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■■時時…とき　■■所所…ところ　■■￥￥…参加料　■■申申…申込期限　■■ＥＥ…Eメール　■■問問…問い合わせ・申込先

ススポポレレクク祭祭
　スポーツの秋です！さまざまなスポーツやレクリエーションに親しめる「弘前スポ
レク祭」を開催します。この機会にスポーツを体験し、心地よい汗をかきませんか？
■問い合わせ先　スポーツ振興課（☎40-7115）

弘弘
前前 1010月月９９日日  　  　 ・・1010日日日 月・祝

親子キャッチボール＆
ティーボール体験教室
■■時時 10 月９日㈰、午前 10時～正午　
■■所所多目的広場（雨天時は克雪トレーニ
ングセンター）　■■￥￥無料　■■申申当日参加
可　■■問問弘前市野球協会（粟嶋さん、☎
090-4555-9758）

陸上プログラム
■■時時 10 月９日㈰、午前 10時
～正午　■■所所陸上競技場　■■￥￥無
料　■■申申当日参加可　■■問問スペシ
ャルオリンピックス日本・青
森弘前ブランチ（奈良岡さん、
☎ 090-4310-1826）

市民ウォーキングの集い
■■時時 10 月９日㈰、午前８時～
正午　■■所所 青森
県武道館前広
場　■■￥￥ 無料　
■■申申当日参加可
■■問問弘前歩こう
会（今井さん、
☎32-9272）

スポーツ体験イベント
■■時時 10 月 10 日㈪㈷、午前９時
30 分～午後５時　■■￥￥無料　■■申申
10 月８日㈯ ■■問問スポネット弘前
（佐藤さん、☎ 32-6523）

パラスポーツ体験会
■■時時 10 月９日㈰、午前 10時～午
後３時　■■￥￥無料　■■申申当日参加可　
■■問問 ス ポ ー ツ 振 興 課（ ☎ 40-
0583）

ゲートボール大会
■■時時 10 月 10 日㈪㈷、午前
８時 30分～午後２時 30分
■■所所多目的運動広場　■■￥￥ 200
円　■■申申 10月３日㈪ ■■問問弘前
市ゲートボール協会（五十嵐
さん、☎ 090-8928-2328）

ラージボール卓球大会
■■時時 10 月９日㈰、午前８時 30分～午
後２時30分　■■￥￥ 1,300
円　■■申申９月 22 日㈭　
■■問問弘前ラージボール卓
球協会（菊地さん、☎
070-1159-5151）

バウンドテニス教室
■■時時 10 月 10 日㈪㈷、午前
９時～午後３時　■■￥￥無料
■■申申当日参加可　■■問問弘前バウン
ドテニスクラブ（工藤さん、
☎ 35-4062）

シニアサッカー交流大会
■■時時 10 月９日㈰、午前８時～午後
４時　■■所所多目的グラウンド　■■￥￥無
料　■■申申９月25日㈰ ■■問問弘前サッ
カー協会シニア委員会（上田さん、
☎ 090-1932-1909）

①キッズサッカー交流戦
②女子サッカーフェスティバル
■■時時① 10月９日㈰、午前９時～午後３
時 30分／② 10日㈪㈷、午前 10時
～正午　■■所所球技場　■■￥￥① 3,000 円／
②無料　■■申申 10月６日㈭ ■■問問弘前サッ
カー教会（川村さん、☎ 090-8423-
5134、 ■■ＥＥ aofa.kawamura1973@
gmail.com）

ペタンク教室
■■時時 10 月９日㈰、午前９時～正午
■■￥￥無料　■■申申当日参加可　■■問問弘前市
ペタンク協会（葛西さん、☎ 88-
3480）

運動公園（豊田２丁目）

弘前B&G海洋センター（八幡町１丁目）

河西体育センター（石渡１丁目）

岩木山総合公園（百沢字裾野）

すぱーく弘前（石渡１丁目）

グラウンドゴルフ大会
■■時時 10 月９日㈰、午前９時
～午後２時　■■所所多目的運動
広場　■■￥￥ 1,000 円　■■申申 ９
月 27日㈫ ■■問問弘前市グラ
ウンドゴルフ協会（奥出さ
ん、☎090-1939-5844）

