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▼とき　９月 11日㈰・12日
㈪、午前10時～正午
▼定員　各日８人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼講師　D‘さ（ディーサ）さ
ん（イラストレーター）
▼参加料　1,500 円（飲み物
付き）
▼持ち物　色鉛筆・アクリル絵
の具など

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　９月 11日㈰・25日
㈰、午前10時～午後３時（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～（コース
ターなど）

【電動ロクロ体験】
▼とき　９月 16日㈮～18日
㈰の午前10時～午後３時
※所要時間は約 45分／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）

【クリスタルアート展 vol.5 ～
光と虹の溢れる空間～】
　當麻恭子さん（Grace bloom
〈グレースブルーム〉）のクリス
タルアートを展示します。
▼とき　９月 23日㈮㈷～10
月２日㈰の午前９時～午後４
時
※最終日は午後３時まで／９月
27日㈫は休館日。
■■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）

【秋の名月会】
　中秋の名月を眺めながら、中
国茶を楽しんだり和楽器演奏を
聞いたりしてみませんか。

藤田記念庭園の催し

イベント

　「のりもの・おでかけ」をテー
マに、絵本の読み聞かせや紙芝
居、昔話、なぞなぞを行います。
▼とき　９月３日㈯・17日㈯、
午前 11 時～ 11 時 30 分／９
月 10日㈯・24日㈯、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。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　９月９日㈮～ 11 日㈰の３
日間は、閉園時間を午後８時ま

おたのしみおはなし会

瑞楽園で十五夜祭り

で延長し、夜のライトアップを
実施します。

【佐藤令枝さんによるフラワー
アレンジメントデモンストレー
ション】
▼とき　９月10日㈯
　　　　午後２時～４時
※事前の申し込みは不要。

【苔玉教室】
▼とき　９月10日㈯
　　　　午後２時～４時
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　200円

【和の昔っこによる昔話「つが
るの昔っこ」】
▼とき　９月10日㈯
　　　　午後６時から
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。

【講演会】
▼とき　９月11日㈰
　　　　午前11時～正午
▼テーマ　日之本国（ひのもと
のくに）の建国
▼講師　玉川宏さん（秋田孝季
集史研究会事務局長）
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
～共通事項～
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘
沢）
■■問問瑞楽園（☎兼■■ＦＦ 55-6806）

【絵本づくり教室】
▼とき　９月 10日㈯・24日
㈯、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。

【マイレターを作ろう】
　手描きのレターセッ
トを作ります。

鳴海要記念陶房館の催し

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

▼とき　9月 10 日㈯・11 日
㈰、午後５時～8時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼内容　中国茶会（両日 1席
1,000 円）、鶴田流琵琶の会に
よる邦楽演奏（10 日）、山口
流篠笛演奏（11日）
※茶会の受け付けは午後 7時
30分まで／演奏会は午後６時
から１時間程度。
▼入園料　無料（午後５時～８
時のみ）

【夜間開園】
　ライトアップした幻想的な空
間で、庭園を散歩しませんか。
▼とき　9月 24日㈯
　　　　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。

【各種ワークショップ体験】
　子どもから大人まで楽しめる
ハーバリウム作成体験、ウッド
クラフト作成体験、レザークラ

フト作成体験、お抹茶たて体験
をしてみませんか。
▼とき　令和 5 年 3 月 31 日
までの午前9時～午後４時
▼ところ　高台部
▼体験料　300円から
※当日参加も可能ですが、事前
の予約をおすすめします。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

　本格的な茶の湯を体験しませ
んか。気楽な服装で参加 OK
です。椅子席もあります。
▼とき　９月11日㈰
　　　　午前10時 30分から
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼対象　市民＝100人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　500 円（抹茶・煎
茶とお菓子代）
■■問問宮川交流センター（☎ 36-
2611、月曜日と祝日の翌日は
休み）

サークル合同お茶会

　イベント参加
でミッションク
リア、ポイント
「オニー」をゲッ
トして景品を当
てよう！
　いつもは地域を見守ってくれ
る「鳥居の鬼コ」が、今度はポ
イント「オニー」になって古津
軽ウィークをお手伝い。SNS投
稿やまちあるき、体験、食事な
どのイベントに参加すると「オ
ニー」がもらえ、集めて応募す
ると、抽選で200人に平川サガ
リや鬼コグッズが当たります！
▼応募期限　10月31日㈪
▼実施場所　弘前市を含む中南
管内７市町村と板柳町、鶴田町

緑の相談所 ９月の
催し

【講習会】
●きのこの話
17日㈯
午後1時30分～3時30分
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

【展示会】
●シダ展
１日㈭～４日㈰
●きのこ展
17日㈯・18日㈰

【訪問相談】
10日㈯・17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】
ショウメイギク、シ
ュウカイドウ、ハギ、
ホトトギスなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

９16 10 23▶

■■問問中南地域県民局地域連携部地域支援チーム
（☎32-2407）／観光課（☎35-1128）

　昔から脈々と続いている風
習や祭り、食文化など、今も
津軽に息づいている古き良き
暮らしぶりを追体験する旅の
コンセプトです。

古津軽 とは

景品例

ほんもの
そっくりじゃ！

撫牛子八幡宮の鬼コ撫牛子八幡宮の鬼コ

ウィーク限定
鬼コ缶バッジ
（２個セット）

鬼コピンバッジ
ペアセット

（月夜見神社・三社神社）

鬼コ
フィギュア

　各イベントの詳細
は、古津軽ウィーク
ホームページ（QR
コード）でチェック♪

日吉神社の鬼コ日吉神社の鬼コ

鬼コ、伝承料理、こぎん刺し、温泉…
「古津軽」を探す旅に出かけよう！ 　　 めて　　 たる！

古津軽グッズ
　　 めて　　 たる！　　 めて　　 たる！

古津軽グッズ古津軽グッズ

集　　 めて　　 たる！　　 めて　　 たる！

古津軽グッズ古津軽グッズ
当

金 日


