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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

【2023津軽クラフト　ものづ
くり作家展】
　津軽地方を中心に活躍する、
さまざまなジャンルのクラフト
作家が技巧を凝らした作品を展
示・販売します。
▼とき　1月 21日㈯～ 29日
㈰の午前10時～午後 4時
▼ところ　匠館2階
▼入場料　無料
【冬のお抹茶点（た）
て体験開催中】
　流派を気にせず、抹
茶を点ててみませんか。点て終
わった後は、雪景色を眺めなが
ら抹茶と季節の和菓子で一服♪
茶道に関する簡単なガイド付き
です。
▼とき　４月 9日㈰までの午

藤田記念庭園の催し

前10時～午後 3時（所要時間
は20分程度）
▼ところ　和館
▼体験料　1,000円
※前日までに電話で予約を。た
だし、当日でも空きがあれば体
験可能／小学生未満は保護者同
伴の場合のみ体験可能。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525)

　セントラルフィットネスクラ
ブ弘前によるカラダ健康相談会
などの健康イベントに併せて、
10 月 19 日～ 12 月 18 日に
実施したスマートフォンアプリ
「SPOBY（スポビー）」内の弘
前市ウォーキングイベントの特
典交換会を開催します。
▼とき　１月 28日㈯・29日
㈰
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）
１階
▼参加料　無料
　時間などの詳細は、市ホーム
ページ（ＱＲコード）で確認を。
■■問問健康イベントに関すること
…セントラルフィットネスクラ
ブ弘前（☎ 35-1611）／特典
交換会に関すること…企画課
（☎26-6348）

【齋藤浩セレクト『音楽ドキュ
メンタリー映画特集』】
▼とき　1月 28日㈯の①午後
0 時 45 分から、②午後 2 時
45分から、③午後4時から
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼上映作品　①『ザ・バンド　 
かつて僕らは兄弟だった』、②
『ロックン・ロール・サーカス』、

健康イベント・弘前市ウォー
キングイベント特典交換会

harappa映画館

③ harappa school「音楽と
映画」（映画に関する講座／講
師＝齋藤浩さん）
▼観覧料　一般＝ 1,200 円、
学生＝ 500 円、①②セット券
（一般）＝2,000円
※各作品とも 50枚の限定販売
／③は①か②のチケットで入場
可能。③のみは 500 円／セッ
ト券は予約販売のみ。
▼申し込み方法　電話、ファク
スまたは Eメール（氏名・電
話番号・作品名・希望枚数を記
入）で申し込みを。
■■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。

▼とき　１月 31 日㈫～２月
６日㈪の午前９時～午後８時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階コミュニケーションゾーン 
（就労支援センター側エスカレ
ーター付近）
■■問問選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

【高品質な農産物の安
定的な生産に向けた「知恵」と
「勘」の可視化】
　農業労働力の不足解消や生産
性向上の一助として期待される
「スマート農業」に関する講演
会です。
▼とき　１月 31 日㈫、午後
２時～３時30分
▼ところ　岩木文化センター
「あそべーる」（賀田１丁目）
※駐車場に限りがありますの
で、できるだけ乗り合わせでの

青森県明るい選挙啓発ポス
ターコンクール入賞作品展

スマート農業講演会

来場を。
▼講師　張樹槐（チャン・シュ
ーファイ）さん（弘前大学農学
生命科学部教授）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前市認定農業者連絡協議
会事務局代行（農政課内、☎
40-0767）

　はるか夢球場のグラウンドを
キャンバスに、スノーシューの
足跡で巨大な幾何学模様を描き
ます。光と影のコントラストを
お楽しみください。
▼とき　２月４日㈯・５日㈰、
午前10時～午後８時（ライト
アップは午後５時から）
▼ところ　運動公園はるか夢球
場（豊田２丁目）
▼入場料　高校生以上＝ 100
円（中学生以下、障害者手帳を
持っている人は無料）
▼実施イベント　①Happy メ
ッセージ…球場内の電光掲示板
に好きなメッセージと写真を投
影します（1月 31日〈火〉ま
でに申し込みが必要）／②雪上
バナナボート体験…スノーバナ
ナボートで雪上を駆け巡ります
／③プラバン作り（オリジナル
アクセサリー制作）
※いずれも有料／詳
細は市スポーツ協会
ホームページ（QR
コード）で確認を。
▼その他　キッチンカー＆クラ
フトマルシェを同時開催しま
す／弘南鉄道に乗車し、「わに
サポ」を利用して来場すると、
帰りの運賃が 100 円になりま
す。さらに、キッチンカー＆ク
ラフトマルシェで使える商品券
（300円分）をプレゼント。
■■問問運動公園（☎27-6411）
※令和４年度市民参加型まちづ

冬の球場アート2023

くり１％システム採択事業。

【冬に花咲く工芸展】
　雪国の長い
冬は、昔から
多くの工芸品
を育んできま
した。春を待ちわびながら、新
しく作り出された工芸品を展
示・販売します。
▼とき　2 月 4 日㈯～ 12 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）

　「昔話・名作」が
テーマの絵本の読み
聞かせや、紙芝居、
昔話、なぞなぞ等を行います。
▼とき　２月４日㈯・18日㈯、
午前 11時から／ 11日㈯㈷・
25日㈯、午後２時から（各回
30分程度）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室おはなしコーナー
▼対象　おおむね４歳～小学校
低学年＝各回10人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　「健康都市弘前」の実現に向
けた、弘前大学や市の取り組み
について発表します。
▼とき　2月 10日㈮、午後１
時～５時15分
▼ところ　アートホテル弘前シ

弘前工芸舎・冬限定企画展

おたのしみおはなし会

弘前大学COI-NEXT
Well-beingイノベーション
サミット2023

ティ（大町１丁目）プレミアホ
ール
※オンライン（Zoom）でも同
時開催。
▼内容　櫻田宏（市長）、村下
公一さん（弘前大学健康未来イ
ノベーション研究機構長〈拠点
長〉）、瀬川翔さん（DeNA 役
員）、弘前大学生協学生委員代
表による講演や、大学・企業に
よる研究成果の発表など
▼定員　会場 300人、オンラ
イン1,000人（いずれも先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　登
録フォーム（QR コ
ード）から事前登録を。
■■問問弘前大学健康未来イノベーシ
ョン研究機構（☎ 39-5538、
■■ＥＥ coi_info@hirosaki-u.
ac.jp）

▼とき　２月 11 日㈯㈷、午
後１時30分～２時 30分
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　マリンバ演奏
▼演奏　対馬文子さん（マリン
バ）、大屋和香さん（ピアノ）
▼定員　25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）
▼観覧料　一般＝ 300 円／高
校・大学生＝ 150 円／小・中
学生＝100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
や住所を確認できるものの提示
を。
■■問問１月18日㈬以降に、高岡の
森弘前藩歴史館（☎83-3110）
へ。

高岡の森弘前藩歴史館
ロビーコンサート
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