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　秋咲きの洋蘭、カトレアやデ
ンドロビウム、コチョウランな
ど約100株を展示します。
▼とき　９月 30日㈮～10月
２日㈰の午前 10 時～午後３
時（初日は午後1時～）
▼ところ　緑の相談所（下白銀
町、弘前公園内）
▼観覧料　無料
■■問問弘前城愛蘭会（対馬さん、☎
27-5442）

　市みどりの協会の樹木医や緑
の相談員が見頃の花や樹木を説
明しながら園内をガイドします。
▼とき　10月２日㈰
　　　　午前10時～ 11時

弘前　秋のらん展

弘前城植物園散策ガイド

▼集合場所　弘前城植物園（弘
前公園内）南案内所
▼参加料　無料（ただし入園料
が必要）
※事前の申し込みは不要。
■■問問市みどりの協会（☎33-8733）

　久渡寺山山麓の
秋の木や草の実を展示します。
▼とき　10 月２日㈰～ 16日
㈰、午前８時 30 分～午後４
時30分
▼ところ　こどもの森ビジター
センター（坂元字山元、久渡寺
境内）
■■問問こどもの森ビジターセンター
（☎ 88-3923）、市みどりの協
会（☎33-8733）

　卵の黄身を使ってテンペラ画
を制作するワークショップを行
います。卵の成分や構造に迫る
理科の実験もあり。できあがっ
た作品は、11月末～12月初旬
に、弘前れんが倉庫美術館内市
民ギャラリーに展示予定です。
【①写本挿絵ワークショップ】
　中世ヨーロッパの写本挿絵を
参考にしながら、羊皮紙にテン
ペラ画を描きます。
▼とき　10 月２日㈰、午前
10 時～午後４時 30 分（昼食
持参）
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部美術制作室
▼対象　小学校４年生～中学生
＝12人程度（先着順）
▼参加料　1,000 円
【②実験ワークショップ vol.03】
　午前は卵の実験、午後はテン
ペラ画制作を行います。
▼とき　10 月 10 日 ㈪㈷・
16日㈰の午前９時 30分～午

こどもの森
「木の実・草の実展」

poco a pocoアートのたまご

後４時30分（昼食持参）
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部理科共通実験室２・美
術制作室 
▼対象　小学校５年生～中学生
＝各回14人程度（先着順）
▼参加料　500円
【③絵本と絵画の鑑賞会＋ワー
クショップ vol.10】
　石こうボードにテンペラ画を
描きます。
▼とき　10 月 15 日㈯・11
月 13日㈰の午前９時 30分～
午後０時 30分または午後２時
～５時
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部美術制作室 
▼対象　幼稚園・保育園児～小
学生＝各回15人程度（先着順）
▼参加料　500円
～①・②・③共通事項～
▼申し込み方法　９月 17 日
㈯の正午以降に、申
し込みフォーム（QR
コード）から事前の
申し込みを。
【④赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第８回】
　「四季」がテーマのピ
アノ独奏によるコンサー
ト。小さい子ども連れで
も気軽に参加できます。
▼とき　９月 27 日㈫、午前
10時 30分～ 11時 15分（午
前 10時開場）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼出演　宮本香織さん（ピア
ノ）、朝山奈津子さん（司会） 
▼定員　50 人程度（先着順／
予約優先）
▼参加料　500 円（18歳未満
は無料／当日受付で支払いを）
▼申し込み方法　申し込みフォ
ーム（QRコード）
または電話、E メ
ールで申し込みを。
▼その他　客席はマット席

ど（一部有料）。詳細
はQRコードから。
▼その他　犬の健康状
態などによっては入場をお断り
する場合があります／登録証
（鑑札）や狂犬病予防など予防
接種証明証の提示をお願いする
場合があります。
■■問問 DOG FES IWAKI 実行委員
会（宮川さん、☎55-8540、■■ＥＥ
info@wonup-tsugaru.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。

