
１時 30 分から、③午後３時
40分から
▼ところ　弘前中三（土手町）
８階スペースアストロ
▼上映作品　①『オーバー・フ
ェンス』、②『草の響き』、③シ
ネマトーク（ゲスト…菅原和博
さん〈函館市民映画館シネマア
イリス代表〉）
▼観覧料　一般＝ 1,200 円、
学生＝ 500 円、一般２枚セッ
ト券＝2,000円
※各作品 50枚限定販売、③シ
ネマトークは①か②のチケット
で入場可能。当日券は席に余裕
があった場合のみ販売。
▼申し込み方法　電話かファク
ス、Eメールで申し込みを。氏
名・連絡先・作品名・希望枚数
をお伝えください。
■■問問 harappa 事 務 局（☎ 31-
0195〈平日の午前９時～午後
５時〉、■■ＦＦ 31-0196、■■ＥＥ post
@harappa-h.org）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　弘前の地域
資源を活用し
てさまざまな
起業プロジェ
クトを実施す
る「ひろさき
ローカルベンチャー育成事業」。
起業プロジェクトに取り組む
Next Commons Lab 弘前の
メンバー（地域おこし協力隊）
が、活動報告会を開催します。
各メンバーが開発した商品やサ
ービスなども紹介します。
▼とき　3月 12日（土）
　　　　午後2時～５時
▼ところ　HIROSAKI ORAN
DO（ヒロサキオランド／百石町）
▼定員　50人程度

NCL 弘前感謝祭！
～ Thanksgiving Day ～

 イベント

　津軽地方を
中心に活躍す
るさまざまな
ジャンルの作
家が一堂に会し、技術を凝らし
た作品を展示・販売します。
▼とき　【Part1】3月2日（水）
～6日（日）の午前10時～午
後4時／【Part2】3月9日（水）
～ 13日（日）の午前 10時～
午後 4時
▼ところ　藤田記念庭園クラフ
ト&和カフェ匠館（考古館）2
階ギャラリースペース
▼入場料　無料
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

2022 津軽クラフト
ものづくり作家展

▼とき　４月上旬までの午前9
時～午後5時
▼ところ　洋館（大正浪漫喫茶
室、藤田謙一資料室、会議室）
匠館（クラフト展、和カフェ）、
高台部
※冬期間は高台部エリアのみ見
学可。
▼入園料　無料
※会議室は有料。詳しくはお問
い合わせください。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

◎おたのしみおはなし会
▼とき　３月５日
（土）・19 日（土）
の 午 前 11 時 ～
11 時 30 分 ／ ３
月 12日（土）・26日（土）の
午後２時～２時30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室おはなしコーナー
▼内容　『学校・友だち』をテ
ーマに絵本の読み聞かせ、紙芝
居、昔話、なぞなぞなど
▼対象　おおむね４歳～小学校
低学年＝10人程度（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　函館に生まれ
育ち、若くして
亡くなった作家・
佐藤泰志の小説
を原作とする映
画２本を上映します。
▼とき　３月 12日（土）の①
午前 10時 30 分から、②午後

藤田記念庭園の冬季開園

弘前図書館３月の催し

harappa 映画館
「函館発　佐藤泰志映画祭２」

 

▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／入退
場自由。
■■問問 HIROSAKI ORANDO（☎
40-3950）

【はぎれで作るミニタペストリ
ーづくり体験】
▼とき　３月 12
日（ 土 ）・13 日
（日）の午前９時
30分～正午
▼講師　工房「咲里（サリ）」
▼体験料　1,350 円（材料費
込み、飲み物付き）
※裁縫道具の持参を。

【tsugarutisan（ツガルチザ
ン）～四人の職人展～】
▼とき　３月 19 日（土）～
21日（月・祝）の午前９時～
午後４時
▼出展者と内容　①NATSUKO 
MIYAKOSHI…こぎん刺し模
様のランプ・制作キット、つま
み細工アクセサリー／②さきお
りCHICKA…裂織小物／③天

鳴海要記念陶房館の催し

野琴音さん…漆の器とアクセサ
リー／④ ripples（リップルズ）
…ガラスアクセサリー・小物
▼観覧料　無料

【電動ロクロ体験】
▼とき　３月 18 日（金）～
20 日（日）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）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　３月 13日（日）・27
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）
■■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。

緑の相談所 ３月の
催し

【講習会】
●春の庭木のせん定
５日（土）、午後1時30分～
3時30分
●春の庭木の病害虫防除
12日（土）、午後1時30分
～3時30分
●シンビジウムの植替え
19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】
●桜の花展
11日（金）～21日（月・祝）
～共通事項～
▼ところ　緑の相談所
▼参加料　無料

【相談業務の休み】
７日（月）・14日（月）・22
日（火）・28日（月）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

　市内の高校生が自分たちの視点で地域の課題を
学び、まちづくり活動に取り組んできました。１
年間の学びを地域の皆さんに共有する発表会を開
催します。
▼とき　3月 12日（土）
　　　　午前10時～午後 0時 30分（出入自由）
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　3月 11日（金）
までに、電話または申し込みフォー
ム（QRコード）から氏名・連絡先
をお知らせください。
■■問問 企 画 課（ ☎ 26-6349、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

S TT E PP
成 果 発 表 会成 果 発 表 会

　STEP（ステップ）は、市が実施する、市
内の高校生を対象とした「まちづくりクラブ」
です。コラーニングスペース HLS 弘前（土手
町）を拠点に、学校の枠を超え、仲間と協力
しながら地域を知り、学び、地域の人や活動
に関わることで、自分たちが楽しく暮らしや
すい地域をつくるための活動を行っています。
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