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鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 22 日～ 24 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後４時まで）
▽ところ　百石町展示館
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

こども絵本の森の催し

◎ 2018 秋の読書週間「ホッと一
息本と一息」イベント
▽とき　10 月 27日～ 11月９日、
午前10時～午後６時
▽ところ　閲覧室
▽内容　みんなでたくさんのりんご
をみのらせよう！（皆さんに好きな
絵本を紹介してもらい、展示・貸し
出しをします）／気分は魔法使い♪
ほうきに乗ってハイポーズ！
※撮影機器は各自持参を。
◎えほんのもりのおはなしかい秋ス
ペシャル
▽とき　11 月 10 日（土）、午前
10 時 30 分～ 11 時＝乳幼児向け
／午前 11 時～ 11 時 30 分＝小学
生向け
▽ところ　おはなしコーナー
▽内容　“秋”の絵本・紙芝居・パ
ネルシアター・手遊びなど
■問こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階、☎35・0155）

弘前マイスターワークショップ
in 津軽の食と産業まつり
【消しゴム印製作体験】
▽とき　10 月 27 日（土）、午前
10時 30分～、午後１時 30分～、
午後３時～
▽講師　太田秀穂さん
▽参加料　500円
【フラワーアレンジメント製作体験】
▽とき　10 月 28 日（日）、午前
10時 30分～、午後１時～
▽講師　佐藤令枝さん
▽参加料　1,000 円
～共通事項～

▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽定員　各回10人（先着順）
※所要時間は30～ 40分程度。
■問商工政策課（☎35・1135）

弥生いこいの Halloween

　職員が魔女やドラキュラに仮装す
るほか、馬車なども仮装してイベン
トを盛り上げます。魔女に会ったら
合言葉を言ってお菓子をもらおう！
▽と き　10 月 27 日・28 日の午
前９時～午後４時30分（雨天決行）
▽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
▽内容　数量限定！カボチャのラン
タン作り（28日の午後１時～２時、
300 円）／特大カボチャの重さ当
てクイズ（両日の午後２時～、無料）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

県民と警察の音楽の集い

　青森県警察音楽隊による定期演奏
会です。弘前南高校との合同演奏も
あります。
▽とき　10月 28日（日）、午後１
時30分～（午後１時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料　無料（整理券が必要）
※整理券は青森県警察本部、県内各
警察署、市民会館で配布。
■問青森県警察本部広報課音楽係（☎
青 森 017・723・4211、 内 線
2182、2183）

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん☆みつごちゃん
と家族のつどい』

▽とき　10月 28日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　読み聞かせユニット「フレ
ンズ」、多胎児家族の体験談、フリー
マーケット、子育て相談など
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児を育てている家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。みどり保育園園

こどもの森 10 月の行事

◎木の実・草の実展
　久渡寺山山麓の秋の木や草の実を
展示します。
▽とき　10 月７日～ 21 日、午前
８時30分～午後４時30分
▽観覧料　無料
■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）

鳴海要記念陶房館の催し

◎電動ロクロを体験しませんか？
▽とき　10 月 19 日～ 21 日の午
前 10時～午後３時
※所要時間約45分。予約優先。
▽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
▽参加料　1,600 円（材料費含む）
◎雪雄子舞踏ワークショップ
▽とき　10月 24日（水）、午後１
時30分～３時 30分
▽参加料　1,500 円（飲み物付き）
～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）

藤田記念庭園夜間開園
　菊と紅葉まつり期間の夜間開園を
実施します。ライトアップされた幻
想的な空間で紅葉を見ながら散歩し
ませんか。
▽と き　10 月 19 日・20 日・26
日・27日、11月２日・３日・９日・
10日の午後５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

