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▽内容　オリジナル記念 Photo、
カボチャのランタン作り（25日の
午後１時～２時〈20組限定〉）、特
大カボチャの重さ当てクイズ（午後
２時～）、フェイスペイント（午前
10時～正午、午後１時～３時）
※有料イベントもあり。詳しくは問
い合わせを。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

第13回「ホームムービーの日
in 弘前」
　家庭に眠る８mm（16mm）フィ
ルムを持ち寄って、地域の皆さんで
鑑賞します。なお、当日の上映フィ
ルムも募集しています。
▽とき　10月 24日（土）、午後６
時半～（２時間程度）
▽ところ　めん房たけや（稔町）
▽参加料　無料（出入り自由）
※詳しくは問い合わせを。
■問ＨＭＤ弘前（竹森さん、☎携帯
070・5473・5245、午後６時以降）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

地域公共交通活性化セミナー
in 弘前～ミニＪＣＯＭＭ
　公共交通活性化のため、「モビリ
ティ・マネジメントの基本的な考え
方の共有と鉄道・バスの連携の可能
性を検討すること」をテーマにセミ
ナーを開催します。
▽とき　10月 27日（火）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）２階大ホール
■問北海道開発技術センター東北事務
所（原さん、伊地知〈いじち〉さん、
☎八戸 0178・20・9150）また
は都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

白神研究会秋の観察会

▽とき　10 月 24 日（土）、午前
10時～午後３時（雨天決行） 
▽集合　ビーチにしめや（西目屋村
田代）駐車場

 ※送迎を希望する人は、事前に申
し込みをし、当日の午前９時に弘前
大学（文京町）正門前に集合を。
▽コース　西目屋村川原平
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（先着順、小・中学生は保護者同伴）
▽参加料　1,000円（テキスト代・
保険料として）
▽持ち物　昼食、飲み物、手袋、帽
子、雨具（できれば上下別のもの）、
トレッキングシューズ
▽申し込み方法　10 月 21 日まで
に、弘前大学白神自然観察園（山岸
さん、☎兼■Ｆ 39・3706）へ。
■問白神研究会事務局（本多さん、☎
39・3812）

岩木川市民ゴルフ場
ワンワンパーク
▽とき　10月 25日（日）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツコース
▽時間と内容　ドッグラン＝午前９
時～午後３時（雨天中止）／飼い主
のマナー＆犬のしつけ教室＝午前
11時～正午／ドッグカフェ＝午前
10時～午後２時（雨天中止）
▽対象　犬の登録をしている小型
犬・中型犬で、１年以内に狂犬病予
防接種・５種以上のワクチンを接種
しており、犬や人間に対して攻撃性
がない犬
▽参加料　無料
▽その他　当日受け付けで、鑑札、
予防接種注射済票（写し）の提示を。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

キッズハローワーク

　小学生までの児童を対象とした仕
事体験と遊びのイベントです。
▽とき　10 月 25 日（日）、午前
10時～午後３時（雨天決行）
▽ところ　弘前厚生学院（御幸町）
▽内容　スポーツインストラク
ター、りんご農家、消防士、警察官、
ヘアメイク、パティシエなどの仕事
体験
■問キッズハローワーク実行委員会
（大西さん、☎34・6858）

藤田記念庭園夜間開園

▽とき　10 月 16 日～ 18 日、23
日～ 31 日、11 月１日～８日の午
後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）、高台部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

弘前市生きがいセンター
作品展
▽とき　10 月 21 日～ 23 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
▽内容　「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）参加者の作品展示
■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）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 26 日～ 28 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
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

弥生いこいの Halloween

　仮装して、魔女からお菓子をもら
おう！
▽と き　10 月 24 日・25 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）ハイランドハウス

全国シティプロモーション
サミット 2015
　まちの特色を生かした創意工夫や
経験を共有し、地域が抱えている課
題の解決に向けた意見交換などを行
います。
▽ と き　10 月
29 日（木）、午
後１時～４時
▽ところ　ホテ
ルナクアシティ
弘前（大町１丁
目）
▽内容　トークショー「KAITAKU
～開かないと道はできない」…ゲス
ト・鈴井貴之さん（タレント・映画
監督）／パネルディスカッション「地
域連携によるシティプロモーショ
ン」
▽定員　100人（先着順） 
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（氏名、住所、電話番号を
記入）で、アップルウェーブ（■Ｆ
38・0790、■Ｅ cps@applewave.
co.jp）へ。
■問広聴広報課（☎35・1194）