　秋にまつわる作品を特集し
た、臨場感溢れる朗読劇ステー
ジです。
▼とき　10月 10日㈪㈷
　　　　午後２時～３時20分
▼ところ　太宰治まなびの家 
（旧藤田家住宅、御幸町）
※無料駐車場あり。
▼上演作品　 『禁酒の心』、『貨
幣』など全５作品
※ YouTube でのラ
イブ配信をQRコー
ドから視聴できます

太宰治ドラマリーディング 
津軽カタリスト 秋の定期公演

●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

（120cm 四方）と椅子席あり
／ベビーカーのまま入場可／演
奏中の入退場は自由／授乳室や
オムツ替えのできるお手洗いが
会場脇にあります。
■■問問アートワールドひろさき（①～
③＝出〈いで〉さん、☎ 39-
3383／④＝朝山さん、☎39-
3381 ／①～④共通＝■■ＥＥ art
world@hirosaki-u.ac.jp ）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　犬と暮らすためのマナ
ーやルールを学びなが
ら、思いきり遊べます。
▼とき　10 月９日㈰、午前９
時30分～午後３時30分
※雨天決行。荒天の場合は 10
月 16日㈰に延期。
▼ところ　岩木青少年スポーツ
センター（常盤野字湯段萢）第
１多目的広場
▼ 入 場 料　 高 校 生 以 上 ＝
1,000 円（完全予約制／事前
に入場チケットの購入が必要）
▼内容　ドッグラン、ワークシ
ョップ、ドッグスポーツ体験な

DOG FES IWAKI 2022

　弘前藩４代藩主の津軽信政は、鉱山開発や養蚕・染
織技術の導入などにあたり、多くの知識人・技術者を
招いて領内の産業や文化の発達を促しました。
　本展示では、信政によって召し抱えられた知識人た
ちが著した書籍、絵師による屏風（びょうぶ）や掛軸
などを取り上げ、彼らがもたらした知と技を紹介します。
▼とき　９月 23日（金・祝）～ 12月 18日㈰の午
前９時30分～午後４時30分
※第３月曜日（10月 17日、11月 21日）は休館。 ▲鵜川常雲筆　唐獅子図屏風　左隻（弘前市立博物館蔵）

高岡の森弘前藩歴史館
秋の企画展

弘前藩の知と技

▼観覧料　
一般＝300円
高校・大学生＝150円
小・中学生＝100円

■■問問   高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢、☎83-3110）

市立博物館との共通券もあります。
詳しくは歴史館または博物館へ。

緑の相談所 10月の
催し

【講習会】
●シャコバサボテンの管理
８日㈯
午後1時30分～3時30分
※定員20人／要予約。
【展示会】
●青森県おもと名品展
８日㈯～10日㈪㈷
午前9時～午後4時
※初日は正午から／最終日は
午後3時まで。
【訪問相談】
8日㈯
※庭木の無料出張診断です。
電話でお申し込みください。
【弘前城植物園で
今月見られる花】
シュウメイギク、ホトトギス、
キク、フジバカマなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

（通信料は自己負担）。
▼入場料　無料 
※事前の申し込みは不要。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　ハロウィンをテーマに、外国
人講師と歌やゲーム、クラフト
作りなどを体験しませんか。
▼とき　10 月 13 日㈭、午前
10時 30分～ 11時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼対象　１歳以上の未就学児と
その保護者＝ 20組（先着順／
子ども１人につき保護者１人ま
で申し込み可）
▼参加料　無料
　詳しくはヒロロ
スクエアホームページ（https://
www.hirorosquare.jp）へ。
■■問問９月 17 日㈯から、市民文
化交流館（ヒロロ３階、☎
35-0154、午前８時 30 分～
午後９時）へ。

親子で一緒に英語で
ハロウィン体験１・２・３！

※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
族応援パスポート持参の人は無料。年齢
や住所を確認できるものの提示を。

　秋咲きの洋蘭、カトレアやデ