舎前の駐車場が利用できます。
■問みどり保育園地域子育て支援セン
ター（☎32・0510）

地域資源レポート巡回写真展

　住民の皆さんが普段の何気ない生
活で撮影した写真（地域資源）を紹
介する写真展を開催します。
▽とき　10 月 30日～ 11月５日、
午前８時30分～午後９時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階大
町側エスカレーター前
▽観覧料　無料
※巡回日程は津軽広域連合ホーム
ペ ー ジ（http://tsugarukoiki.
jp/）で確認を。
■問津軽広域連合総務課総務企画係
（☎31・1201）

津軽塗技術保存会
「秋の特別発表会」
▽とき　11 月１日～ 11 日、午前
10時～午後３時
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
▽内容　津軽塗作品等の展示・販売、
津軽塗に関する解説パネルの展示、
伝承者養成研修の一般公開（木曜日
の午前のみ）
■問津軽塗技術保存会事務局（教育委
員会文化財課内、☎82・1642）

第 22 回 津軽塗フェア

▽とき　11 月２日～４日、午前９
時 30分～午後５時 30分（最終日
は午後４時まで）
▽ところ　市立観光館（上白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　津軽塗の展示・販売、津軽
塗研ぎ出し体験、修理再生相談コー
ナー
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（神田
２丁目、☎35・3629）

郷土文学館ラウンジのひととき

▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）

▽内容　藤田晴央、自作を語る～朗
読と講話　三好達治賞受賞作　詩集
「夕顔」の世界
▽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。年齢や住所を確認で
きるものの提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）

おとなの朗読会～ 2018 秋～

▽とき　11月 3日（土・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　講師による小説の朗読会
▽対象　市民＝40人
▽参加料　500円
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

第 57 回
弘前市子どもの祭典
　市内の中学生と高校生の実行委員
が子どもの視点で、子どもたちに楽
しんでもらえるプログラムを企画す
る、年に１度のお祭りです。今年は
教育フェスティバルとの併催で、学
校紹介パネル展も行います。
▽とき　11 月３日（土・祝）、午
前９時30分～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「The Power of Smile
～始まる新しい祭典～」
▽内容　午前＝開会式、子どもの作
品展示会と優秀作品表彰式、教育
フェスティバルとのコラボ企画によ
る舞台発表／午後＝体験コーナー
（押し花のしおり作り、プラ板作り、
アートバルーン体験など）、お楽し
み抽選会、閉会式
▽入場料　無料
▽その他　公共交通機関で来場を／
会場で飲食の販売はありません。
■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、火曜日は休み）

あずましフェスタ 2018
～地域を支える車大集合～
　普段は入れない JR弘前運輸区の
特別公開と JR・弘南鉄道の鉄道車
両をはじめ、陸上自衛隊や消防・救
急車両の展示などを行います。ま
た、各会場でスタンプを集めると景
品がもらえますので、ぜひご来場く
ださい。
▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　JR弘前運輸区、弘南鉄
道弘前駅・城東口緑地・自由通路
▽その他　イベント内容や展示内
容が変更になる場合があります／
駐車場はありませんので、公共交通
機関などをご利用ください／トイ
レは弘前駅のトイレをご利用くだ
さい／スタンプラリーは景品がな
くなり次第終了します。
■問弘前駅自由通路等にぎわい創出
事業実行委員会（下白銀町、弘前観
光コンベンション協会内、☎ 35・
3131）

秋の出会いはここでしょう！
　ホテルバイキング＆ワ
インで、すてきな出会い
をみつけませんか。
▽とき　11月４日（日）、
午前９時～午後２時30分
▽ところ　青森ワイナリーホテル
（大鰐町島田字滝ノ沢）
※ JR弘前駅城東口から送迎あり。
▽内容　グラウンドゴルフ、ランチ
＆スイーツバイキング（アルコール
提供あり）、フリータイム
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住・在勤する 20歳代
～ 40歳代の結婚を希望する独身男
女＝各10人
▽参加料　3,500円
▽申込期限　10月 26日（金）
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページで確認を。
■問ひろさき広域婚活支援事業実行
委員会イベント担当（大鰐町役場企
画観光課内、☎48・2111）
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