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 イベント
中学生・高校生のための
俳句イベント
【俳句初心者教室】
▽とき　11月８日（土）
　　　　午後２時～４時半
▽内容　俳句についての簡単なレク
チャー。ゲーム形式で俳句に挑戦。
▽対象　中学・高校生＝30人
▽持ち物　筆記用具、ノート
【吟行句会】
▽とき　11月９日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽内容　弘前の街や公園を歩き自分
だけの言葉を探します。俳句を２句
つくり、仲間の句と鑑賞し合います。

▽対象　高校生＝
30人
▽持ち物　筆記用
具、ノート、昼食、
雨具（雨天時）、
持っている人はデ
ジカメ、歳時記

▽講師　佐藤文香さん、福田若之さ
ん（ともに俳人）

～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　11
月１日・８日・15 日・22 日・29
日の午前 10時半～ 11時／中央公
民館（☎33・6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせや紙芝居
などと図書館地下書庫の探検。対象
は小学校１年生～３年生）　11 月
８日の午前 11時～正午／弘前図書
館（☎32・3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　11月１日・８日・
15 日・29 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎35・0700）
【市立郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　11月１日・８日・15日・
22 日・29 日の午前 10 時～正午
／市立郷土文学館（☎37・5505）
■問問各会場へ。

harappa 映画館 special
「イタリア・オペラにようこそ」
▽とき　11 月７日（金）、午後６
時～９時（開場は午後５時半から）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　①映画「椿姫ができるまで」
／②ソプラノリサイタル「杉原かお
り、オペラの名曲をうたう」
▽ 前 売 り 券　 一 般 ＝ 1,500
（2,000）円
※（ ）内は当日券。学生（中学生

以上）は1,000円。
▽前売り券販売所　中三弘前店、百
石町展示館コトリ cafe、紀伊国屋
書店弘前店、まちなか情報センター、
弘前大学生協
■問問 harappa（ ☎ 31・0195、 ■ＥＥ
post@harappa-h.org、■ＨＨ http://
www.harappa-h.org）
※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。

第18回津軽塗フェア

　伝統工芸士によるこだわりの作品
や若手職人の作品などを展示・販売。
▽とき　11月７日～９日の午前９
時半～午後５時半（最終日は午後４
時まで）
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　展示販売会／津軽塗の研ぎ
出し体験／修理再生相談コーナー
▽入場料　無料
■問問青森県漆器協同組合連合会（神田
２丁目、☎35・3629）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎トヨカワチエ　たべものイラスト
展「マロニィ！」
▽とき　11月２日～９日、午前９
時～午後４時（４日は休館日）
▽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）

講演会「心に寄り添うコミュニ
ニケーション　ゲートキーパー
は家庭から」
～まわりの人の心に耳を傾けてみま
せんか～
▽とき　11月８日（土）
　　　　午前10時～午後０時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階大会議室
▽内容　①講演会…講師・工藤恭三
さん（東北療院心理カウンセラー）

／②押し花の栞・コースター作り、
抹茶の癒やし体験
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※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。

ヒロガク福祉創造フォーラム

【これって社会福祉？－社会福祉の
「目」で見直してみる－】
▽とき　11 月９日（日）、午前９
時45分～午後３時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）
115教室・第３会議室
▽内容　①少子化問題から考える社
会福祉／②中高生のコミュニケーシ
ョンに関する現状と課題について考
える～インターネット依存を中心に
～／③ひきこもりをソーシャル・イ
ンクルージョンの視点からみる
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前学院大学社会福祉教育研究所
（☎34・5311）

やりたいことをやらなくちゃ
プロジェクト「ミチシルベ」
　これからの生き方などの多様性に
気付くきっかけをつくる講演会です。
▽とき　11月 21日（金）、午後４
時45分～７時 45分
▽ところ　弘前大学「コラボ弘大」
（文京町）８階八甲田ホール
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問 Hiromaru（加藤さん、☎携帯
080・1816・1465、■ＥＥ hiromaru.h
@gmail.com）
※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。

全国大学国語国文学会
第110回大会公開シンポジウム
▽とき　11 月８日（土）、午後１
時～（受け付けは午後０時半から）

▽ところ　弘前大学（文京町）教育
学部１階大教室
▽テーマ　「北」のものがたり－「北」
の思考・心性の北方的なるもの－
▽内容　基調講演「神に祀られた藩
主－津軽藩四代藩主津軽信政の明と
暗－」…講師・長谷川成一さん（弘
前大学名誉教授・市立博物館館長）
／パネルディスカッション…コーデ
ィネーター・佐倉由泰さん（東北大
学教授）、パネリスト・石黒吉次郎
さん（専修大学教授）、神谷忠孝さ
ん（北海道文教大学教授）、佐々木
馨さん（北海道教育大学特任教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前大学教育学部郡千寿子研究室
（文京町、☎兼■ＦＦ 39・3336）

弘前大学金木農場「農場祭」

▽とき　11月 15日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
附属生物共生教育研究センター金木
農場（五所川原市金木町芦野）
▽内容　①農場生産物販売コーナー
（新米・弘大アップルビーフ…金木
農場産、リンゴなど…藤崎農場産）
／②弘大生協コーナー（日本酒「弘
前大学」、弘大グッズ、軽食など）
／③展示…金木農場・藤崎農場の教
職員による研究・展示（牧草、アッ
プルビーフ、紅の夢、無農薬リンゴ）
■問問弘前大学金木農場（☎五所川原
0173・53・2029、■ＥＥ jm532029@
cc.hirosaki-u.ac.jp）
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□…はやぶさミッション特別投影
を午後１時半～、午後３時～の２
回投影
■■…はやぶさミッション特別投影
を午前 10時半～、午後１時半～、
午後３時～の３回投影
■■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影
■■…休み

11
月
の
投
影
日
程

緑の相談所 11月の
催し

【展示会】
●弘前盆栽研究会諸盆栽作品展　
６日～９日
●常緑樹木展　12日～ 16日
●木の葉展　19日～ 24日
【講習会など】
●庭木の雪囲い実習　15日、午
後１時半～３時半
●ブドウとフジのせん定　22日、
午後１時半～３時半
【弘前城植物園…今月見られる花】
花…チャノキ、十月桜、野菊など
実…サンシュユ、カリン、マルメ
ロなど
紅葉…モミジ、ニシキギ、ドウダ
ンツツジなど
●休館日　25日
■問問緑の相談所（☎33・8737）

★投影プログラム
【はやぶさミッション特別投影／
45分間】
▽テーマ　いってらっしゃい !!
はやぶさ２
▽観覧料　一般＝ 240円
※市内・市外の小・中学生、高校
生および引率の保護者、65歳以
上の市民、市内の障がい者、外国
人留学生は無料。年齢や住所を確
認できるものの提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／30
分間】
▽テーマ　秋の夜空を見上げて…
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）
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　弘前のいろいろなことについてのクイズ
だよ。答えはどこかのページに隠れている
から探してね！

【質問】
　10月１日、市役所１階に新し
い案内板ができたけど、この案
内板は何ていうかわかるかな？
　右の３つの中から選んでね。
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