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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。
　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。

イベント

　弘前れんが倉庫美術館にな
る前の吉井酒造煉瓦（れん
が）倉庫で開催された展覧
会「YOSHITOMO NARA + 
graf A to Z」。その準備の様
子から展覧会開催に至るまでの
500日間を収めた、93分間の
ドキュメンタリーです。
▼とき　① 10月 21日㈮、午
後７時から／②10月22日㈯、
午前 10 時から／③ 10 月 22
日㈯、午後３時から／④ 10
月 22日㈯、午後７時から
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）スタジオB
▼定員　各回20人
※ QR コードまたは
電話で申し込みを。

上映会『NARA：奈良美智
との旅の記録』

▼鑑賞料　一般＝ 1,000 円／ 
H-MOCAメンバーズ・大学生
＝800円／高校生以下＝無料
※席に余裕がある場合は当日券
を販売します。
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎
32-8950）

幻想的な日本庭園を散策して
みませんか。
▼とき　10月22日㈯・28日
㈮・29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
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525)

【第 10 回文学忌「高木恭造」】
　高木恭造に関する特別展示を
行います。
▼とき　10 月 23 日㈰～ 30
日㈰
※忌日の23日は観覧無料。午
前10時から、２階ラウンジで
弘前文学会による朗読会を開催。

【北の文脈文学講座】
▼とき　11月 19日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　『一戸謙三を読む』
▼講師　船越素子さん（詩人）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
～共通事項～
▼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・中学生や外国人留学
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・

藤田記念庭園の夜間開園

郷土文学館の催し

住所を確認できるものの提示を。
■■問問 10月 19日㈬の午前９時以
降に、郷土文学館（下白銀町、
☎37-5505）へ。
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

　日本のモダニズム建築の旗手
前川國男。彼が手掛けた、市内
に残る８建築作品の写真パネル
等を展示します。
▼とき　① 10 月 26 日㈬～
31日㈪の午前９時～午後９時
／②11月２日㈬～７日㈪
▼ところ　①まちなか情報セン
ター（土手町）２階交流室／②
ＪＲ弘前駅（表町）自由通路１
階中央口側エスカレーター付近
■■問問都市計画課（☎34-3219）

　子育て世代からシニア世代、
学生等の多世代が交流・活躍で
きる催しです。
▼とき　10月 27日㈭
　　　　午前10時～正午
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼内容　無料おさがり交換、子
どもの遊び場スペース、各種ワ
ークショップ
▼入場料　無料
※ただし、ワークシ
ョップ参加には各
500円かかります。
　予約を優先しま
す。詳細はQRコー
ドから確認を。
■■問問しののベース（角田さん、☎
090-4830-1584）

▼とき　10月 29 日㈯、午前
10時～11時30分（小雨決行）

前川建築パネル展

しののフェス in 宮川

「世界一の桜並木」植樹会

▼集合場所　やすらぎの駐車帯
（百沢字裾野、岩木山総合公園
から嶽方面へ約１㎞ 、ログハウ
ス風トイレが目印）
▼植樹場所　やすらぎの駐車帯
から地蔵茶屋付近
▼内容　オオヤマザクラの植樹
※苗木の根元に土を入れる作業
／使用するスコップは主催者で
準備します／植樹者名などを記
載したプレートを後日設置。
▼植樹本数　10本程度（個人
またはグループでの申し込み）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10 月 24 日
（月・必着）までに、はがきか
ファクスまたは Eメール（代
表者の住所・氏名・年齢・電話
番号を記入）で申し込みを。申
し込み多数の場合は抽選の上、
10月 25日㈫に当選者にのみ
通知します。
■■問問 1625 岩木の魅力推進協議
会事務局（〒 036-1393、賀
田１丁目１の１、岩木総合支
所総務課内、☎ 82-1621、■■ＦＦ
82-3118、■■ＥＥ soumu-i@city.
hirosaki.lg.jp）

　園内は 22日から 30日まで
ハロウィーン一色！お化けカボ
チャの飾り付け等で皆さんを迎
えます。
①数量限定！カボチャのランタ
ン作り
▼とき　10月 29日㈯
　　　　午後1時～ 2時
▼定員　20組（先着順）
▼参加料　500円
②特大カボチャの重さ当てクイ
ズ
▼ と き　10 月 29 日 ㈯・30
日㈰、午後2時から
▼参加料　無料
～①・②共通事項～

弥生いこいの
Halloween-week

▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）ハイランド
ハウス前
※イベント内容は変更する可能
性があります。
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

　昔ながらの伝統作品や現代流
にアレンジしたものなど、津軽
らしい作品を展示・販売します。
▼とき　10 月 29 日㈯～ 11
月 13日㈰の午前10時～午後
５時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）２階工芸品展示スペース
▼出展内容　こぎん、あけびづ
る、ガラス、木工、りんご染め
■■問問市立観光館（☎37-5501）

　消防活動の体験などを通し
て、地域の中でできる防災活動
について考えてみませんか。
▼とき　10月 30日㈰
　　　　午前10時～午後4時
▼ところ　えきどてプロムナー
ド、弘前駅前公園ほか
▼内容　消防団活動体験、消防
団協力事業所資機材の展示、救
命救急体験、消防団ＰＲ（消防
ポンプ車、こども消防車、まと
いなどの展示）
■■問問 防災課消防団係（☎ 40-
7117）

　市内の中学・高校生の実行委
員が子どもの目線で企画した、
子どものためのお祭りです。
▼とき　11月３日㈭㈷
　　　　午前11時～午後３時
▼ところ　中央公民館岩木館

津軽ひろさき彩
いろ

いろ展
～工芸の伝統と新しい風～

消防団ふれあいフェア

第 59 回弘前市子どもの祭典

（賀田１丁目）
▼テーマ　「共創」
▼内容　体験コーナー（しおり
作り、アートバルーンなど）、
舞台発表（ダンス、劇、津軽弁
など）、子どもの作品展示会と
作品の表彰式、大抽選会（子ど
もは全員参加可）
▼入場料・体験料　無料
■■問問弘前市子どもの祭典実行委
員会事務局（中央公民館内、☎
33-6561、 ■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

【りんごの身体測定をしてみよ
う！】
　木の太さや土の温度、りんご
の大きさなどを測ってりんごの
身体測定をするほか、晩生種の
りんごの収穫体験も行います。
▼とき　11月５日㈯
　　　　午前10時～正午
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家
▼定員　12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　500円
■■問問りんご公園（☎36-7439）

あっぷるクラブ PART ５

▲ LINE

▲インスタ
　グラム

緑の相談所の催し

【展示会】
●盆友会秋季展
10月28日㈮～11月３日㈭
㈷、午前９時～午後４時
●錦石展示会
11月４日㈮～７日㈪
午前9時～午後4時

【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）

Halloween-week

について考えてみませんか。
▼
　　　　午前10時～午後4時
▼
ド、弘前駅前公園ほか


