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イベント

　３店舗分のス
タンプを集めて
参加店舗に提示
すると、オリジ
ナルエコバッグがもらえます！
※中南地域産の農産物または
加工品を税込 500 円以上購入
でスタンプ１個を押印。先着
1,200 人。景品が無くなり次
第終了。
▼とき　９月 27 日（月）～
10月 24日（日）
▼参加店舗　中南管内の直売施
設（農産物直売所「野市里〈の
いちご〉」ほか17店舗）
　詳しくは店舗等に掲示してい
るポスターで確認するか、お問

中南地域産直スタンプラリー

い合わせください。
■■問問中南地域産地直売施設協議会
事務局（中南地域県民局農業普
及振興室内、☎ 33-2902〈平
日の午前８時 30分～午後５時
15分〉）

　弥生いこいの広場で実施した
「青い森のなかまたち選手権
2021（動物総選挙）」の結果を、
ホームページ（http://www.
hirosakipark.or.jp/yayoi/）
やインスタグラムなどで発表し
ます。
▼とき　９月20日（月・祝）
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

「青い森のなかまたち選手権
2021」結果発表！

Town InformationTown InformationTown Information●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

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。
　また、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。

▼▼ところところ　市立博物館ホール　市立博物館ホール
▼▼内容内容　デュオ・エフ・クレフ（チェロ…菊地謙太郎　デュオ・エフ・クレフ（チェロ…菊地謙太郎
さん、コントラバス…鈴木愛理さん）による演奏さん、コントラバス…鈴木愛理さん）による演奏
▼▼定員定員　50人（先着順／事前の申し込みが必要）　50人（先着順／事前の申し込みが必要）
▼▼参加料参加料　無料（ただし観覧料が必要）　無料（ただし観覧料が必要）
▼▼観覧料観覧料　一般＝ 300 円／高校・大学生＝ 150 円　一般＝ 300 円／高校・大学生＝ 150 円
／小・中学生＝100円／小・中学生＝100円
※障がい者、65歳以上の市民、市内の小・中学生や※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。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９月 15日（水）以降に、市立博物館（下白銀町、９月 15日（水）以降に、市立博物館（下白銀町、
☎35-0700）へ申し込みを。☎35-0700）へ申し込みを。
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各種目、感染症対策を講じた上で実施しますが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより中止する場合があります。
参加中のけがは自己責任となりますので、あらかじめスポーツ傷害保険への加入をお勧めします。注意事項

■■時時…とき　■■所所…ところ　■■￥￥…参加料　■■申申…申込期限　■■問問…問い合わせ・申込先

ススポポレレクク祭祭
　スポーツの秋です！さまざまなスポーツ・レクリエーションに親しめる「弘前スポ
レク祭」を開催します。この機会にスポーツを体験し、心地よい汗をかきませんか？

■問い合わせ先　スポーツ振興課（☎40-7115）

弘弘
前 1010月月９９日日  　  　 ・・1010日日土 日

親子キャッチボール＆ティーボール体験教室
■時 10 月 10 日（日）、午前８時～正午　
■￥無料　■■申申当日参加可　■■問問弘前市野球協会
（八木橋さん、☎ 33-1288）
※雨天時は克雪トレーニングセンターで開催。

陸上競技プログラム
■■時時 10 月 10日（日）、
午前 10 時～正午　
■■所所陸上競技場　■■￥￥無
料　■■申申当日参加可　
■■問問スペシャルオリンピックス日本・
青森弘前ブランチ（奈良岡さん、☎
090-4310-1826）

市民ウォーキングの集い
■■時時 10 月 10 日（日）、午前８
時 30分～正午　■■所所青森県武道
館前庭　■■￥￥無料　■■申申当日
参加可　■■問問弘前歩こ
う会（今井さん、
☎32-9272）
※途中参加不可。

ターゲットバード
ゴルフ教室
■■時時 10 月９日
（土）、午前９時
～午後２時　■■所所芝
生広場　■■￥￥無料　
■■申申当日参加可　■■問問弘前タ
ーゲットバードゴルフ協
会（上田さん、☎ 080-
6650-2746）

ゲートボール大会
■■時時 10月10日（日）、午
前８時30分～午後２時
30分　■■所所芝生広場　■■￥￥
200 円　 ■■申申 10 月 １日
（金）　■■問問弘前市ゲートボ
ール協会（五十
嵐 さ ん、 ☎
090-8928-
2328）

グラウンドゴルフ大会
■■時時 10 月 10 日（日）、午前９時～
午後２時　■■所所グラウンドゴルフコー
ス　■■￥￥ 1,000円　■■申申９月
27日（月）　■■問問弘前市
グラウンドゴルフ協会
（奥出さん、☎ 33-
8908）

当日

ラージボール卓球大会
■■時時 10月10日（日）、午前８時30
分～午後２時30分　■■￥￥ 1,300円
■■申申９月23日（木・祝）
■■問問弘前ラージボール卓
球協会（桜庭さん、
☎090-5183-1215）

バウンドテニス教室
■■時時 10 月９日（土）、午前
９時～午後３時　■￥￥無料
■■申申当日参加可　
■■問問弘前バウンド
テニスクラブ（工藤
さん、☎ 35-4062）

シニアサッカー
交流大会
■■時時 10 月 10 日
（日）、午前９時～午
後４時　■■所所多目的グラウン
ド　■■￥￥１チーム 2,000 円
■■申申９月 26 日（日）　■■問問弘
前サッカー協会シニア委員
会（上田さん、☎ 090-
1932-1909）

パラスポーツ体験会
■■時時 10 月９日（土）、午前 10
時～午後３時　■■￥￥無料　■■申申当
日参加可　■■問問スポーツ振興課
オリンピック・パラリンピック推進
室（☎40-0583）

ペタンク教室
■■時時 10 月 10日（日）、午前９
時～正午　■■￥￥無料　■■申申当日参
加可　■■問問弘前市ペタンク協会
（葛西さん、☎ 88-3480）

運動公園（豊田２丁目）

弘前 B&G 海洋センター（八幡町１丁目）

河西体育センター（石渡１丁目）

岩木山総合公園（百沢字裾野）

すぱーく弘前（石渡１丁目）

弘前市野球協会

※雨天時は克雪トレーニングセンターで開催。

シニアサッカー

（日）、午前９時～午

９月
弘前市

ターゲットバード

芝

無料

弘前バウンド
テニスクラブ（工藤
さん、☎ 35-4062）

９月23日（木・祝）
弘前ラージボール卓

10 月９日（土）、午前 10
当

スポーツ振興課

前前

ボッチャ交流会
■■時時 10月10日（日）、
午前９時～午後５時
■■所所 体育館　■■￥￥ 300
円　 ■■申申 10 月 ４ 日
（月）　■■問問岩木
振 興 公 社
（工藤さん、
☎ 83-
2311）

市民体育館（五十石町）

☎ 83-
2311）


