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▼とき　7 月 30 日㈯～ 8 月
2 日㈫の午前 9 時 30 分～午
後４時30分
▼ところ　旧第五十九銀行本店
本館（青森銀行記念館、元長町）
▼内容　弘前のシードルを展示
し、リーフレットを使用して紹
介／弘前のりんご酒の歴史に関
する展示品を初公開（関連した
ミニセミナーも予定）
▼参加料　無料（ただし入館料
〈一般＝200円〉が必要）
■■問問 Aプロジェクト（■■ＥＥ 19580
101fuji@gmail.com）

　夏休み限定企画「親子 de楽
しむ夏休み」の第１弾！廃材を
使って、オリジナルルームプレ
ートを作ります。
▼とき　7 月 30 日㈯、午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前城植物園
▼対象　小学生 10人とその保
護者（事前の申し込みが必要）
▼参加料　500円（材料代）
※別途入園料が必要（市内の小
学生は無料）。
▼持ち物　動きやすい服装、飲
み物
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

　津軽の工芸品やホビーライフ
作品の展示・販売を行います。
▼とき　７月30日㈯～８月21
日㈰の午前10時～午後５時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）２階工芸品展示コーナー
■■問問市立観光館（☎37-5501）

シードル企画展
「WA のりんご～弘前シード
ルの魅力を発信！」

植物園 de クラフト体験

津軽ひろさき彩
いろ

いろ展
～工芸とホビーライフ～

（旧藤田家住宅、御幸町）
▼上演作品　『愛と美につい
て』、『桜桃』など全５作品
※ YouTubeでのラ
イブ配信は、QR コ
ードから視聴可（視
聴にかかる通信料は自己負担）。
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／無料
駐車場あり。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　りんごの老木を描き続けてい
る東京在住の画家・阿部澤氏が
弘前に滞在し、約１年をかけて
自身最大の作品を描くプロジェ
クト。約 140 年前、りんご栽
培の先駆者たちが暮らしていた
旧小山内家住宅で、作品制作の
様子を公開します。
▼とき　８月６日㈯～14日㈰
の午前10時～午後４時30分
※事前の申し込みは不要／入退
場自由／休憩等により不在の時
間あり。
▼ところ　りんご公園内旧小山
内家住宅（清水富田字寺沢）
▼参加料　無料
■■問問 HIROSAKI AIR（樽澤さん、
■■ＥＥ hirosakiair@gmail.com）

【メディカルスタッフについて
学ぼう】
　看護師や放射線技師等のメデ
ィカルスタッフ（医療従事者）
と、それを目指す大学生との交
流や大学校内の見学、実習体験
を開催します。
▼とき　８月８日㈪、午前９
時30分～午後３時（予定）

『りんごの物語　一年と一日』
公開制作

中央公民館の催し

　企業の生産や開発の現場を見
学・体験し、地域の企業で働く
ことについて考えてみませんか。
▼対象　市内の中学生、高校生
▼参加料　無料
▼当日のスケジュール　市役所
（上白銀町）に集合し、バス等
で企業に移動。終了後、バス等
で市役所まで移動し解散。

【株式会社ラグノオささき】
▼とき　８月３日㈬
　　　　午後１時～４時30分
▼内容　工場の品質管理体験
▼定員　10人

【株式会社コーア】
▼とき　８月５日㈮
　　　　午後１時～４時30分
▼内容　抗菌めっき技術体験
▼定員　８人

【株式会社栄研】
▼とき　８月８日㈪
　　　　午後１時～４時30分
▼内容　冷凍食品製造体験
▼定員　５人
～共通事項～
▼申し込み方法　７月 27 日
㈬までに、Eメール（希望す
る企業名〈第２希望まで〉・氏名・
学校名・学年・電話番号を記入）
で申し込みを。応募者多数の場
合は抽選で決定します。
■■問問企画課ひとづくり推進室（☎
26-6349、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　夏にまつわる作品を特集した
朗読劇ステージです。
▼とき　８月６日㈯
　　　　午後２時～３時20分 
▼ところ　太宰治まなびの家 

集まれ中高生！！未来が
見つかる企業見学【理工系分
野女性活躍推進事業】

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 夏の定期公演

▼ところ　弘前大学医学部保健
学科（本町）F棟１階大学院講
義室１
▼対象　市内の中学校に在籍す
る生徒＝ 30人（応募多数の場
合は抽選で決定）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 27 日
㈬までにＥメール、ファクス
または郵送で申込書の提出を
（申込書は中央公民館ホームペ
ージからダウンロード可）。

