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☎兼■ＦＦ 39・3281、■ＥＥ hosoya@
cc.hirosaki-u.ac.jp）

弘前市生きがいセンター
作品展
　弘前市生きがいセンターが行って
いる「生きがい教室」（クレヨン画・
書道）の受講者および「サークル活
動」（水墨画・絵手紙・折り紙など）
参加者の作品展を開催します。
▽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３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
■問問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休館日）

子どもの夢を育（はぐく）む
体験プログラム
～弘前大学総合文化祭へ行ってみよ
う！～
▽とき　10 月 25 日（土）、午前
10時～正午（午前９時 50分に弘
大正門前に集合）
▽ところ　弘前大学（文京町）
▽内容　ひろだいサイエンスパーク
探検、あそびのＴＵＢＯ体験、よさ
こい観覧など
▽対象　市内の小学生とその家族＝
15組（先着順）
▽参加料　無料
■問問 10 月 24日までに、ひろさきア
フタースクール事務局（あんよ・

せらぴー共育研究会内、境さん、
☎ 携 帯 090・1935・5527、 ■ＥＥ
anyotherapy@yahoo.co.jp）へ。
※平成 26年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

弥生いこいのHalloween

　スタッフが魔女などに仮装してイ
ベントを盛り上げます。
▽とき　10 月 25 日・26 日の午
前９時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　カボチャのランタン作り
（数量限定）、特大カボチャの重さ当
てクイズなど
※有料イベントもあり。詳しくは問
い合わせを。
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

旧笹森家住宅秋季イベント

「弘前の歴史と音色」
　弘前市仲町伝統的建造物群保存地
区内で最古の武家住宅である「旧笹
森家住宅」で、尺八や箏（こと）の
演奏会を開催します。
▽日程と内容
10 月 25 日～ 26 日、午前の部＝
10時～ 11 時、午後の部＝１時半
～２時半…平尾鶴朋さん（青森県無
形民俗文化財根笹派大音笹流錦風流
尺八技芸保持者）による琵琶と弘前
藩伝承尺八の演奏

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
「Ｄ．さ．イラスト展」
▽とき　10 月 17 日～ 25 日、午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで、21日は休み）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
■問問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

第39回弘前大学
経済学会大会
▽とき　10月 24日（金）
　　　　午後２時～５時40分
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽内容　講演「青森県経済の現状に
ついて（仮）」…講師・山口智之さ
ん（日本銀行青森支店長）／研究発
表（１）「景況パネルによる企業の
予想形成の分析」…栗原由紀子さん
（弘前大学人文学部講師）／研究発
表（２）「ベトナムにおける農村金
融の仕組み：北部紅河デルタの事例
研究」…秋葉まり子さん（弘前大学
教育学部教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前大学人文学部（細矢さん、

／ 11 月１日～２日、午前の部＝
10時～ 11 時、午後の部＝１時半
～２時半／木庭袋靖子さん（生田流
正派邦楽会大師範・音楽文化創造生
涯学習音楽指導員）による箏の演奏
▽ところ　旧笹森家住宅（若党町）
▽観覧料　無料
※事前の申し込みは不要。席に限り
があるため、観覧者が多い場合は立
ち見となる場合もあります。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。
■問問文化財課（☎82・1642）

青森県がん患者
支え合いフォーラム
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午前11時～午後 4時
▽ところ　弘前大学医学部（本町）
コミュニケーションセンター
▽内容　講演「患者と医師のコミュ
ニケーション」…講師・髙嶋一敏さ
ん（弘前メディカルセンター院長）
／がん診療連携拠点病院の紹介／が
ん患者団体の活動報告／がんに関す
るミニ相談会ほか
▽定員　120人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問青森県がん・生活習慣病対策課が
ん対策推進グループ（☎青森017・
734・9216、 ■ＦＦ 017・734・
8045、 ■ＥＥ gan-seikatsu@pref.
aomori.lg.jp）

