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花茂樹さん（弘前学院大学社会福祉
学部講師）、②「中学生が高齢者世
帯の除雪ボランティアを経験するこ
とで得られる多面的効果」…報告者・
高橋和幸さん（弘前学院大学社会福
祉学部准教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前学院大学地域総合文化研究所
（川浪さん、☎34・5211）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎森の落とし物
▽とき　11 月 16 日～ 24 日、午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで、18日は休み）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　枯葉などによるインスタ
レーション（場所や空間全体を作品
として体験させ
る芸術）
▽観覧料　無料
■問問鳴海要記念陶
房館（☎ 82・
2902）

南富田フリーマーケット大市

▽とき　11月 24日（月・振休）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　南富田町体育センター
▽内容　フリーマーケット、工作体
験、ワンコインクイックマッサージ、
飲食販売ほか
▽料金　工作体験＝ 500 円～、ワ
ンコインクイックマッサージ＝
500円
※フリーマーケットの出店を希望す
る人は 11月 22日までに、出店料
2,000 円を持参の上、南富田町体
育センター（南富田町５の２）受付
へ直接申し込みを。
■問問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

わげものが作った
新鮮農産物即売会
　弘前地区農村青少年連絡協議会

（弘前４Ｈクラブ）では、「第 44回
消費者とのふれあい市」を開催しま
す。農家のわげもの（若者）が心を
込めて生産した農産物・加工品の販
売やもちつき大会を行いますので、
ぜひおいでください。
▽とき　11月 29日（土）
　　　　午前９時～午後２時
▽ところ　弘前合同庁舎（蔵主町）
正面玄関前広場
▽内容　りんご・野菜・ジュースな
どの即売
■問問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（☎33・4821）

認知症の人と家族のつどい

▽とき　11月 30日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問認知症の人と家族の会青森県支部
弘前地域世話人・中畑さん（サンアッ
プルホーム内、☎ 44・4959〈午
後６時以降〉）

学園都市ひろさき高等教育
機関コンソーシアム６大学
合同シンポジウム
　「大学から地域への情報発信のあ
り方」をテーマに、市内にある６大
学が合同で公開シンポジウムを開催
します。
　他大学コンソーシアムから講師を
招いて基調講演・パネルディスカッ
ションを行うほか、本コンソーシア
ムおよび学生委員会「いしてまい」
の活動を紹介するパネルの展示や、
６大学の大学案内・パンフレットな
どの配布も行います。
▽とき　11月 29日（土）、午後１
時半～（開場は午後１時）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　基調講演…講師・加藤鉱三
さん（高等教育コンソーシアム信州
教育部会長・信州大学高等教育研究

市立博物館企画展
「つがる考現学展」
　現代の社会現象や風俗世相を調
査、記録考察しようとする学問「考
現学」の提唱者は、当市出身の今和
次郎。本展では彼と、銅版画家とし
ても有名な弟・純三が残した考現学
資料を展示し、弘前の生んだ偉人と
しての功績と共に、考現学とはどの
ような学問なのかをわかりやすく紹
介します。
▽とき　11月 29日～１月 18日、
午前９時半～午後４時半
▽観覧料　一般＝ 280（210）円
／高校・大学生＝ 140（100）円
／小・中学生＝80（40）円
※（　）内は20人以上の団体料金。
また、65歳以上の市民、市内の小・
中学生や障がい者、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。年齢や住所を証明
できるものを提示してください。
▽休館日　12月 15日（月）
【講演会】
▽とき　12月７日（日）
　　　　午後２時～
▽テーマ　「今和次郎と考現学」
▽講師　荻原正三さん（工学院大学
名誉教授）
▽参加料　無料（観覧料は必要です）
～共通事項～
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
■問問市立博物館（☎35・0700）

弘前学院大学講演会

【命の尊さ～医療・教育・福祉の立
場から考える～】
▽とき　11月 22日（土）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ３階）
▽内容　基調講演「脱短命県」…講
師・吉岡利忠さん（弘前学院大学学
長）／リレートーク「助け合って生
きる力を育む」＝①「特別支援教育
から見えてくること」…報告者・立

