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●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

▽観覧料　無料
◎電動ロクロを体験しませんか？
▽とき　8 月 17 日～ 19 日の午前
10時～午後３時
▽内容　電動ロクロを使った器作
り
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽対象　小学生以上
※所要時間約45分。予約優先。
▽参加料　1,600円（材料費を含む）
◎第２回小山陽久やきもの展～海鼠
釉の魅力～
▽とき　９月２日～９日の午前９時
～午後４時（最終日は午後３時まで）
▽内容　陶の器の展示・販売
▽観覧料　無料
～共通事項～
∇ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

藤田記念庭園の催し

◎ちょきちょき切り絵ワークショッ
プ
▽とき　８月25日（土）
　　　　午後５時30分～８時
▽ところ　洋館１階ホール
▽講師　青柳省吾さん（切り絵制作
者）
▽体験料　500 円～（選んだ切り
絵で金額が変わります）

※事前に電話で申し込みを。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

みんなで知ろう！
がんフェスティバル
　正しいがんの情報を紹介します。
▽とき　８月 26 日（日）、午後０
時30分～４時 30分（開場は正午）
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールA・B、ポム広場
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部附属病院がん相談
支援センター（☎39・5174）　

第１回プラザ棟
eco フリーマーケット
▽とき　９月１日・２日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　フリーマーケット、アップ
サイクルショップ（廃材を加工した
商品の販売など）、クッキーやパン
の販売、ワークショップなど
◎空きびんをリユースした「ハーバ
リウム作り教室」
　フリーマーケット会場内でワーク
ショップを行います。
▽とき　午前の部＝ 10時～ 11時
30分、午後の部＝１時30分～３時
▽講師　石田美津子さん

まちなかクラフト村弘前
工芸舎メインテーブル企画
▽とき　８月 21日～９月３日の午
前10時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園考古館（上
白銀町）２階ギャラリースペース
▽内容　間山ふみこさんによるガラ
ス作品（器、オブジェ、アクセサリー
など）の展示・販売ほか
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎35・1135）

鳴海要記念陶房館の催し

◎青い森の瑠璃 2018 ガラス作品
展
▽とき　8 月 23 日～ 27 日の午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）
▽内容　ガラスの器とアクセサリー
の展示・販売

▽対象　小学生以上＝各回 20 人
（先着順）
※小学生は保護者同伴。
▽参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388〈午前９時～午
後４時〉、月曜日は休み）

ヒロロスクエアのイベント

◎ヒロロどうぶつランド
▽とき　９月１日（土） 、午前 10
時～正午、午後１時～３時
▽ところ　弘前駅前遊歩道、３階イ
ベントスペースほか
▽内容　ウサギ・モルモット・ヤギ・
盲導犬との触れ合い、弥生いこいの
広場PRコーナー、どうぶつクイズ
コーナー／ポニーの乗馬（午前 11
時～正午、午後１時～２時）

◎ヒロロどうぶつランド特別企画・
親子で学ぼう！「楽しく働く犬。も
うどう犬について」
▽とき　９月１日（土）、午後０時
10分～０時 40分
▽ところ　３階イベントスペース
▽内容　盲導犬のお話、盲導犬 PR
犬ソルティとの触れ合い、歩行体験
（先着３人）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
◎ダンス交流文化祭 2018
　全国の学生や 25 歳以下のダン
サーを対象にしたダンス発表の場で
す。
▽とき　９月８日（土）
　　　　午後０時30分～７時
▽ところ　４階市民文化交流館ホー
ル
▽チケット　2,000 円
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション・３階市民文化交
流館窓口）、ひろさき芸術舞踊実行
委員会（山道町）
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（ヒロロ３階、市民文化交流
館内、☎ 35・0154〈午前８時 30
分～午後９時〉）

弘前藩忍者「早道之者」の
足跡を探せ！
　津軽まちあるき博覧会の新コース
です。忍者ゆかりの地を歩き、普段

は非公開の忍者屋敷
を探索します。
▽とき　９月２日
（日）、午後１時～４
時30分
▽コース　津軽藩ね
ぷた村～仲町武家屋
敷群～弘前公園～忍
者屋敷～禅林街

▽講師　清川繁人さん（青森大学忍
者部顧問）
▽定員　20 人（先着順。８人に満
たない場合は中止）
▽参加料　１人2,000円
▽申し込み方法　８月 17日から、
ホームページ（http://machi-aruki.
sakura.ne.jp）か電話で申し込みを。
※詳しくはホームページで確認する
か問い合わせを。
■問津軽まちあるき観光推進実行委員
会（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

 イベント
 

★観察会　天の川を見よう
▽とき　９月１日～９日
　　　　午後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時 30分）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休み）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

 

▽とき　平成31年１月 13日（日）
　　　　午前 11時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成人祭
▽対象　平成 10年４月２日～平成 11
年４月１日に生まれた人（市内に住所の
ある対象者には、12月上旬に案内はが
きを郵送します）
※市ホームページに昨年の様子を掲載し
ていますのでご覧ください。
■問生涯学習課（☎82・1641）

二十歳の祭典
イベント とき ところ 内容など（予定）

テント・タープ展示 午前９時 30分～午後
４時 オートキャンプ場 観覧無料

野外料理教室 午前10時～午後２時 オートキャンプ場
対象…４・５人位のグループ、
親子＝ 10組程度（先着順）
／参加料…１組＝5,000円
※事前の申し込みが必要。

動物のエサプレゼン
ト 午後２時～ 動物広場入口

動物のえさを子ども限定で先
着50人に無料プレゼントし
ます

Let's 紙ヒコーキ 午後１時 オートキャンプ場 参加無料

スラックライン体験 午前９時 30分～午後
４時 オートキャンプ場 体験無料

※綱渡りのようなスポーツ。

露店コーナー 午前９時 30分～午後
４時 第１駐車場 軽食、飲み物、ゲームなど

夜の動物園 午後５時～８時
※８日のみ 動物広場内

アライグマのエサやり、ポニー
きゅう舎見学、ハリネズミや
アオダイショウとのふれあい

※動物広場内のイベントは入場料が必要。 ■問弥生いこいの広場（百沢字東岩木山、☎96・2117）

弥生いこいの広場
 「Autumn（オータム）フェス2018」
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