模擬裁判員裁判・裁判員制度
シンポジウム
▽日程と内容　
○模擬裁判員裁判＝ 10 月 26 日、
午後１時～４時…学生が中心となっ
て作成したシナリオを上演。当日来
場した人の中から裁判員を募ります
○シンポジウム＝ 11月１日、午後
２時～５時半…テーマ「青森県の裁
判員裁判－これまでの５年間を振り
返る」
～共通事項～
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽参加料　無料

▽その他　裁判員経験者でインタ
ビューに協力できる人やシンポジウ
ムに参加してくれる人を募集してい
ます。詳しくは問い合わせを。
■問問弘前大学人文学部（平野さん、　
☎兼■ＦＦ 39・3199、■ＥＥ k-hirano@
cc.hirosaki-u.ac.jp）

青森県立美術館映画上映会

「特集・高倉健」
▽日程と内容　10 月 25 日・26
日…「海峡」、「単騎、千里を走る。」
▽ところ　青森県立美術館シアター
（青森市安田字近野、青森県立美術
館内）
▽前売券（１作品）　一般＝ 1,000
（1,200）円、学生＝500（700）円、
60歳以上＝ 800（1,000）円
※（ ）内は当日料金。10人以上で
団体割引もあります。
▽前売券販売所　まちなか情報セン
ター、ローソンチケットほか
■問問青森県立美術館パフォーミング
アーツ推進実行委員会事務局（☎青
森017・783・5243）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 27 日～ 29 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　百石町展示館第１～３展
示室
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

第40回記念「音楽展」

　青森県作曲家協会会員による新曲
発表会です。今年は 40回目を記念
して特別企画も用意しています。
▽とき　11 月１日（土）、午後 5
時開演（4時半開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　一般＝ 1,500 円、中学・
高校生＝ 500 円
※小学生以下は無料。
▽チケット販売所　紀伊國屋書店弘

前店、デネガ企画、煉瓦亭（喫茶）、
平山萬年堂
■問問青森県作曲家協会（髙橋さん、☎
携帯090・3368・9501）

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーンの催し
【ブックトーク・当事者主権「自分
のことは自分が決める」】
　「当事者運動」についての講演を
開催します。
▽とき　11 月２日（日）、午後１
時半～３時半（受け付けは午後１時
から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽講師　上野千鶴子さん（ＷＡＮ理
事長）
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問青森県男女共同参画研究所（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018）、ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーン運営協議会事務
局（ヒロロスクエア活性化室内、☎
35・0186〈平日の午前８時半～
午後５時〉）

ほいくプラザ

　普段から保育園で行われている保
育（あそび～まなび）を基本に６つ
のコーナーを用意し、親子で一緒に
楽しめる催しです。
▽とき　11月２日（日）　
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　ワークショップ…手作り
コーナー／あそびのひろば…読み聞
かせ・シアター・リズムあそび・運
動あそび・あそびのコーナー
※たか丸くんも来ます。
▽対象　保護者・児童・
市内保育関係者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前市保育研究会ほいくプラザ実
行委員会事務局（真土保育園内、鈴
木さん、☎82・5468）

　市では、弘前城本丸東側石垣修理
に伴い、天守の北側 700㎡の範囲
における発掘調査を、平成 25年度
から実施しています。
　調査２年目となる今年度は、６月
16日から作業を再開しました。そ
の結果、慶長 16 年（1611）弘前
城築城時の本丸東側における法面
形成や、元禄７～ 12年（1694 ～

99）に行われた石垣築造の様相、
明治・大正時代の石垣修理の範囲な
どが徐々に明らかになってきまし
た。
　この度、下記の日程で発掘現場を
公開し、調査成果について説明しま
す。多くの皆さんの参加をお待ちし
ています。
▽とき　10 月 26 日（日）、午前
10時から（１時間半程度）
▽集合場所　弘前公園二の丸下乗橋
前
▽参加料　無料 発掘作業風景（９月上旬の様子）

※駐車場はありませんので、近くの
有料駐車場や公共交通機関などをご
利用下さい。
■問問弘前城整備活用推進室（緑の相談
所内、☎33・8739）
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