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▼開園日　４月上旬まで毎日、
午前９時～午後５時
▼ところ　洋館（大正浪漫喫茶
室、藤田謙一資料室、会議室）、
匠館（クラフト展、和カフェ）、
高台部のみ
▼入園料　無料
※会議室は有料です。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）　

▼とき　３月７日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　ハンドメイド雑貨やア
クセサリーの展示・販売／物作
りワークショップ／お菓子の販

藤田記念庭園
冬季開園のお知らせ

ヒロロマルシェ～ひろまる～

売
※事前の申し込みは不要。
※マスクの着用をお願いしま
す。
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会事務局（市民文化交流館内、
☎ 35-0154〈午前８時 30 分
～午後９時〉）
※詳しくはヒロロスクエア
ホームページ（http://www.
hirorosquare.jp/）のイベン
トカレンダーで随時情報公開し
ています。

　洋楽、邦楽、映画音楽などの
ポピュラーな楽曲を演奏するヴ
ァイオリン、ピアノ、チェロの
編成によるライブです。
▼とき　３月 14 日（日）、午
後２時 30分開演（開場は午後
２時）

大島理紗子
Violin Live Vol.２

▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）ホール
▼出演者　ヴァイオリン…大島
理紗子さん、ピアノ…野口紗依
子さん、チェロ…グレイ理沙さ
ん
▼ 入 場 料　 高 校 生 以 上 ＝
2,800 円、 小・ 中 学 生 ＝
2,000円
※未就学児は無料。
▼チケット取扱所　中三弘前店
インフォメーション、さくら野
弘前店インフォメーション
■■問問「アートフェスティバル」実
行委員会本部（櫻庭さん、☎
090-2959-4102）

▼とき　３月 20日（土・祝）、
午後１時 30分～４時（開場は
午後１時）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室

弘前ライブラリーシネマ

▼内容　映画「父と暮らせば」
の上映会
▼定員　25人（先着順）
▼申し込み方法　３月５日（金）
から弘前図書館カウンターまた
は電話で受け付け
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

▼とき　３月 21 日（日）、①
午後１時 30分～２時 30分／
②午後３時30分～４時 30分
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　チェロとコントラバス
による二重奏（各回同じ内容）
▼出演　チェロ…菊地謙太郎さ
ん、コントラバス…鈴木愛理さ
ん
▼定員　各回25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。①、
②どちらかのみの申し込みとな
ります。
▼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。
※マスクの着用にご協力を。
■■問問３月１日（月）以降に、高岡
の森弘前藩歴史館（☎ 83-
3110）へ申し込みを。

高岡の森弘前藩歴史館
令和２年度
第８回ロビーコンサート

【春の久渡寺登山】
▼とき　３月 21
日（日）、午前 9
時 30 分～午後 2
時 30分
▼ところ　こども
の森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▼対象　登山の経験があり、冬
山登山の装備で参加できる人
▼持ち物　昼食、飲み物、タオ
ル、替えの下着・靴下、防寒着、
雨具
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。

【冬季開館日】
毎週土・日曜日、祝日と小・中
学校の春休み期間
■■問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）

【楽しく話しておもてなし英語
３ 】
　英語で津軽地域の案内ができ
るよう、外国人の先生と観光客
を想定した会話を収録動画を見
ながら練習します。
▼とき　３月 15日（月）から
1カ月間
▼対象　英語が好きな人、国際
交流に関心がある人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　
３月 14 日（日）ま
でに、右記QRコー
ドの申し込みフォー
ムに必要事項を記入し、お申し
込みください。

こどもの森３月の催し

～津軽ライフ～
オンライン講座

【楽しく話しておもてなしドイ
ツ語１】
　ドイツ語で津軽地域の案内が
できるよう、外国人の先生と観
光客を想定した会話を収録動画
を見ながら練習します。
▼とき　３月 15日（月）から
1カ月間
▼対象　ドイツ語が好きな人、
国際交流に関心がある人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　
３月 14 日（日）ま
でに右記QRコード
の申し込みフォーム
に必要事項を記入しお申し込み
ください。
■■問問弘前大学学務部教務課教務
グループ（☎ 39-3106、■■ＥＥ
jm3106@hirosaki-u.ac.jp
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘こ
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図書館休館日３月

※変更となる場合があります。
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　雪国ならではのスポーツであるクロスカント
リースキーの記録会のほか、毎年好評のチュー
ブそりなど、冬ならではの遊びを体験できる絶
好の機会です。今年は室内で新競技のビームラ
イフル射撃体験を行います。ぜひご来場くださ
い。
▼とき　3月14日（日）、午前10時～午後3
時
▼ところ　岩木青少年スポーツセンター（常盤
野字湯段萢）
▼内容　クロスカントリースキー記録会および
講習会、チューブそり、スノートレッキング、
スノーストライダー体験会、ニュースポーツ体
験（ビームライフル射撃体験など）
※スキーの無料貸し出し有り。
▼参加料　無料

※ご来場の際は、マスクの着用のほか、受付
用紙への記入をお願いします。
■■問問岩木山スキーフェスティバル実行委員会
（スポーツ振興課内、☎40-7115）

岩木山ウィンターフェスティバル2021岩木山ウィンターフェスティバル2021

冬の岩木山で 雪と友達になろう！  教室・講座


