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▼応募規定　材料＝メインの部
分が段ボールであるもの／大き
さ＝幅 40㎝×高さ 40㎝×奥
行 40㎝以内のもの／他のコン
テスト（学校内のものを除く）
に出品したことがないもの
▼応募方法　８月 23 日㈫～
９月４日㈰の午前９時～午後
４時に、申込用紙に必要事項を
記入の上、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟へ個人・学校ご
とに作品の持ち込みを。
※申込用紙および募集要項は弘
前地区環境整備センタープラザ
棟で配布しているほか、ホーム
ページからダウンロードできま
す／応募者全員へ参加賞を贈呈
します。
▼展示・一般投票期間　９月
10日㈯～10月 30日㈰
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受付時間は午前９時～午後４
時、月曜日〈祝日の場合は翌日〉
は休み）

【科学フェスティバル in プラ
ザ棟 2022】
▼とき　８月 20日㈯・21日
㈰の午前９時 30 分～午後３
時30分
▼内容　マジックステージ、実
験・工作ブース
※事前の申し込みは不要。

【藍擦り染め体験教室】
▼とき　８月 27 日㈯と９月
３日㈯の午前９時 30 分～午
後３時
▼講師　プラザ棟職員
▼対象　小学校５年生以上＝各
日10人（小学生は保護者同伴）
▼持ち物　ハンカチやバッグな
ど藍で模様を入れたい木綿製
品、昼食、飲み物
※作業がしやすく汚れてもよい
服装で参加を。
▼申し込み方法　８月 14 日
（日・必着）までに、往復はが

弘前地区環境整備センター
プラザ棟からのお知らせ

き（教室名・希望日程・住所・
氏名・年齢・電話番号〈日中に
連絡が取れるもの〉を記入）で
申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募できます。応募多数の場
合は抽選で決定し、８月 21日
㈰までに抽選結果をお知らせ
します。詳細はプラ
ザ棟ホームページ
（QR コード）で確
認を。
～共通事項～
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼参加料　無料

【第 17 回廃品おもしろ工夫展
㏌プラザ棟作品募集】
▼対象　弘前市、平川市、大鰐
町、藤崎町、板柳町、西目屋村
の小学生およ
び特別支援学
校の児童
※今回からす
べて個人の募
集です。

▼とき　８月 20日㈯・21日
㈰の午前10時～午後４時
▼内容と場所　お茶会ガーデン
喫茶…公開武家住宅「旧岩田家」
／子ども武家屋敷住宅キット工
作講座（小学生各日20人程度）
…公開武家住宅「旧伊東家」／
武道演武会（８月 21 日のみ、
午前・午後各回 30人程度〈先
着順〉）…公開武家住宅「旧笹
森家」／仲町地区町並み家並み
模型展示会…公開武家住宅「旧
梅田家」
※場所はいずれも若党町／事前
の申し込みは不要。
～共通事項～
▼参加料　無料（喫茶を除く）
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、☎兼■■ＦＦ
32-9272）

【高齢者住宅セミナー入居・移
住の実例紹介】
　当日は体験入居用の居室見学
も実施します。
▼とき　８月20日㈯
　　　　午後１時30分～３時
▼参加料　無料
▼申込期限　８月19日㈮

【糸かけ曼荼羅（まんだら）を
つくってみよう】
　レース糸で幾何学的な模様の
飾りを作ってみませんか。
▼とき　８月27日㈯
　　　　午後１時～２時30分
▼講師　成田希陽雄さん
▼参加料　300円
▼申込期限　８月20日㈯
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼定員　各10人（先着順）

弘前市仲町地区町並み保存
事業「町並みフェア」

交流・活躍の場創出事業

　自身のさまざまな経験やスキ
ルを今後のまちづくりに役立て
たいという人も、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）

　市に移住して農業を始めた若
手農家の話を聞くことができる
セミナーです。
▼とき　８月20日㈯
　　　　午後１時～３時
▼ところ　ふるさと回帰支援セ
ンター（東京交通会館４階、東
京都千代田区有楽町２丁目）セ
ミナールームB
※ Zoomを使用したオンライ
ンも同時開催。
▼対象　市への移住に興味があ
り、新規就農について詳しく知
りたい人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 17 日
㈬までに、専用フォ
ーム（QRコード）か
ら申し込みを。
■■問問ひろさき移住サポートセンタ
ー東京事務所（☎ 03-6256-
0801）

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　８月21日㈰
　　　　午前11時 30分から
▼対象　動物広場入場者
▼参加料　無料
※動物広場入場料が必要／事前
の申し込みは不要。

【キャンプ大会】
　工作体験やビンゴ大会など、
イベント盛り沢山！みんなで楽
しくキャンプをしよう！
▼とき　８月 27 日㈯の午前
11時～ 28日㈰の午前10時

移住セミナー「ひろさき移
住、農ある暮らし」

弥生いこいの広場の催し

※開会式は 27日午後５時から
で雨天決行／28日午前9時か
らじゃがいも収穫体験を実施。
▼定員　30組
※応募多数の場合は抽選で決定
し、結果を８月 17 日㈬まで
に応募者全員に通知します。
▼参加料　１組＝6,000円
※指定口座に事前振り込みが必
要（振込手数料は参加者負担）。
▼持ち物　キャンプ用品
※テントなどのレンタル用品
（有料）もあり。
▼申し込み方法　８月 15 日
㈪までに電話で申し込みを。
～共通事項～
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

●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　９月30日㈮
　　　　昼の部…午後２時開演／夜の部…午後６時開演
▼ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▼演目　昼の部…花競四季寿より万歳・鷺娘、近松門左衛門作・
冥途の飛脚 羽織落としの段・封印切の段／夜の部…団子売、 菅
原伝授手習鑑 寺入りの段・寺子屋の段
▼出演　太夫…豊竹呂太夫、竹本錣太夫／三味線…鶴澤清治（人
間国宝）／人形…桐竹勘十郎（人間国宝）ほか
▼観覧料　昼・夜通し券＝１万円（S席のみ）、昼の部・夜の
部＝S席各 6,000 円／A席各 4,000 円
※チケットは、弘前芸術鑑賞会予約サイト（QRコ
ード）のほか、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）で販売。
■■問問弘前芸術鑑賞会事務局（☎40-4082、■■ＥＥ hirosakigeikan@
gmail.com、■■ＨＨ https://hirokan.org）

ユネスコ無形文化遺産に登録されている「文楽」が、数十年ぶりに弘前で公演され
ます。文楽は、太夫と三味線弾きにより演奏される義太夫節（ぎだゆうぶし）と呼ば
れる音楽と人形とが、舞台上で一体となって上演される人形芝居で、日本を代表する
伝統芸能の一つです。

緑の相談所 ８月の
催し

【講習会】
●秋まき野菜の栽培
６日㈯
午後1時30分～3時30分
●夏の病害虫防除
20日㈯
午後１時30分～3時30分
▼定員　各20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

【展示会】
●観葉植物展
５日㈮～21日㈰

【訪問相談】
６日㈯・27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、ハス、ノウ
ゼンカズラ、ハギなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）
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