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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

　青森県、主に弘前
市を舞台にしたマン
ガ作品の読書会を通
して、弘前の魅力を探してみま
せんか。県産りんご 100%で
つくられた「りんご茶」や弘前
の銘菓の提供もあります。
▼とき　11月 21日（日）、午
後１時～３時（開場は午後０時
30分）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼マンガ作品　『幼なじみにな
じみたい』新挑限、『津軽先輩
の青森めじゃ飯 !』仁山渓太郎、
『ふらいんぐうぃっち』石塚千
尋

マンガで発見！
弘前ってどんなとこ？

▼定員　15人
▼参加料　300円
▼申し込み方法
Webフォーム（QR
コード）より申し
込みを。
■■問問ひろだい地域の魅力発信課
（■■ＥＥ hirodai.miryokuhassin
@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。

【毎日を古布で愉（たの）しむ
二人展】
　佐藤ちづ子さ
ん、福士タツエさ
んによる、着物を
リメイクした服や
小物の展示・販売を行います。
▼とき　11 月 25 日（木）～
29日（月）の午前９時～午後
４時
※最終日は午後３時まで。
▼観覧料　無料
【電動ロクロ体験】
▼とき　11 月 19 日（金）～
21 日（日）の午前 10 時～午
後３時
※所要時間は約 45分。予約優
先。当日受け付けも可。
▼内容　器づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～
午後４時、火曜日は休み）

　市と連携して地域共生社会の
実現に向け取り組む「みらいね
っと弘前」が、不要になった子
ども服や遊ばなくなったおも
ちゃなどを持ち寄ってもらい、

鳴海要記念陶房館の催し

ひろさきおさがり会

希望者に無料
で配布するリ
ユースイベン
トを開催しま
す。持ってくるだけでもOK、
もらうだけでもOKです。フ
ードパントリー（食品の無料配
布）も実施します。
▼回収期間　11月 26日（金）、
午後５時～７時／ 11月 27日
（土）・28日（日）、午前10時
～午後４時
▼受け渡し期間　12 月３日
（金）、午後５時～７時／ 12月
４日（土）・５日（日）、午前
10時～午後４時
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸
町）
▼持ち込めるもの　子ども服
（クリーニング、洗濯済みのも
の）、絵本、おもちゃ、ベビー
カー、チャイルドシート、スキ
ー用品など
▼参加料　無料
■■問問みらいねっと弘前（☎ 55-
6790）

【第１回「縄文の足跡をたどる
ツアー～大森勝山遺跡～」】
　「北海道・北東北の縄文遺跡
群」に含まれる大森勝山遺跡が
今年７月に世界文化遺産に登録
されたことにより、県内の該当
縄文遺跡への関心は高まってい
ます。弘前観光コンベンション
協会が発行している『ひろさき
読解本』だけでは知りえない、
深くて新しい情報に興味を持つ
人に学びの場を提供します。
▼とき　11月 28日（日）、午
前９時～午後０時45分
▼ところ　講義＝市立観光館
（下白銀町）多目的ホール／現
地見学＝裾野地区体育文化交流
センター（十面沢字轡）、大森
勝山遺跡

ひろさき読み解く旅

▼内容　大森勝山遺跡の歴史や
世界遺産登録の経緯などの講義
のあと、大森勝山遺跡の現地見
学を行います。
※現地見学へはバス移動／集
合・解散場所は市立観光館。
▼定員　30人（先着順、最少
催行人数は15人）
▼参加料　１人 3,000 円（バ
ス代含む）
▼申し込み方法
11 月 25 日（木）
までに、「津軽ま
ちあるき」サイト
（QRコード）から申し込みを。
■■問問弘前観光コンベンション協会
（☎35-3131）

　今回の第 36 回 harappa 映
画館では、デンマーク映画を２
本上映します。
▼とき　11月 28日（日）、①
午後１時から、②午後３時 30
分から
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼上映作品　①『アルマジロ』、
②『わたしの叔父さん』
▼観覧料　一般＝ 1,200 円、
学生＝500円
※各作品 50枚
限定販売、当日
券は席に余裕が
あった場合の
み、会場で販売。
▼申し込み方法　電話かファク
ス、Ｅメールで申し込みを。氏
名・連絡先・作品名・希望枚数
をお伝えください。
■■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３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

harappa映画館
「デンマーク映画の午後」

　市立博物館では現在、江戸時
代後期を中心とした大名家ゆか
りの貴重な小袖や振袖・打掛を
展示しています。きものの歴史
や展示のみどころを、公家装束
の装いをした当館学芸員が解説
し、雅（みやび）なきものの世
界へ皆さんをいざないます。
▼とき　12月４日（土）
　　　　午後２時～３時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　市立博物館展示室
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
■■問問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

【木の実の工作】
　こどもの森で採取した木の実
を使った工作体験ができます。
▼とき　12月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▼定員　10人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1人 300円
【冬季開館日】
　毎週土・日曜日、祝日、小・
中学校の冬休みおよび春休み期
間。ただし 12月 29 日～１月
３日は休み。
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

　竹のりんごかごは今も人気が
あることを知っていますか。竹
細工の未来を一緒に考えてみま

市立博物館企画展３
「きもの～装いの美・美は喜
び～」ギャラリートーク

こどもの森12月の催し

竹細工・りんごかごの
未来を考えよう

しょう。
▼とき　12月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家２階研修
室１
▼内容　材料
からりんごか
ごになるまで
の行程を展
示。現状の課
題を共有し、未来に残すための
ヒントを探ります。
▼対象　高校生以上＝20人
▼参加料　無料
▼申し込み方法
申し込みフォーム
（QRコード）また
はＥメール（氏名
〈ふりがな〉・住所〈町名まで〉・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問テシゴト・ミライラボ（■■ＥＥ
ringokago@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。

緑の相談所 12月の
催し

【講習会】
●シクラメン・ポインセチア
の管理
４日（土）、午後1時30分～
3時30分
▼定員　20人（先着順）
※事前に電話予約が必要。
【休館日】
　毎週月曜日、12月29日
～令和４年１月３日
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、11 月 24 日
〈水〉・29 日〈月〉は休み）
／市みどりの協会（☎ 33-
8733）
※受け付けはともに午前９時
～午後５時。


