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▼とき　９月 17 日（金）～
19日（日）、午前10時～午後
３時（所要時間約45分）
▼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）
※予約優先。当日受け付けも可。
■■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）

【①瑞楽園で聴く「つがるのむ
かしっこ」】
　瑞楽園の庭園を眺めながら、
昔話に耳を傾けませんか。
▼とき　９月11日（土）
　　　　午前11時～正午
▼出演　和の昔っこ
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【②夜の瑞楽園を楽しむ】
　閉園時間を延長し、庭園をラ
イトアップします。光に照らさ
れた庭園と月明かりのコラボを
お楽しみください。
▼とき　９月 18日（土）・19
日（日）、午後６時～８時
▼入園料　無料
※事前の申し込みは不要。
【③講演会】
▼とき　９月18日（土）
　　　　午後３時～４時
▼テーマ　「東日流の古代人の
信仰」
▼講師　玉川宏さん（秋田孝季
集史研究会事務局長）
▼定員　20 人程度
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘
沢）
■■問問①三浦造園（☎ 95-2246）、
②・③瑞楽園（☎兼■■ＦＦ 55-

瑞楽園の催し

イベント

　感染症拡大防止のため中止と
なった「古都ひろさき花火の集
い」の代替事業として、無観客
で花火を打ち上げ、その様子を
動画で生配信します。料理のテ
イクアウトキャンペーンなども
実施しますので、詳しくは事務
局ホームページで確認を。
▼とき　９月４日（土）
　　　　午後７時～７時30分
▼ 配 信 サ イ ト
アップルスト

リーム（https://
applestream.jp）
※パソコン・スマートフォン対
応／視聴無料（通信料を除く）
▼注意事項　人流を防ぐため、

自宅で花火の鑑賞を！
「希望の光」プロジェクト

打ち上げ会場付近に集まること
は控えてください。
■■問問花火の集い実行委員会事務局
（弘前商工会議所内、☎33-4111、
■■ＨＨ https://hiro-hanabi.com）

【青森と北海道の工芸八人展
「ブラキストンラインを越えて」】
　札幌市、洞爺湖町、
小樽市、弘前市、青
森市の作家の陶芸、
漆塗、木工、ガラス
の作品を展示・販売
します。それぞれの
地で育まれた作家８人の手仕事
をお楽しみください。
▼とき　９月10日（金）～13
日（月）、午前10時～午後４時
※最終日は午後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 NAM工房（恵波さん、☎
090-2075-4626）

「

【絵本づくり教室】
▼とき　９月 11日（土）・25
日（土）の午後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。
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　９月 12日（日）・26
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
ターほか）
【電動ロクロ体験】

弘前工芸舎　特別企画

鳴海要記念陶房館の催し

6806、■■ＥＥ paysage@jomon.
ne.jp）

　弘前城植物園（弘前公園内）
のアジサイの花がら取りやせん
定作業などを体験しませんか。
▼とき　９月 15日（水）・16
日（木）、午前９時30分～ 11
時 30時（悪天候時は中止）
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、手袋、タオ
ル等
※動きやすく、汚れてもいい服
装で参加を。
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

【Night Day Camp】
　JAZZ を聞きながら、
ちょっとぜいたくな平
日を楽しみませんか。
▼とき　９月16日（木）
　　　　午後４時～９時
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）オートキャ
ンプ場
▼内容　缶けりアイス作り体
験・空き缶ランタン作り体験（自
由参加／有料）、JAZZ コンサ
ート（出演…米国空軍太平洋音
楽隊アンサンブル「ファイナル・
アプローチ」〈弘前初公演〉、
Swing Hat Jazz Orchestra）
▼コンサート参加料　１人
3,000 円（ワンドリンク・軽
食付き） 
▼キャンプ場利用時間と使用料
午後３時～午後８時 30分、１
区画1,570円（日帰りの場合）
▼その他　コンサートのみの参
加もできます。詳しくは問い合
わせを。
【弥生いこいの広場
動物総選挙2021】

ボランティア活動
「みどりフレンズ」大募集！

弥生いこいの広場の催し

　北里大学との共同企画！投票
すると抽選でオリジナルグッズ
が当たります。
▼投票期限　９月12日（日）
▼投票方法　弥生いこいの広場
で配布している投票用紙または
SNS で投票。詳細はホームペ
ージ（http://www.hirosaki
park.or.jp/yayoi/）で確認を。
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

▼とき　９月16日（木）
　　　　午後３時30分～５時
▼ところ　弘前大学創立 50周
年記念会館（文京町）
▼テーマ　「桃太郎の力量－こ
どもの力でがん予防－」
▼講師　島田義也さん（環境科
学技術研究所理事長）
▼聴講方法　会場での聴講また
はWEBによる視聴
▼申し込み方法　電話またはホ
ームページから。詳しくはホー
ムページで確認を。
■■問問弘前大学被ばく医療総合研究
所事務室（☎ 39-5465、■■ＨＨ
http://www.irem.hirosaki-
u.ac.jp/）

【月例登山『イヌワシの道　キ
ノコ探訪』】
▼とき　９月 19 日（日）、午
前９時 30分～午後２時 30分
（雨天決行）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具
【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

弘前大学被ばく医療総合研究所
創立10周年記念市民講演会

こどもの森のイベント

緑の相談所 ９月の
催し

【講習会】
●きのこの話
11日（土）、午後
1時30分～3時30分
【展示会】
●シダ展
2日（木）～5日（日）
●きのこ展
11日（土）・12日（日）
【訪問相談】
4日（土）・18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】
シュウメイギク、シュウカイ
ドウ、ハギ、ホトトギスなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

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
ロナウイルス感染症の予防と
拡大防止の観点から、中止や
内容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。

●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

日（月・祝）、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）

▼とき　９月18日（土）、午前
10時～11時 30分
▼ところ　弘前城植物園（下白
銀町）無料休憩所
▼内容　季節の花の寄せ植え
▼定員　10 人（先着順／親子
で１鉢作成可）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1,500 円（１鉢分
の材料費含む）
▼持ち物　エプロン
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

秋の寄せ植え体験

イベント

　JAZZ を聞きながら、
ちょっとぜいたくな平

９月16日（木）

2日（木）～5日（日）


