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【Autumn フェス 2022】
　ダンスパフォーマンスやジャ
ズライブ、テント・タープなど
のキャンプ用品展示などを行い
ます。
▼とき　9月 10 日㈯・11 日
㈰、午前 9 時 30 分～午後 4
時（10日のみ午後8時まで）
▼イベント内容
① Night Day Camp
　ジャズバンド
「Swing Hat Jazz 
Orchestra」によ
る演奏を行います。
▼とき　10日㈯
　　　　午後６時～8時
▼観覧料　1 人 2,000 円（ワ
ンドリンク・軽食付き）
※事前の申し込みが必要。
② LOCO STUDIO ダンスパ
フォーマンス
▼とき　10日㈯、午後２時～
▼観覧料　無料
③モデルテント・タープ展示
▼とき　両日とも午前 9時 30
分～午後 4時
▼参加料　無料
④アウトドア
クッキング体験
　地元食材を使
って野外料理を
作ります。
▼とき　両日とも午前 10時～
午後 2時
▼対象　4～ 5人のグループ、
親子＝10組程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1組 6,000 円
⑤ Let’s 紙ヒコーキ
　みんなで紙
飛行機を作っ
て飛ばしてみ
よう！
▼とき　両日とも午後1時～
▼参加料　無料

弥生いこいの広場の催し
⑥スラックライン体験
▼とき　両日とも午前 9時 30
分～午後 4時
▼参加料　無料
⑦露店コーナー（軽食、飲み物、
ゲームなど）
▼とき　両日とも午前 9時 30
分～午後 4時
▼ところ　第一駐車場

【北里大学との共同企画！オリ
ジナルの動物図鑑を作ろう！】
　スタンプを押し
たり動物の特徴を
書いたりして、自
分だけの動物図鑑
を作ります。
▼とき　9月 17日㈯～ 25日
㈰
▼参加料　無料
※動物広場入園料が必要になる
場合があります／一部内容が変
更になる場合があります。
■■問問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎96-2117）

　函館に生まれ育ち、若くして
亡くなった作家・佐藤泰志の小
説を原作とする映画２本を上映
します。
▼とき　9月 10日㈯の①午前
10時 30 分から、②午後 1時
30 分から、③午後 3時 40 分
から
▼ところ　スペースアストロ
（土手町、中三弘前店８階）
▼上映作品　①『オーバー・フ
ェンス』、②『草の響き』、③シ
ネマトーク（ゲスト＝菅原和博
さん）
▼観覧料　一般＝ 1,200 円、
学生＝ 500 円、①・②セット
券＝2,000円
※各作品 50枚限定販売／③シ
ネマトークは①か②のチケット
で入場可能／当日券は席に余裕

harappa 映画館
「函館発　佐藤泰志映画祭２」

があった場合のみ販売。
▼申し込み方法　電話、ファク
スまたは Eメールで申し込み
を。氏名・連絡先・作品名・希
望枚数をお伝えください。
■■問問 harappa 事 務 局（☎ 31-
0195〈平日の午前 9時～午後
5時〉、■■ＦＦ 31-0196、■■ＥＥ post
@harappa-h.org）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

【介護施設見学ツアー】
　対象者や特徴が異なる複数の
介護施設を実際に見学し、それ
ぞれの違いについて学びます。
※感染対策とプライバシー保護
の観点から、入居者やスタッフ
がいない空室・ユニットを見学
／バス移動あり。
▼とき　９月10日㈯
　　　　午後1時～3時30分
▼定員　12人（先着順）
▼申込期限　9月 9日㈮

【あの日！あのとき！１min シ
アター】
　人生の「忘れられない瞬間」
はありませんか。思い出話でワ
イワイ遊びながら、1シーンだ
けをポーズで表現する簡単な劇
を作りましょう！演劇経験は不
要です。
▼とき　9月 17日㈯、午後 1
時 30分～ 3時
▼講師　太田歩さん（ドラマナ
ビコーディネーター）
▼定員　10人（先着順）
※動きやすい服装で参加を（ス
カートは不可）。
▼申込期限　9月 16日㈮
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼参加料　無料
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

交流・活躍の場創出事業

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111

　県では、アートで青森県の滞
在型観光を推進する、原高史
「AOMOR I  MA P P I N K 
MEMORY 記憶の未来」を実
施します。
　弘南鉄道の
車両をピンク
色にしたアー
ト列車運行の
ほか、弘前れんが倉庫美術館や
弘南線の主要駅舎などもピンク
色に染まります。また、駅舎な
どで地域の皆さんへのインタビ
ュー映像の上映も行います。ア
ートを通して歴史や文化、街の
魅力を再発見してみませんか。
▼とき　9月 14日㈬～ 11月
13日㈰
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）、弘南鉄道弘南線
の車両と主要駅など
■■問問青森県観光企画課まるごとあ
おもり情報発信グループ（☎
017-734-9389）

　小さい子ども連れの人も気軽
にお越しください。体験中は、
スタッフがお子さんと楽しく遊
びます。

【美尻エクササイズ】
　美尻専門トレーナーによるレ
ッスンです。
▼とき　9月 15日㈭
　　　　午前10時～正午
▼講師　比内さん（Bodymake
studioY’s）
▼定員　8人
▼参加料　500円
▼持ち物　汗拭きタオル
※動きやすい服装で参加を。

【親子さつまいもほり体験】

青森をアートでたどる
プロジェクト

多世代交流イベント
しののベース

▼とき　9月 18日㈰
　　　　午前10時～正午
▼対象　親子＝8組
▼参加料　500円
▼持ち物　シャベル、軍手、長
靴
～共通事項～
▼ところ　しののベース事務局
（八幡町）
▼申し込み方法　公式 LINE
（QR コード）またはインスタ
グラム（QRコード）で申し込
みを。

■■問問しののベース（角田さん、☎
090-4830-1584、■■ＥＥ sinono
base@gmail.com）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　津軽焼の特
徴である「な
まこ釉（ゆう）」
を生かした作
品や、縄文土
器をイメージした文様の作品、
家庭で使える食器や花入などを
展示販売します。
▼とき　9月 16日㈮～ 25日
㈰の午前10時～午後 4時
▼ところ　藤田記念庭園匠館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　弥生の生き物や植物を観察し
てみませんか。

弘前工芸舎企画展「津軽千代
造窯　小山陽久　窯元展」

自然観察会
in 弥生スキー場跡地
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ
〈駅前町〉３階）☎ 35-
0155
相馬ライブラリー（相馬
やすらぎ館〈五所字野沢〉
内）☎84-2316

弘こ

図書館休館日９月

※変更となる場合があります。
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▼とき　９月17日㈯
　　　　午前10時～正午
▼集合　弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）第１駐車場下
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み
物、雨具（雨天
時）、汚れてもい
い服装（長袖、
長ズボン）、長靴、
帽子、タオル、手袋
■■問問電話かファクスまたはＥメー
ル（住所・氏名・年齢〈学年〉・
電話番号を記入）で公園緑地課
（☎ 33-8739、■■ＦＦ 33-8799、 
■■ＥＥ kouen@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
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▲ LINE ▲インスタグラム


