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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

　岩木山麓の自
然を背景に奏で
る、津軽三味線
の音色をお楽し
みください。
▼とき　10 月 30 日までの毎
週日曜日、祝日
▼時間と場所
①午前 11 時 30 分から…直
売所「野市里（のいちご）」
（ANEKKO、宮地字川添）
②午後０時 30分から…岩木山
神社（百沢字寺沢）
③午後１時 30分から…嶽温泉
広場（常盤野字湯ノ沢）
④午後２時 30分から…岩木観
光物産案内所（百沢字裾野）

津軽三味線ミニライブ
2022

※各場所、演奏時間は約30分。
▼参加料　無料
■■問問 岩木山観光協会（☎ 83-
3000、午前９時～午後５時）

　市では、居住地や世代を問わ
ずさまざまな人が交流し、生き
がいを感じられる「生涯活躍の
まち」の推進のため、自身の経
験やスキル等を地域貢献に生か
す交流・活躍の場づくりを今年
度から実施します。
【ピアリスニングでココロほぐ
しとリラックス】
　共通の話題
に興味や悩み
を抱える人同
士で互いの話
を聴き、感想を述べることで、
みんなでココロをほぐし合い、
リラックスする「話を聴き合う
会」です。
▼とき　5月 28日（土）
　　　　午後1時30分～3時
▼テーマ　「うまく断ることが
できなくて…」
※参加者から話題の希望を事前
に聞き取り、その中からも取り
上げます。
▼聴き手・司会　みろくさん（公
認心理師）
▼参加料　無料
▼定員　10人（先着順）
▼申込期限　5月 27日（金）
【アラフィフ男性のダイエット
経験談①食事編】
　減量に失敗し続
けてきた 40 代男
性が、食事と運動
の改善だけで減量
した経験談を通し
て、短命県返上・健康寿命延伸
について考えます。講師が現在
も継続中の野菜スープ、オート
ミールの調理例を紹介し、試飲・
試食も行います。

地域での活躍応援プログラム

▼とき　6月 4日（土）、午後
1時 30分～ 3時 30分
▼参加料　500円
▼定員　12人（先着順）
▼申込期限　6月 3日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼その他　自身の経験やスキル
を今後のまちづくりに役立てた
いという人も、お気軽にお問い
合わせください。
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

【歌川広重　二つの東海道五拾
三次】
　江戸の日本橋
から京都の三条
大橋までを結ん
だ東海道を題材
に描かれた「東
海道五拾三次」。今回は、保永
堂版（ほえいどうばん）と丸清
版（まるせいばん）の２つを同
時に展示します。観覧者プレゼ
ントもありますので、ぜひお越
しください。
▼とき　５月 21日（土）～７
月 10 日（日）の午前９時 30
分～午後４時30分
▼休館日　会期中なし
▼観覧料　一般＝800円（600
円）、高校・大学生＝ 400 円
（300 円）、小・中学生＝ 200
円（100円）
※（ ）内は 20 人以上の団体
料金／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。住所や年齢を確認できるも
のの提示を／特別企画展期間中
は、高岡の森弘前藩歴史館との
共通券は使用できません。
▼常設展　「ひろさきの歴史と

市立博物館特別企画展１

文化～原始から近現代へ～」
※特別企画展開催中は通常より
規模を縮小。
【観覧者プレゼント実施内容】
▼対象　①学校観覧を除く小・
中学生観覧者＝先着 600 人、
②５月 23 日～ 31 日の平日、
各日最初の観覧者
■■問問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

　ライトアップし
た幻想的な庭園を
散歩しませんか。
▼ と き　5 月 28
日（土）、午後5時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼入園料　大人＝ 320 円、子
ども＝100円
※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）

　「笑点」でおなじみ、国民的
落語家の三遊亭好楽さんと桂宮
治さんを迎えて、にぎやかな「ひ
ろかん寄席」を開催します。笑
いに包まれた楽しいひとときを
過ごしましょう。
▼とき　６月２日（木）、午後
５時 30 分開場、午後６時 30
分開演
▼ところ　市民会館大ホール
（下白銀町）
▼出演　三遊亭好楽、桂宮治、
桂鷹治、鏡味味千代（太神楽曲
芸）、桂伸ぴん
▼チケット代　4,000 円（当
日は500円増）
▼チケット販売所　弘前芸術鑑
賞会事務局（百石町）、さくら
野百貨店弘前店（城東北３丁

藤田記念庭園の夜間開園

ひろかん寄席

目）、中三弘前店（土手町）、ヒ
ロロ（駅前町）インフォメーシ
ョン、まちなか情報センター（土
手町）
※弘前芸術鑑賞会予
約サイト（QRコード）
での予約も可。
■■問問 弘前芸術鑑賞会事務局
（☎40-4082、■■ＥＥ hirosakigei
kan@gmail.com、■■ＨＨ https://
hirokan.org）

　６月１日～７日
は水道週間です。
【「弘前市水道週間」イベント】
　イベントに参加すると、上下
水道部オリジナルグッズ（缶バ
ッジ、コースターなど）がもら
えます。
▼とき　６月４日（土）
　　　　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
▼内容　水道事業に関するパネ
ル展示、浄水実験、バスボムづ
くり体験など
【家庭巡回サービス】
　水道週間期間中の平日に、ひ
とり暮らしの高齢者や体が不自
由な人の家庭を対象に、給水装
置の無料点検を行います。
※事前の申し込みが必要。
▼申込先　上下水道部お客さま
センター（岩木庁舎１階、本庁
舎１階、☎55-6868）
【アンケート調査】
　水道週間期間中の
平日に、上下水道部
お客さまセンターの
受付窓口でアンケー
トに回答すると、ペ
ットボトル水「ひろ
さきの水」がもらえ
ます。
■■問問上下水道部総務課（☎ 55-
9660）

水道週間の催し

　市みどりの協会の
樹木医や緑の相談員
が、見頃の花や樹木
を説明しながら、楽
しく園内をガイドします。
▼とき　6月 5日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼集合場所　弘前城植物園（下
白銀町）南案内所
▼参加料　無料（ただし入園料
が必要）
※事前の申し込みは不要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

　衣類をはじ
めとするさまざまな商品を出品
します。出店者も募集していま
すので、お気軽にお問い合わせ
ください。
▼とき　６月 19日（日）、10
月 16 日（日）の午前 10時～
午後３時
※雨天の場合は翌週の日曜日に
延期。
▼ところ　追手門広場（下白銀
町）
■■問問市立観光館（☎ 37-5501、
■■ＥＥ event@jomon.ne.jp、
■■ＨＨ https://www.hirosaki-
kanko.or.jp/）

弘前城植物園散策ガイド

追手門広場フリースタイル
マーケット

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　164,487人
 　男  　  75,370人 　男  　  75,370人
 　女 　女 　    　   89,117人89,117人

令和４年４月１日現在（推計）令和４年４月１日現在（推計）
・世帯数  70,601世帯　・世帯数  70,601世帯　
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（-170）（-170）


