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【りんご草木染体験】
▼とき　７月18日㈪㈷
　　　　午前10時～正午
▼定員　12人（先着順）
▼参加料　1,000円
▼申込期限　７月11日㈪
【あっぷるクラブPART2ミニ
りんご木箱を作ってみよう！】
　製作キットを使ってくぎ打ち
などをし、一般的な木箱より小
さいオリジナルのりんご木箱を
作ります。
▼とき　７月 23 日㈯、午後
１時30分～午後３時30分
▼定員　９人（先着順）
▼参加料　2,000円
▼申込期限　７月16日㈯
～共通事項～
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）「りんごの家」
■■問問りんご公園（☎36-7439）

※１回の応募で２人まで申し込
みできます。必要事項を２人分
記入してください／応募者多数
の場合は抽選を行い、結果を7
月29日㈮に郵送で通知します。
　新型コロナウイルス感染拡大
防止対策のため、体験教室実施
日の２週間前から検温にご協力
を。健康状態によっては参加を
お断りします。
■■問問津軽広域連合 か
んたん、楽しく「津
軽塗」スプーン製
作体験係（ヒロロ
〈駅前町〉３階、〒
036-8003、 駅 前
町 9 の 20、☎ 31-
1201、■■ＥＥ rengou@
tsugarukoiki.jp）
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【おたのしみおはなし会】
　「夏・空・星」をテーマに、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔
話、なぞなぞを行います。
▼とき　７月２日㈯・16日㈯
の午前 11 時～ 11 時 30 分／
９日㈯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
▼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。
【「図書館のお仕事やってみ隊」
隊員募集】
　図書館の仕事見学やカウンタ
ー業務体験、本のコーティング
作業などの体験ができます。
▼とき　８月４日㈭・５日㈮・
６日㈯の午前９時 30 分～午

弘前図書館の催し

後２時30分
※いずれか１日を選択。
▼ところ　弘前図書館
▼対象　市内の小学校４～６年
生＝各回６人（抽選で決定）
▼参加料　無料
▼持ち物　自分の本２冊（コー
ティングの実習で使用）、飲み
物、昼食
▼申し込み方法　７月４日㈪
の午前９時 30分から、電話か
図書館窓口へ。
※７月 13 日㈬までに、決定
した人のみに連絡します。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

【りんご草木染展示と販売】
▼とき　７月３日㈰～ 18 日
㈪㈷の午前９時～午後５時

りんご公園７月の催し

▼とき　８月 10 日㈬、午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　田舎館村中央公民館
（田舎館村畑中字藤本）会議室
※現地集合・解散。
▼講師　工藤広一さん（工房ま
る一）
▼対象　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に住む小学
校４～６年生＝20人
▼参加料　１人800円
▼申し込み方法　７月 22 日
（金・当日消印有効）までに、
はがきまたは Eメール（郵便
番号・住所・参加者氏名〈ふり
がな〉・学年・年齢・保護者氏
名〈ふりがな〉・電話番号を記入）
で申し込みを。

【抜粋・演奏会形式　蝶々夫人】
　プッチーニの名作オペラ
『蝶々夫人』を、弘前オペラ精
鋭メンバーが熱演します。
▼とき　７月９日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼入場料　一般＝ 2,000 円／
障害者手帳を持っている人、
75歳以上の人＝1,000円
※いずれも前売り料金で、当日
券は各 500 円割り増し／詳し
くは問い合わせを。
■■問問フレディ弘前（百石町、☎
31-3132）

【こどもの森】
▼とき　７月９日㈯、午後７
時30分～８時 30分
【弥生いこいの広場】
▼とき　７月16日㈯
　　　　午後８時～９時
～共通事項～
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／雨天
時中止／人数制限の可能性あり。
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／弥生いこいの広
場（百沢字東岩木山、☎ 96-
2117）

①弘前城植物園散策ガイド
▼とき　７月10日㈰
　　　　午前10時～ 11時
▼集合場所　弘前城植物園（弘
前公園内）南案内所
▼参加料　無料（ただし入園料
が必要）

フレディ四季コンサート
第10回夏

ホタル観察会

弘前城植物園７月の催し

※事前の申し込みは不要。
②苔テラリウム作り体験
▼とき　７月 16 日㈯、午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前城植物園無料休
憩所
▼定員　10人（先着順）
▼参加料　1,500 円（材料費
含む）
▼持ち物　エプロン
▼申し込み方法　７月１日㈮
から電話で申し込みを。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

【みよしの12星座占い】
▼とき　７月 10 日㈰、午前
９時～午後３時30分
※所要時間は 30分程度／事前
の予約が必要。
▼参加料　1,500 円（飲み物
付き）
【手品農園の手相占い】
▼とき　７月 10日㈰・11日
㈪の午前９時～午後３時30分
※所要時間は 40分程度／事前
の予約が必要。
▼参加料　2,000 円（飲み物
付き）
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　７月 10日㈰・24日
㈰の午前10時～午後３時（体
験受付は午後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
ターほか）
【電動ロクロ体験】
▼とき　７月 15 日㈮～ 17
㈰の午前10時～午後３時
※所要時間は 45分程度／予約
優先で当日受け付けも可。
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）

鳴海要記念陶房館７月の催し

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。

●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

【平和～子どもにも大人にも伝
えたい絵本・児童文学63冊】
　絵本などの展示・閲覧と絵本
作家のささやすゆきさんの絵本
原画を展示します。
▼とき　７月 17日㈰～31日
㈰の午前９時～午後４時
※ 18日㈪㈷の午後１時から、
鈴木恵子さんの無料朗読会を開
催。
▼観覧料　無料
■■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）

緑の相談所 ７月の
催し

【講習会】
◎マツの手入れ実習
９日㈯
◎アジサイの栽培とせん定
16日㈯
◎バラの夏季せん定と管理
23日㈯
※時間はいずれも午後１時
30分～３時 30分。
～共通事項～
▼定員＝各20人
※事前の予約が必要。
【展示会】
◎ベゴニア展
14日㈭～18日㈪㈷
【訪問相談】
9日㈯・16日㈯
※庭木の出張診断です。電話
で申し込みを。
【弘前城植物園…今月見られ
る花】
　スモークツリー、アジサイ、
ハス、ヘメロカリス、ノウゼ
ンカズラなど
■■問問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33-（ ☎ 33-
8737）8737）

かんたん、楽しく

「津軽塗」スプーン製作体験教室
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