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■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎82-2902、火曜日は休み）

　ボランティアプログラム「れ
んが倉庫部」の部員が、美術館
の建物の歴史や見どころを解説
するツアーです。
▼とき　10月８日㈯・９日㈰・
10 日㈪㈷の午後２時～２時
30分
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　「れんが倉庫部」部
員を随時募集してい
ます。詳細は美術館
ホームページ（QR
コード）で確認を。
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎
32-8950）

弘前れんが倉庫美術館 
建築ガイドツアー

【ツガルチザン～四人の職人展】
▼とき　10月８日㈯～ 10日
㈪㈷の午前９時～午後４時
▼内容　こぎん刺し模様ラン
プ、アクセサリー、小物などの
展示・販売
▼出展　NATSUKO MIYAKO
SHIさん、さきおりCHICKA
さん、天野琴音さん、ripples（リ
ップルズ）
【絵本づくり教室】
▼とき　10月８日㈯
　　　　午後１時～３時
▼講師　ささやすゆき
さん（絵本作家）
▼体験料　1,800 円
（飲み物付き）
※事前の予約が必要。
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　10月９日㈰・23日㈰
の午前10 時～午後３時（体験
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～
（コースター他）
【電動ロクロ体験】
▼とき　10 月 21 日㈮・22
日㈯の午前10時～午後３時
※所要時間は 45分程度／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）
【しぜんのいろたち～今年も一
生懸命～】
　Snow hand made（スノー
ハンドメイド）と丸山染屋によ
る正藍染めと草木染めのアクセ
サリーや小物・衣服等の展示・
販売を行います。
▼とき　10 月 29 日㈯～ 31
日㈪の午前９時～午後４時

鳴海要記念陶房館の催し

【文学忌】
　各作家に関する特別展示を行
います。忌日は両日とも、午前
10時から１階ロビーで弘前文
学会による朗読会を開催します。
◎第８回「福士幸次郎」
▼とき　10月９日㈰～15日㈯
※忌日の11日㈫は観覧無料。
◎第９回「長部日出雄」
▼とき　10 月 16 日㈰～ 22
日㈯
※忌日の18日㈫は観覧無料。
【無料映画上映会】
　詩人の北原白秋と音楽家の山
田耕作の伝記ドラマ『この道』
を上映します。
▼とき　11月３日㈭㈷、午前
10時から（上映時間＝105分）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼定員　25人（先着順）

郷土文学館の催し
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　10月３日㈪
の午前９時から、電話または直
接窓口で申し込みを。
【ラウンジのひととき】
▼とき　11月５日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼内容　声優劇団「津軽カタリ
スト」による紙芝居、童話絵本
のドラマリーディング
▼定員　15 人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　10月５日㈬
の午前９時から電話か直接窓口
で申し込みを。
▼参加料　無料（ただし文学館
観覧料が必要）
▼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・中学生および外国人
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。

津軽に根付
いた伝統の技
と新しいデザ
インの品々を
お楽しみくだ
さい。会期前半は、宮腰清次郎
さんの漆作品をメインテーブル
で展示・販売します。　
▼とき 10月14日㈮～11月
６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）

弘前工芸舎・秋限定企画展
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【ボランティア活動「みどりフ
レンズ」大募集！】
　ハナショウブのラベル作成な
どを体験してみませんか。
▼とき　10月 15日㈯、午前
９時 30 分～ 11 時 30 分（休
憩含む）
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、手袋、タオ
ル等
※動きやすく汚れてもいい服装
で参加を／悪天候時は中止。
【お抹茶点て体験】
　庭を眺めながら気軽にお抹茶
点て体験をしませんか。流派の
違い等、簡単なガイド付きです。
▼受付時間　毎日午前 10時～
午後４時（体験時間15分程度）
▼ところ　藤田記念庭園（上白
銀町）高台部
▼体験料　1,000円（和菓子付
き）
※当日の体験も可能ですが事前
予約を推奨します。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【りんごの花びらでアクセサリ
ー作りに挑戦！】
▼とき　10月 15 日㈯、午前
10 時～午後３時（所要時間
15分程度）
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家
▼内容　りんご
の花びらを使っ
てキーホルダー
等のアクセサリ
ーの製作を行います。
▼参加料　キーホルダー＝
800円～
※事前予約は不要。
■■問問りんご公園（☎36-7439）

藤田記念庭園の催し

あっぷるクラブPART４

【アイディアを形にして、まち
づくりにチャレンジ！】
　地域の課題解決に取り組む団
体と交流できるフォーラムで
す。市民参加型まちづくり１％
システム制度補助金の説明会も
開催します。
▼とき　10月 15 日㈯、①午
前 10時 30 分～、②午後１時
30分～
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　①…補助金説明会、②
…１％システム事業成果発表
会、交流会
※１％システム事業を紹介する
パネル展も 10月 30日㈰まで
開催します。
▼対象　地域の課題解決に関心
がある人や、１％システム制度
補助金の申請を検討している人
＝①・②各40人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10 月 12 日
㈬までに市民協働課へ参加区
分（①か②または両方）をお知
らせください。
■■問問市民協働課（☎ 40-7108、
■■ＥＥ shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp）

【月例登山「紅葉とキノ
コ  ライオン岩登山」】
▼とき　10月 16 ㈰、午前９
時30分～午後２時30分
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

協働まちづくりフォーラム

こどもの森の催し

市立博物館企画展３

青森県の版画家たち

　弘前市出身で世界的版画家の天野邦弘の画業にまつわる作品と
ともに、青森県を代表する版画家たちの当館所蔵作品も織り交ぜ
ながら、「青森県の版画」の多種多様な魅力を紹介します。
▼とき　前期…10月８日㈯～11月 13日㈰／後期…11月 19
日㈯～12月 18日㈰、午前９時30分～午後４時30分
※ただし10月17日㈪、11月14日㈪～18日㈮・21日㈪は休み。
【企画展３ 特別講座】
▼とき　①11月26日㈯／②12月３日㈯
※時間はいずれも午後２時から。
▼講師とテーマ　①太田原慶子さん（青森県立郷土館学芸主幹）
…「青森県の版画家たち」／②和田浩一さん（宮城県美術館研究員）
…「版画家 天野邦弘について」
▼定員　各50人（先着順）
▼参加料　無料（ただし観覧料が必要）
▼申し込み方法　10月10日㈪㈷以降に市立博物館へ申し込みを。

■問市立博物館（下白銀
町、☎35-0700）

▼観覧料 一般＝300円（220円）、高校・大学生＝150円（110
円）、小・中学生＝100円（50円）
※（ ）内は 20人以上の団体料金／障がい者、65歳以上の市民、市内の小・
中学生および外国人留学生、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。


