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　廃品を再利用し
た、小学生のアイ
デアあふれる作品
を展示！一般投票
で、学年ごとにプ
ラザ賞を決定します。
▼作品テーマ　紙の芯（トイレ
ットペーパーやラップの芯な
ど）を使った作品
▼とき　展示…10月１日（金）
～ 11 月７日（日）／一般投
票…10 月１日（金）～ 10 月
31日（日）
※時間はいずれも午前９時～午
後４時／ 10月３日（日）は館
内設備点検のため臨時休館。
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
２階研修室
▼その他　プラザ賞受賞者には

「第 16 回　廃品おもしろ
工夫展 in プラザ棟」
作品展示と一般投票

個別に連絡します。また、表彰
式は中止または内容を変更する
場合があります。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、受け付
けは午前９時～午後４時、月曜
日〈祝日の場合は翌日〉は休み）

【文学忌】
　次の作家に関する
特別展示を行います。
〇第６回「一戸謙三」
▼とき　10月１日（金）～３
日（日）
※忌日の10月１日は無料開館。
〇第７回「石坂洋次郎」
▼とき　10月４日（月）～８
日（金）
※忌日の10月７日は無料開館。
▼ところ　１階ロビー（第６回・
第７回共通）

【北の文脈文学講座】
▼とき　10月 16日（土）、午

郷土文学館の催し

後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　「三浦哲郎」文学の
真髄（しんずい）
▼講師　斎藤三千政さん（郷土
文学研究家）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼申し込み方法　９月 16 日
（木）から、電話で申し込みを。
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。
～共通事項～
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、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。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

　弘南鉄道を舞台に、高校生に
よるパフォーマンスや車内への
作品展示などを行います。パフ
ォーマンスはオンライン生番組
の中で配信しますので、自宅で
ぜひご覧ください。

【YouTubeによる生配信番組】
　高校生によるダンスやバンド
などのパフォーマンスをメイン
に、イベント全体を紹介します。
▼配信日　10月２日（土）

【作品展示】
　高校生が制作した作品を展示
します。また、写真投稿キャン
ペーンや１日フリー乗車券購入
者へのノベルティの配付などが
あります。
▼ と き　10 月１日（金）～
31日（日）
▼ところ　弘南鉄道車内および
駅舎など
　詳しくは、「弘
南鉄道文化祭」で
検索するか、QR
コードから確認し
てください。
■■問問青森県中南地域県民局地域連
携部地域支援チーム（☎ 32-
2407 〈平日の午前８時 30 分
～午後５時〉）

【実験☆ワークショップ】
　実験を通じて金
属の変質について
学び、さらに金属
箔と日本の伝統技
法を使って宇宙の
絵を描きます。完成した作品は
弘前れんが倉庫美術館内の市民
ギャラリーで展示します。
▼とき　10月 10日（日）、午

高校生が主役のイベント！
弘南鉄道文化祭

poco a poco アートの
たまご

前 10時～午後４時（途中昼休
みあり）
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部理科共通実験室・美術
制作室（駐車場あり） 
▼対象　小学生と保護者＝ 10
人（先着順）
▼参加料　1人 500円 
▼申し込み方法　9 月 23 日
（木・祝）の正午か
ら、専用ホームペ
ージ（QRコード）
で申し込みを。
■■問問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、☎ 39-3383
〈午前 9時 30分～午後 5時〉、
■■ＥＥ artworld@hirosaki-u.
ac.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

　「コマ図」というウォークラ
リー専用の地図を頼りに散策す
るゲームです。チームで協力し
ながら途中のチェックポイント
で問題を解いたり、ゲームをし
たりしながら歩きます。
▼とき　10月 17日（日）、午
前 10時～午後０時 30分（受
け付けは午前９時 20分～９時
50分）
※小雨決行、荒天時は中止。中
止の際は当日の午前８時までに
決定し、連絡します。
▼集合・解散場所　市民中央広
場（元寺町）青森銀行記念館前
▼定員　20組（先着順／ 100
人まで）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　中学生以上＝１人
200円／小学生＝１人 100円
／未就学児＝無料
※保険料含む／当日徴収／小学
生以下のみでの参加は不可。
▼申し込み方法　10 月 10 日

みんなのウォークラリー大会
参加チーム募集

（日）までに、市内公共施設に
備え付けの申込用紙または任意
の紙に、必要事項（①チーム名
〈決定している場合〉、②代表者
の氏名と連絡先、③参加者全員
〈代表者含む〉の氏名・年齢・
性別・連絡先）を記入して、フ
ァクスまたは Eメール（申込
書をカメラで写して添付するか
本文に必要事項を入力）で申し
込みを。
▼その他　各自飲み物を持参し
てください。
■■問問ひろさきレクリエーション
協会事務局（☎ 070-3996-
3873、■■ＦＦ 55-8723、■■ＥＥ npo.
hirorec@gmail.com）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

　展覧会や創作活動の発表の場
として利用できる展示室を貸し
出します。
▼貸出期間　令和４年 2月 15
日（火）～3月 21日（月）
※原則、休館日（火曜日〈祝
日の場合は翌日〉）から次の休
館日の前日（月曜日）までの7

弘前れんが倉庫美術館に
あなたの作品を展示しませんか？

日間を 1単位とし、連続で利
用できる期間は4週間まで。
▼利用料　1週間＝7万9,200
円（休館日〈火曜〉設営、月曜
日の閉館後撤収）
※消費税・冷暖房料金を含む／
入場料等を徴収する場合は、金
額に応じて割増使用料を加算／
有料備品を使用する場合は、別
途備品利用料金がかかります／
1週間より短い期間での利用も
可能。
▼申請方法　10 月 1 日（金）
～ 15日（金）の午前９時～午
後４時 30 分（休館日を除く）
に、利用申請書に必要事項を記

■■問問弘前れんが倉庫美術館（〒 036-8188、吉野
町２の１、☎ 32-8950〈午前９時～午後５時〉、
■■ＥＥ rental@hirosaki-moca.jp）

入の上、直接来
館または郵送で
申請してくださ
い。利用申請書は、美術館ウェ
ブサイトでダウンロードもしく
は郵送も可能です。利用希望期
間が他の申し込みと重なった場
合はスケジュールの調整等を行
い、10月末頃までに利用の可
否を通知します。
※利用申請書には、展覧会の概
要、団体の概要等の参考資料を
添付してください／受付期間終
了後、空きがある場合は 11月
1日より再度申請受け付けを開
始します。
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緑の相談所 10月の
催し

【展示会】
●弘前　秋のらん展
　秋咲きの洋蘭、カトレアや
デンドロビウムなど約100
株を展示します。
▼とき　１日（金）～３日（日）
の午前10時～午後３時
※初日は午後１時から。
▼観覧料　無料
■■問問弘前城愛蘭会（対馬さん、
☎27-5442）

【講習会】
●シャコバサボテンの管理
２日（土）、午後1時30分～
3時30分
●秋植え球根の根付けと管理
９日（土）、午後1時30分～
3時30分
▼定員　各20人
※事前に電話予約が必要。
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）