【子どもクラブ特別企画「子ども
小説・まんがアカデミー～未来
のために今できること～」】
　プロの小説家・漫画家から、
「作家になるためには」、「作品
作りに必要なもの」、「人物や物
語の設定方法」などを学びます。
▼とき　8 月 11 日㈭㈷、午
後１時30分～ 3時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　雨川水海さん（小説家・
弘前市在住）、黒杞よるのさん
（漫画家・弘前市出身）
※ともに「フシノカミ～辺境か
ら始める文明再生記」作者。
▼対象　市内に在住または通学
している小学生～高校生＝ 50
人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、サイン希
望者は書籍または色紙等
▼申し込み方法　8月 5 日㈮
までに、電話またはEメール（住
所〈町名まで〉・氏名〈ふりがな〉・
学校名・学年・電話番号を記入）
で申し込みを。

【 こ ど も ア ー ト 体 験 ひ ろ ば
2022】
　さまざまなアートを一度に体
験できるイベントです。
▼とき　8月 21日㈰
　　　　正午～午後3時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広4丁目）
▼内容　いけばな体験、三味線

体験、吊りこま体験、土鈴（ど
れい）絵付け体験など
※詳細は中央公民館ホームペー
ジで確認を。
▼対象　市内の小・中学生＝
120人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月４日（木・
必着）までに、はがきかファク
ス、Eメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・学校名・学年・保護
者氏名・電話番号を記入）で申
し込みを。
※応募多数の場合は抽選／参加
可否は後日案内／中止の際は、
中央公民館ホームページや
Twitter でお知らせします。
■■問問中央公民館（〒036-1313、
賀田１丁目 18 の３、☎ 33-
6561、■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuu
oukou@city.hirosaki.lg.jp）

　バスと電車を利用して、弘南
鉄道弘南線沿線の文化的・歴史
的な名所や魅力ある施設と、弘
南鉄道車両基地で貴重な車両整
備技術を見学するツアーです。
▼とき　９月９日㈮、午前９
時～午後３時（雨天決行）
▼集合場所・時間　弘前駅城東
口バスプール（午前９時）また
は運動公園第一駐車場（午前９
時20分）
▼行程　観光いちご園アグリい
ーな（田舎館村）→名勝金平成
園（澤成園、黒石市）→中町こ
みせ通り（黒石市）→レストラ
ン御幸（黒石市）→田舎館駅（田
舎館村）→弘南鉄道平賀駅車両
基地（平川市）
▼対象　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に在住の人
＝20人（最小催行人数10人）
▼参加料　１人 2,500 円（昼
食、体験料金等全て含みます）

ふるさと探訪バスツアー

▼応募方法　８月 10日（水・
消印有効）までに、はがきまた
はEメール（郵便番号・住所・
氏名〈ふりがな〉・年齢・電話
番号・集合場所を記入）で申し
込みを。１通の応募で２人まで
申し込みできます（２人目の情
報も記入が必要）。
▼その他　応募者多数の場合は
抽選を行い（初めて参加する人
を優先）、当選者にのみ当日の
日程等を通知（発送日…８月
19日㈮）／参加者は参加日前
14日間の体調などを記載した
参加チェックシートの提出が必
要（チェックシートは当選通知
と一緒に送付します）。
　詳細は津軽広域連合ホームペ
ー ジ（http://tsugarukoiki.
jp/）をご覧ください。
■■問問フラワー観光「ふるさと探
訪バスツアー」係（〒 036-
8053、和泉 2丁目１の１、☎
26-2113、 ■■ＥＥ hirosaki@
flower-travel.com）

　県外から弘前圏域市町村（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）に移住した人や移住検
討者が交流できる催しです。
▼とき　8月 12日㈮
　　　　午後6時～ 8時
▼ところ　コラーニングスペー
スHLS弘前（土手町）
▼定員　20人程度（先着順）
▼参加料　1,000 円（ドリン
ク＆おやつ代）
※オンライン参加も可。
▼申し込み方法　８月
７日㈰までに、QRコ
ードから申し込みを。
■■問問まちなかキャンパス（辻さ
ん、☎ 090-1025-4769、■■ＥＥ
info@machi-cam.com）

お盆だヨ！全員集合！
ひろさき圏域移住者交流会

●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
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