センター教授）、講師・中山茂之さ
ん（高等教育コンソーシアム信州事
務局・信州大学学務部学務課専門職
員）／パネルディスカッション／パ
ネル展示
▽対象　市民、大学教職員、学生
▽参加料　無料
■問問電話、ファクスまたはＥメール（住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）で、
11月 26 日までに、コンソーシア
ム事務局（☎ 39・3904、■ＦＦ 39・
3919、■ＥＥ conso@cc.hirosaki-u.
ac.jp）へ。
※ホームページ（http://www.
consortium-hirosaki.jp/index.
html）からも申し込みできます。
ます。

第17回弘前地区中学校技術
家庭科作品展・第56回弘前
地区小学校家庭科作品展
▽とき　11 月 29 日～ 30 日、午
前 10時～午後７時
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽内容　弘前地区小・中学校の児童
および生徒の技術・家庭科作品約
1,200点を展示
■問問西目屋小学校（成田さん、☎
85・2325）

米と野菜の収穫祭

　地元農産物の魅力を発信する「米
と野菜の収穫祭」を開催します。抽
選会などのお楽しみイベントも用意
しています。
　家族そろっておいでください。
▽とき　11月 30日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ3階）
■問問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

ふれあい高齢者新卓球
（ラージボール）親善大会開催
　冬期間の健康保持と参加者の親ぼ
くを深めることを目的に開催します。
▽とき　12 月６日（土）、午前９

時～午後５時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）体育館
▽内容　団体戦（抽選で６人１組の
チームを編成）／個人戦（フリー抽
選による混合ダブルス）
※詳しくはお問い合わせください。
▽対象　市内在住の60歳以上の人
▽参加料　１人 600 円（昼食代含
む。当日徴収します）
■問問 11 月 27 日までに、弘前ラー
ジボール卓球協会（木村さん、☎
33・2407）へ。

再発見！「ひろさき
ビューポイント展」開催
　市民の皆さんに故郷の良さを再認
識してもらい、また、市外から訪れ
る人に弘前の魅力を発信するため
「ひろさきビューポイント（眺望ポ
イント）」を募集したところ、多く
の応募がありました。
　今回、皆さんから寄せられた
ビューポイントを、市民の財産とし
て共有するため、展示会を開催しま
す。
▽日程など　① 11 月 29 日～ 12
月７日＝ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ３階）／② 12月９日～ 16
日＝中央公民館岩木館（賀田１丁目）
／③ 12月 18 日～ 23 日＝相馬庁
舎「相馬やすらぎ館」（五所字野沢）
■問問都市政策課（☎35・1134）

子どもの夢を育（はぐく）む
体験プログラム
～弘南鉄道に乗って「大鰐温泉

もやし場」を見学に行こう！～
▽とき　12 月７日（日）、午前９
時半～正午（午前９時 15分に弘南
鉄道中央弘前駅に集合）
▽ところ　大鰐町内の「もやし場」
▽内容　「大鰐温泉もやし場」を見
学（移動は弘南鉄道を利用。往路…
午前９時半中央弘前駅発／復路…午
後０時半大鰐駅発）
▽対象　市内の小学生とその家族＝
10組（先着順）
▽参加料　無料（電車料金は自己負
担）

■問問 11 月 30 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。

二十歳の祭典

▽とき　平成27年１月 11日（日）
　　　　午前11時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成
人祭
▽対象　平成６年４月２日～平成７
年４月１日に生まれた人
※市内に住所のある対象者には開催
１カ月前までに案内はがきを郵送し
ます。
▽新成人の皆さんへ　飲酒後の来場
は固くお断りします。また、酒類の
持ち込みや敷地内での飲酒も禁止し
ます。
※家族など周りの人からも注意をお
願いします。なお、アルコールチェッ
カーにより酒気帯びの有無を確認す
る場合がありますので、ご了承くだ
さい。
【新成人へのメッセージを募集！】　
　皆さんから、新成人へのメッセー
ジを募集します。個人や団体（クラ
スやクラブなど）へ、お祝いや伝え
たいことなどをお寄せください。式
典中にメッセージを紹介します。
※式典で紹介できなかったメッセー
ジは、市ホームページに掲載する予
定です。
▽応募規定　メッセージは 200 字
以内で「成人」をテーマにしたもの
▽応募方法　住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、誰あてか（および
あなたとの関係）を記入し、郵便、
ファクスまたはＥメールで生涯学
習課「新成人へのメッセージ」係
（〒036・1393、賀田１丁目１の１、
■ＥＥ 82・5899、■ＥＥ shougai@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
▽応募締切　12月 16日（必着）
■問問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）
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