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を使用しての紹介をします。そ
の他、シードルの原料に使って
いるりんごの紹介やシードル工
房 kimori の見学などを予定。
②講演（20日のみ）…テーマ
=「弘前シードルの魅力～シー
ドルの新しい歴史はここから始
まった～」、講師＝高橋哲史さ
ん（百姓堂本舗代表取締役）、
定員＝ 30人、事前の申し込み
が必要
▼参加料　無料
▼申し込み方法（②のみ）　3
月 19 日（土）までに、住所・
氏名・連絡先（電話番号、Eメ
ールアドレス）を記入し Eメ
ールかファクスで申し込みを。
■■問問 A プロジェクト（■■ＦＦ 32-
1167、 ■■ＥＥ 19580101fuji@
gmail.com）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

①絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ・版画ワークショップ
　アクリル絵の具を使ったモノ
タイプの版画、紙版画、ドライ

poco a poco
アートのたまご

ポイントなど、
いろいろな版
画に挑戦する
ワークショッ
プです。できあがった作品は、
４月に予定している作品展に展
示できます。
▼とき　3月 19 日（土）・20
日（日）・21 日（月・祝）の
❶午前 9 時 30 分～午後 0 時
30分、❷午後2時～ 5時
※希望する日時を選択。
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部4階美術制作室
▼対象　19日は幼稚園・保育
園児～小学生／ 20 日・21 日
は小・中学生
▼定員　各回 15人程度（先着
順）
▼参加料　500円
▼申し込み方法　3
月 5 日（土）の正
午から、申し込み
フォーム（QRコー
ド）で申し込みを。
②赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第 7 回
　ピアノ独奏によるコンサート
です。ラモーからピアソラまで、
ピアノのために書かれた古今東

西の舞曲でつづります。
▼とき　3月 21日（月・祝）、
午前 10 時 30 分～ 11 時 15
分（開場は午前
10時）
▼ところ　ヒロ
ロ（駅前町）4
階市民文化交流
館ホール
▼出演　宮本香織さん（ピア
ノ）、朝山奈津子さん（司会）
▼定員　50人程度
▼参加料　18歳以上 500円
▼申し込み方法　
QRコードまたはE
メール、電話で申
し込みを。
▼ そ の 他　客席はマット席
（120㎝四方）と椅子席あり。
ベビーカーのまま入場可。演奏
中の入退場は自由。授乳室やオ
ムツ替えのできるお手洗いが会
場脇にあります。
■■問問アートワールドひろさき（①
出〈いで〉さん、☎ 39-3383
／②朝山さん、☎ 39-3381
／①・②共通■■ＥＥ artworld@
hirosaki-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。

▼ と き　3 月 12 日（土）～
27日（日）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階コミュニケーションゾーン
▼内容　①展示
…「食育」に関
する盛りだくさ
んの情報を展示
／②食育クイズ
ラリー…展示物を読んでクイ
ズに解答するとおいしい参加
賞がもらえます！（参加賞は、
ヒロロ 3 階市民文化交流館受
付窓口で受け取り／無くなり
次第終了）
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
9時）

▼とき　3月 13日（日）
　　　　午前10時～午後3時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース

PR 展示イベント
「食育フェスティバル in
ヒロロスクエア」

ヒロロマルシェ～ひろまる～

▼内容　ハンド
メイド雑貨やア
クセサリー等の
展示・販売、物
作りワークショ
ップ、お菓子等の販売
※事前の申し込みは不要。
　詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroro
square.jp）のイベントカレン
ダーで確認を。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前 8時 30分～午後
9時）

　災害時に
想定される
困難は一人
ひとり異な
ります。性的マイノリティの人
たちの困りごとやニーズについ
て理解を深めることで、災害時
でも誰もが安心して過ごせる環
境づくりについて考えてみませ
んか。
▼とき　3 月 15 日（火）、午
後6時～ 7時 30分

LGBT ×防災～東日本大震
災の経験から学ぶ

▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　山下梓さん（弘前大学
男女共同参画推進室助教）
▼定員　45人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　3 月 11 日
（金）までに、電話またはEメ
ールで氏名・電話番号をお知ら
せください。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.h irosaki .
lg.jp）

▼ と き　3 月 19 日（土）～
27 日（日）の午後 1時 30 分
～ 3時
※シードルの展
示は午前9時～
午後5時。
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家1階
※ 20日（日）のみ、2階研修
室が会場。
▼内容　①弘前シードルの展示
や新たに作成したリーフレット

シードル企画展
「WA のりんご～弘前シード
ルの魅力を発信！」

　弘前に住む人の日常や、移
住してきた人ならではの気づ
きや発見など、「住んでみた
い」、「住み続けたい」と思え
る弘前の魅力を発信する「弘
前ぐらし市民ライター」が、
令和３年度の活動報告会を開
催します（２月 26日開催予
定から延期）。
　令和４年度の募集に関する
説明も予定しています。
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料

　津軽塗技術保存会は、重要無形文化財津軽
塗の保持団体として、津軽塗技術の調査・研
究や伝承者育成などの事業を行っています。
　このたび、伝承者養成事業の研修生や当会
正会員が制作した、幕末から明治初期の津軽

塗の再現作品を展示する成果発表会を開催し
ます。
▼ところ　旧紺屋町消防屯所（紺屋町）
※駐車場はありませんので、公共交通機関を
利用してください。
▼内容　伝承者養成研修生の作品展示、正会
員による再現作品の展示、津軽塗に関する道
具や解説パネルなどの展示
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問津軽塗技術保存会事務局（文化財課内、☎
82-1642）

■■問問 3 月 24 日（木）までに、
電話またはＥメール（住所・
氏名・電話番号を記入）で企
画課人口減少対策担当（☎
40-7121、 ■■ＥＥ kikaku@
city.hirosaki.lg.jp） へ 申
し込みを。

市民ライター市民ライター
活動報告会活動報告会

３３月月2626日（土）日（土）
午後１時～３時午後１時～３時

ヒロロ（駅前町）ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール３階健康ホール
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