時～午後３
時
※所要時間は約 45分。予約優
先。当日受け付けも可。
▼内容　器づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～
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。

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　８月 22
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
広場入場料がかかります／事前
の申し込みは不要）

【デイキャンプを楽しもう！】
▼とき　８月 28 日（土）、午
前10時～午後４時30分
▼内容　アウトドアクッキン
グ、じゃがいも掘り体験ほか
▼定員　５組（１組５人程度）
▼参加料　１組＝6,000円（オ
ートキャンプ場使用料・食材費
含む）
▼申し込み方法　８月 19 日
（木）までに電話で申し込みを。
～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）

弥生いこいの広場の催し 緑の相談所 ８月の
催し

【講習会】
●秋まき野菜の栽培
７日（土）、午後1時30分～
3時30分
●夏の病害虫防除
21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】
●観葉植物展
６日（金）～15日（日）

【訪問相談】
７日（土）・21日（土）
※庭木の出張診断です。電話
でお申し込みください。

【弘前城植物園…今月見られ
る花】
スモークツリー、ハス、ノウ
ゼンカズラ、ハギなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

　今年のファッション甲子園
は、衣装、ＰＲ動画、写真によ
る作品審査で実施します。
　応募総数 35 都道府県、95
校、1,299 チーム、2,248 枚
の中から選ばれた 34チームの
作品が、弘前に集結！
▼とき　８月 22 日（日）、午
後１時30分～（配信予定）
▼視聴方法　ファッション甲子
園公式ホームページ（http://
www.f-koshien.com）でご確
認ください。
■■問問ファッション甲子園実行委員
会事務局（弘前商工会議所内、
☎33-4111）

ファッション甲子園 2021
審査結果をライブ配信！
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