裁判員制度シンポジウム

　「裁判員の素養－裁判員に期待さ
れるもの」をテーマに行います。
▽とき　10月 31日（土）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
※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参加者
を募集しています。詳しくはお問い
合わせください。
■問弘前大学人文学部（平野さん、
☎ 39・3199、 ■Ｅ k-hirano@
hirosaki-u.ac.jp）

弘前駅前遊歩道賑わい祭
JAZZ DAY 収穫祭
▽とき　10月 31日（土）、午後４
時～（小雨決行、荒天中止）
▽ところ　弘前駅前遊歩道付近
▽出演者　長谷川健 Swing Hat 

Jazz Orchestra、ja.zoo、青森ジャ
ズ倶楽部ほか
▽観覧料　無料
■問弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員
会（弘前駅前整形外科クリニック内、
☎39・7555）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

第 19 回津軽塗フェア

▽とき　10 月 31 日～ 11 月３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）
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
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

弘前市景観フォーラム

　弘前市の景観づくりについて親子
で一緒に考えます。当日はたか丸く
んも来ます。
▽とき　10月 31日（土）、午後１
時～３時（受け付けは正午～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　景観ムービー体験／景観ク
イズ／ワークショップ（オリジナル
景観カレンダー制作）
▽対象　小学生（イベント内容は小
学校３～6年生向け）
▽参加料　無料
▽定員　200人（先着順）
■問 10 月 30 日までに、電話かファ
クスまたは郵送（氏名、年齢、同伴
者の氏名、電話番号を記入）でアッ
プルウェーブ（〒036・8182、土
手町 31、土手町コミュニティパー
ク３階、☎ 38・0788、 ■Ｆ 38・
0790）へ。

弘南鉄道大鰐線の催し

【ぽっぽや体験イベント】 
　「ちびっこ大鰐線シールラリー」
でシールを集めた子どもを対象にイ
ベントを実施します。

▽とき　10月 31日（土）、①午前
11時～、②正午～、③午後１時～
▽集合　中央弘前駅（吉野町）
▽内容　切符切り体験、運転手さん
の隣に乗車体験、車内アナウンス体
験、記念撮影など
※一部の体験は津軽大沢駅までの乗
車移動中に行います。子どもは乗車
賃無料ですが、保護者は乗車券を購
入する必要があります。
▽その他　ラッセル君シールを集め
たシールラリーカードを忘れずにお
持ちください。／電車に乗らず、切
符切り体験のみの参加もできます。
【大鰐線 DE ハロウィン＆コスプレ
イベント】
　ハロウィンの飾りでいっぱいの電
車や車庫でコスプレをして歩きませ
んか。
▽とき　10 月 31 日（土）、午前
11時半～午後３時
▽ところ　大鰐線電車内、弘南鉄道
大沢研修庫など
■問「つながれ大鰐線！つなごう！
みんなの交通コンソーシアム」事
務局（都市政策課交通政策推進室
内、☎35・1124）／弘南鉄道（☎
44・3136）／コスプレイベント
について…大野さん（☎携帯090・
2872・3963）

第 13 回全国城跡等石垣整備
調査研究会開催
　文化庁および市では、城跡などの
石垣に関する研究会を開催します。
▽とき　11月５日の午後１時半～
４時、11月６日の午前９時半～午
後３時１５分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽テーマ　「石垣整備と建造物」
▽内容　基調講演「弘前城・弘前城
下の成立・変容と弘前藩政の展開」
／各城跡担当者等による事例報告
（明石城跡・備中松山城跡・小田原
城跡・松本城跡・弘前城跡）／パネ
ルディスカッション
▽参加料　無料（ただし、研究会に
関わる資料は有料で販売します）
■問公園緑地課弘前城整備活用推進室
（緑の相談所内、☎33・8739）
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