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イベント

【図書館４館スタンプラリー】
　弘前図書館（下白銀町）・岩
木図書館（賀田１丁目）・こど
も絵本の森（ヒロロ内、駅前町）・
相馬ライブラリー（五所字野沢）
の４館でスタンプシールを集め
よう。１つでも集めると、しお
りをプレゼントします。さらに、
４館制覇で特製ブックカバーを
プレゼント！
▼実施期間　８月１日㈪～31
日㈬
※ただし各館の休館日を除く
（本誌23ページ参照）。
▼参加料　無料
▼参加方法　各館で配布の台紙
にスタンプシールを貼り、いず
れかの窓口へ持参を。

弘前図書館の催し

【おたのしみおはなし会】
　「おばけ・妖怪・怪獣」がテ
ーマの絵本の読み聞かせや、紙
芝居、昔話、なぞなぞ等を行い
ます。
▼とき　８月６日㈯・20日㈯
の午前 11 時～ 11 時 30 分／
13 日㈯・27日㈯の午後２時
～２時30分
▼ところ　弘前図書館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＝各回10人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

【夜間開園】
▼とき　８月１日㈪～４日㈭・
11日㈭㈷～ 14日㈰・27日
㈯の午後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

【「 親 子 de 楽 し む 夏 休 み 」
part3】
　松ぼっくりなどを使って、オ
リジナル炭オブジェを作ろう！
▼とき　８月 20 日㈯、午前
10時～ 11時 30分
▼対象　小学生と保護者＝ 10
人（保護者は含まず）
▼参 加 料　500 円
（材料費として）
▼持ち物　飲み物
※動きやすい服装で参加を。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

▼とき　８月２日㈫～ 18 日
㈭の平日、午前８時 30 分～
午後５時

藤田記念庭園のイベント

写真パネルで見る
「原爆と人間展」

▼ところ　市役所（上白銀町）
本館２階
▼観覧料　無料
▼その他　22日以降は写真パ
ネルの貸し出しもできます。
■■問問法務文書課（☎40-0205）

▼とき　８月６日㈯、９月３
日㈯、10月１日㈯の午前７時
～11時
▼ところ　つがる弘前農業協同
組合本店（城東北４丁目）国道
７号線沿いバイパス側駐車場
▼内容　農産物や加工品などの
販売
出店者を募集中です。詳細は
問い合わせを。
■■問問つがる弘前農業協同組合販売
部直販課店舗係（☎82-4205、
平日の午前９時～午後５時）

　「健康都市弘前」実現のため、
ミニ講演や市民の健康づくり・
まちづくりに生かすためのワー
クショップを行います。
▼とき　８月９日㈫
午前10時～正午（開場は午前
９時30分）
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）
※当日は休館日のため美術作品
の鑑賞はできません。
▼定員　50人（先着順）
▼申し込み方法　８月５日㈮
の午後５時までに、電話かファ
クス（住所または所属団体名・
氏名・連絡先を記入）で申し込
みを。
▼その他　参加者には、終了後
に市役所レストラン「Pomme
（ポム）」の弁当を提供します。
■■問問国保年金課国保健康事業係
（☎35-1116、■■ＦＦ 39-6199）

つがる弘前軽トラ市

健康未来都市ひろさき
ワークショップ 2022

▼とき　８月10日㈬
　　　　午後１時30分～４時
▼ところ　まちなか情報センタ
ー（土手町）２階交流室
▼講師　パノーマルけん
玉倶楽部
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問まちなか情報センター（☎
31-5160）

【おじさんの模型展】
▼とき　８月 11日㈭㈷～29
日㈪の午前９時～午後４時
※最終日は午後３時まで／ 16
日㈫・23日㈫は休み。
▼内容　下澤ツトムさんによる
飛行機・自動車・バイク・船の
模型50点の展示
▼観覧料　無料

【絵本づくり教室】
▼とき　８月 13日㈯・27日

け ん 玉 で 遊 ぼ う！ DAMA 
PARK 夏休みスペシャル

鳴海要記念陶房館の催し

㈯の午後１時～３時
▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼参加料　1,800 円（飲み物
付き）
※事前の申し込みが必要。

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　８月 14日㈰・28日
㈰の午前10時～午後３時（体
験受け付けは午後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円か
ら（コースターほか）

【電動ロクロ体験】
▼とき　８月 19日㈮・20日
㈯の午前10時～午後３時
※所要時間は 45分程度／予約
優先／当日受け付けも可。
▼内容　器づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
■■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、火曜は休み）

　県無形民俗文化財に指定され
ている「一野渡獅子舞」の保存
団体が盆の行事を行います。

【獅子おこし】
▼とき　８月14日㈰
　　　　午後４時から
▼ルート　千年消防団第１分団
消防屯所（一野渡字岡本）から
宮参り舞で八幡宮（一野渡字西
平山）方面へ向かいます。

【墓参りの舞】
▼とき　８月20日㈯
　　　　午後５時30分から
▼ルート　一野渡集落農事集会
所（一野渡字岡本）から地区内
の墓地をまわります。
～共通事項～
▼その他　観覧するための事前
申し込みは不要／雨天中止。
　一野渡獅子会では、舞方や囃
子方など一緒に活動する会員を
募集しています。興味のある人
はお気軽にご連絡ください。
■■問問一野渡獅子会事務局（齊藤さ
ん、☎080-5566-1739）

一野渡獅子会　盆の行事

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

▼とき　８月 13日㈯・27日 午後４時、火曜は休み） ん、☎080-5566-1739）

　注目の若手奏者に
よる演奏で、おなじ
みの名曲をお届けし
ます。今回は特別に
観覧の皆さんから質
問を受け付ける「ミ
ニ・クリニック・コ
ーナー」もあります。

▼とき　９月 29日㈭、午後６時 30分～８時 30
分（開場は午後５時30分）
▼ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▼出演　アンサンブル・ミクスト木管五重奏団
▼曲目　テレビアニメ「鬼滅の刃」オープニングテ
ーマ「紅蓮華」（草野華余子作曲）、「きらきら星変
奏曲 K.265」（モーツァルト作曲）ほか（予定）

▼観覧料　無料
※事前の申し込みが必要／未就学児の観覧
不可。
▼申し込み方法　８月 31日（水・必着）
までに、往復はがき（郵便番号・住所・氏
名・電話番号・観覧希望人数〈２人まで〉）
を記入の上、NHK青森放送局「吹奏楽の
ひびき」係（〒 030-0813、青森市松原
２丁目１の１）へ郵送を。
※応募方法や注意事項など詳し
くはウェブサイト（QRコード）
で確認を。
■■問問 NHK 青 森 放 送 局（ ☎ 017-774-
5111、平日の午前10時～午後５時30分）
／文化振興課（☎40-7015）

NHK「吹奏楽のひびき」公開収録　観覧者募集


