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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

【弘前四季のまつり写真展】
▼とき　4月 16 日（土）～ 5
月 8 日（日）の午前 9時～午
後5時
※弘前さくらまつり期間は午後
７時30分まで。
▼ところ　和館
▼入園料　大人＝ 320 円、子
ども＝100円
【貸出施設のご案内】
　会議や撮影会等に利用できる
会議室等を貸し出しています。
▼貸出期間　通年
※茶室は11月 23日まで。
▼貸出施設　第一会議室、第二
会議室、洋館ホール、茶屋（松
風亭）、匠館ギャラリースペース
　使用料などの詳細はお問い合

藤田記念庭園の催し

わせください。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

　伝統的な作品から、現代の生
活様式を取り入れた作品まで、
津軽の手仕事の魅力が伝わる展
示販売会です。
▼とき　4月 16 日（土）～ 5
月 8日（日）の午前10時～午
後 4時
▼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
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　あらかじめ墨描き、蝋（ろう）
つけがしてあるねぷた絵に色を
つけます。
▼とき　４月24日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼講師　玄龍庵（川村岩山さん、
山本達扇さん）
▼持ち物　ハンドタオル
※汚れてもいい服装で参加を。
▼対象　小学生以上＝10人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問宮川交流センター（☎ 36-
2611、月曜日〈月曜日が祝日
の場合は翌日〉は休み）

▼とき　４月24日（日）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史

まちなかクラフト村
「弘前工芸舎・春限定企画展」

弘前ねぷたトーロー絵
「色つけ体験会」

高岡の森弘前藩歴史館
令和４年度第１回
ロビーコンサート

館（高岡字獅子沢）
▼内容　弘前交響楽団メンバー
による弦楽四重奏
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼観覧料　一般＝ 300 円、高
校生・大学生＝ 150 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４月 19日（火）以降に、高
岡の森弘前藩歴史館（☎ 83-
3110）へ申し込みを。

【世界のおもしろスポーツ】
▼とき　5 月 3 日（火・祝）、
①午前 10時～正午、②午後 1
時～ 3時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階イベントスペース
▼内容　ボッチャ・モルック・
ラグビー・サッカー・知育ゲー
ム（全て体験すると参加賞がも
らえます！）
【アニマルスポーツミュージア
ム】
▼とき　5 月 3 日（火・祝）、
①午前 10時～正午、②午後 1
時～ 3時
▼ところ　ヒロロ 4階市民文
化交流館ホール
▼内容　デジタルアーティスト
「アキラボーイ」によるアトラ
クション（ゴリラファイト、ど
うぶつ 10m走、ペンギンジャ
ンプ）を体験できます。
～共通事項～
▼対象　小学生以上
▼参加料　無料

ヒロロだよ！全員集合！
～春の陣～

※事前の申し込みは不要。
　詳細はイベント
ホームページ（QR
コード）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）

　ヴァイオリン、チェロ、ピア
ノ、歌が織りなす癒しの響きを
楽しみませんか。
※車椅子専用スペースあり。
▼とき　５月４日（水・祝）、
午後１時 30分開場、午後２時
開演
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼出演　上原美喜子さん（ヴァ
イオリン）、上原優美子さん（チ
ェロ）、上原麗子さん（ピアノ）、
虎谷亜希子さん（ソプラノ）
▼演奏予定曲　バッハ「無伴奏
パルティータ第１番」、R. シュ
トラウス「四つの最後の歌」、
ベートーヴェン「ピアノ三重奏
第４番〈街の歌〉」ほか
▼参加料　一般＝ 2,000 円、
75 歳以上＝ 1,000 円（当日
券はいずれも＋500円）
※事前にチケットの購入が必
要。チケットの郵送も承ります。
詳細は問い合わせを。
■■問問フレディ弘前（☎31-3132、
月～土曜日の午前9時～午後5
時）

【はるか夢球場防災フェスタ】
▼とき　５月５日（木・祝）
　　　　午前10時～午後２時
▼内容　地域防災拠点施設「は
るか夢球場」の防災設備見学、
防災体験、防災クイズ、防災車

フレディ四季コンサート
バリアフリー室内楽コンサー
ト～弦と織りなす新緑の風～

はるか夢球場の催し

両展示・乗車体験、防災用品展
示、災害映像展示、アルファ米
紹介、スタンプラリー（スタン
プラリーは小学生以下限定）
※各防災コーナーに参加してス
タンプを全部集めると、下記の
バッティングセンター 10球無
料券がもらえます！
▼参加料　無料
【はるか夢球場バッティングセ
ンター】
▼とき　５月５日（木・祝）、
午前９時～午後４時（受け付け
は午前８時30分から）
▼参加料　500円（１回24球）
▼持ち物　バット、バッティン
ググローブ、ヘルメット（バッ
ト、ヘルメットは貸出用あり。
スパイクの使用は不可）
～共通事項～
▼ところ　はるか夢球場（豊田
２丁目、運動公園内）
※事前の申し込みは不要。雨天
による中止の場合、当日の午前
８時に市スポーツ協会フェイス
ブックでお知らせします。
■■問問運動公園（☎27-6411）

【スポット企画展「弘前の詩
人たち　1960 年代から現代
（１）」】
　川村慶子、加藤忠昌、内海康
也の詩業を紹介します。
▼とき　５月 10日（火）～７
月 10日（日）の午前９時～午
後５時（入館は午後４時 30分
まで）
【北の文脈文学講座】
▼とき　５月21日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　宮沢賢治の〈雪〉と
わらべ歌
▼出演　藤田晴央さん（詩人）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

郷土文学館の催し

▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼申し込み方法　４月 21 日
（木）から、電話か郷土文学館
受付で申し込みを。
～共通事項～
　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（下白銀町、☎
37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

　５月１日～７日は憲法週間で
す。法廷などを見学しませんか。
▼とき　５月 12 日（木）、午
前の部＝午前 10時 30分～正
午、午後の部＝午後１時 30分
～３時
▼ところ　青森地方・家庭裁判
所（青森市長島１丁目）
▼内容　法廷、調停室などの庁
舎見学、DVD上映など
▼定員　各部12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問４月 18日（月）の午前９時
から、青森地方裁判所総務課庶
務係（☎017-722-5421、受
け付けは平日の午前９時～午後
４時30分）へ申し込みを。

裁判所見学ツアー

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　165,612人
 　男  　  75,955人 　男  　  75,955人
 　女 　女 　    　   89,657人89,657人

令和４年３月１日現在（推計）令和４年３月１日現在（推計）
・世帯数  70,771世帯　・世帯数  70,771世帯　
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