市民体育館（五十石町）

南富田町体育センター
（南富田町）

070-1159-5151）070-1159-5151）
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感染症対策を講じた上で実施しますが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況な感染症対策を講じた上で実施しますが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況な
どにより中止する場合があります。また、参加中のけがは自己責任となりますのどにより中止する場合があります。また、参加中のけがは自己責任となりますの
で、あらかじめスポーツ傷害保険への加入をお勧めします。で、あらかじめスポーツ傷害保険への加入をお勧めします。
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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
ウイルスの感染予防と拡大防止
の観点から、中止や内容が変更
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。また、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。
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●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
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イベント

【第６回文学忌「一戸謙三」】
▼とき　９月 15日㈭～10月
１日㈯
※忌日の 10 月１日㈯は観覧
料無料。
▼ところ　１階ロビー
【第７回文学忌「石坂洋次郎」】
▼とき　10月２日㈰～８日㈯
※忌日の 10 月７日㈮は観覧
料無料。
【スポット企画展「弘前の詩人た
ち～1960年代から現代（３）」】
　福澤公伯、船越素子、藤田晴

郷土文学館の催し

央の詩業を紹介します。
▼とき　９月 21日㈬～11月
29日㈫
～共通事項～
▼開館時間　午前９時～午後５
時（最終入館は午後４時30分）
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生と外国人留学
生、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢・
住所を確認できるものの提示を。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

　青森県内 10
市の祭りが三沢
市に大集合！
　当市からは約
８メートルの大
型扇ねぷたが出陣します。
▼とき　９月 24日㈯、午前
10時～午後 5時 50 分（パレ
ードは午後４時～）／9月25
日㈰、午前9時～午後3時 30
分（パレードは午後1時～）
▼ところ　三沢市役所前ほか
　詳細は特設サイト
（QRコード）でご確
認ください。
■■問問三沢市産業観光課（☎0176-
53-5111）

あおもり10市大祭典 in三沢

　手仕事に
より作られ
た漆、陶、布、
ガラスなど
の工芸品を展示・販売します。
各作家の作風の違いをお楽しみ
ください。
▼とき　10 月1日㈯～10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）

　県外出身者の交流と居場所づ
くりのため、気軽に参加できる
交流会を開催します。県外出身
だからこその「あるある」を参
加者同士で共有しませんか。
▼とき　10月１日㈯
　　　　午後１時～５時
▼ところ　ヒロサキオランド（百
石町）１階ギャラリースペース
▼対象　県外出身で、現在青森
県民として生活している人
▼参加料　無料
　詳しくは QR コ
ードから確認を。
■■問問いるへぼん雑貨店（マスダさ
ん、■■ＥＥ ilfaitbeau.vaguefruit@
gmail.com）

弘前工芸舎企画展
「てとてとてと展」

ヨソモノカフェin ORANDO

弥生いこいの広場

お詫びと訂正
　広報ひろさき８月15日号の16
ページ「津軽広域連合だより」内、
弘前市立博物館「企画展２弘前ね
ぷた300年」の期間が９月26日
までとあるのは、９月25日までの
誤りでした。お詫びして訂正します。
■■問問博物館（☎35-0700）

▼とき　10月10日（月・祝）、午後1時30分～
▼ところ　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）動物広場
▼観覧料　動物広場入場料が必要
■■問問弥生いこいの広場（☎96-2117）

10月10日（月・祝）、午後1時30分～

The 角切り
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　ホンシュウジカの角切りを行います。
　逃げ回るシカに翻弄される
スタッフとの掛け合いも
見応えがあります！


