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※別途電車賃が必要。
▼その他　謎を解き明かし、開
催期間中に４つの伝説の武具の
名前を所定の報告所で報告すれ
ばゲームクリアです。
※謎が難しければ主要駅に置い
てあるヒントを見ながら解くこ
とも可能／１日で全ての謎を解
く必要はありません／正解者の
中から抽選でプレゼントが当た
ります／探索には一日乗車券
「わのパス Wano Pass」がお
得です（盛美園入場券、鳴海醸
造店でおちょこプレゼントのほ
か、協賛店でお得なサービスが
受けられます）／イ
ベントの詳細はホー
ムページ（右のQR
コード）で確認を。
■■問問弘南鉄道活性化支援協議会利
用促進部会事務局（地域交通課
内、☎35-1124）

　ライトアップされた幻想的な
庭園を散歩してみませんか。
▼とき　８月28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
※詳しくは問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【第５回文学忌「陸羯南（くが
かつなん）」】
▼とき　９月１日（水）～７日
（火）
▼内容　陸羯南の特別展示
※忌日の９月２日（木）は無料
開館。また、午前 10 時～ 11
時に弘前文学会による朗読会を
開催。

藤田記念庭園夜間開園

郷土文学館の催し
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▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

【絵本づくり教室】
▼とき　８月28日（土）
　　　　午後１時～３時
▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼参加料　1,800 円（飲み物
付き）
※事前の予約が必要。
【氣の勉強会～手から氣を出そ
う！～】
▼とき　８月29日（日）
　　　　午後２時～３時30分
▼講師　山田スイッチさん（コ
ラムニスト）
▼参加料　2,000 円（飲み物
付き）
※事前の予約は不要。
■■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）

　弘南鉄道弘南線の電車内や沿
線に隠された秘密を解き明か
し、４つの伝説の武具を探索す
る体験型の謎解き宝探しイベン
トを開催しています。
▼とき　11月７日（日）まで
▼ところ　弘南鉄道弘南線沿線
▼参加方法　①弘南線弘前駅、
②平賀駅、③津軽尾上駅、④黒
石駅、⑤道の駅いなかだて「弥
生の里」で配布している参加冊
子を受け取って参加を。
▼参加料　無料

鳴海要記念陶房館の催し

『勇者コーナンのナゾトキクエ
スト』～伝説の武具を探せ～

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

【宮腰清次郎うるし展】

　宮腰清次郎さんの漆製品の展
示・販売会です。螺鈿（らでん）
のアクセサリーや箸・スプーン
など、普段使いにちょうどいい
工芸品をぜひご覧ください。
▼とき　８月 27日（金）～９
月８日（水）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
ペース

▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）１階ロビー
【北の文脈文学講座】
▼とき　９月18日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館２階ラウ
ンジ
▼テーマ　成田千空と寺山修司
▼講師　世良啓さん（文筆家）
▼定員　15人（先着順）
▼受講料　無料（ただし観覧料
がかかります）
▼申し込み方法　８月 18 日
（水）から電話か郷土文学館窓
口で申し込みを。
※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
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学
生、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。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

▼とき　９月４日（土）の①午
前 10時～、②午後１時～、③
午後３時～
※各回とも内容は同じで、所要
時間は約40分間。
▼ところ　誓願寺（新町）
▼内容　こけらぶきの屋根の見
学、こけらぶきの実演・体験等
▼定員　各30人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 23 日
（月）から電話で申し込みを。
※受付時間…平日の午前９時～
午後５時。
▼駐車場　城西小学校（係員の
誘導に従って駐車を）
■■問問文化財課（☎82-1642）

重要文化財誓願寺山門の
修理現場を特別公開

　市みどりの協会の樹木医や緑
の相談員が、見頃の花や樹木を
説明しながら楽しく園内をガイ
ドします。
▼とき　９月５日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　弘前城植物園（下白
銀町）
※集合は植物園南案内所へ。
▼参加料　無料（ただし入園料
が必要）
※事前の申し込みは不要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

【バッタ展】
　バッタの仲間
やキリギリス、
コオロギなどを
飼育展示します。
▼とき　９月５日（日）～ 20
日（月・祝）の午前８時 30分
～午後４時30分
▼観覧料　無料
■■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）

鉛筆、紙、消し
ゴムを使ったデ
ッサン教室です。
▼とき　９月～令和４年３月の
隔週水曜日（月２回）、午後６
時30分～７時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１または２ 
▼講師　NOZ（野澤雄大）さ
ん（画家）
▼対象　市内の小学校１～３年

弘前城植物園散策ガイド

こどもの森９月の行事

ヒロロキッズ！
楽しく絵を学ぼう！！

生＝15人（先着順）
▼受講料　月額3,000円
※入会金・年会費は不要／材料
費が別途必要／詳しくはヒロロ
スクエアホームページ（http:
//www.hirorosquare.jp）で
確認を。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
９時）

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ】
　絵本のおはなし
会の後、日本画の
顔料を使った絵の
具づくりと絵画制
作を実施します。
▼とき　９月 11日（土）の①
午前 10 時～午後０時 30 分、
②午後２時～４時30分 
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部美術制作室
▼対象　幼児～小学生と保護者
＝各回12人（先着順） 
▼参加料　1人 300円
▼申し込み方法　８月 28 日
（土）の正午から９月５日（日）
の午後 5 時までに、
専用ホームページ
（右の QR コード）
から申し込みを。
▼その他　駐車場が利用できま
す／保護者も作品づくりに参加
できます／途中退出可
※希望者のみ、10月に開催予
定の「ギャラリーまんなか（弘
南鉄道中央弘前駅舎内）」での
展覧会に作品を出展予定。
■■問問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、☎ 39-3383、
午前９時 30分～午後５時、■■ＥＥ
artwor ld@h i rosak i -u .
ac.jp） 
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

poco a pocoアートのたまご

弘前工芸舎
メインテーブル企画展

楽しく絵を学ぼう！！


