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第 41回「音楽展」	

　青森県作曲家協会会員による新曲
発表会です。
▽とき　11 月 7 日（土）、午後 2
時～（午後1時半開場）
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽入場料　一般=1,000 円、中学・
高校生=500円
※小学生以下は無料。
▽チケット販売所　デネガ企画、煉
瓦亭、平山萬年堂
■問青森県作曲家協会（奈良さん、☎
携帯090・1397・0019）

検査と健康展

～動脈硬化と糖尿病を知ろう～
　検査専門医による相談コーナーや
中学・高校生を対象とした職業紹介
コーナーもありますので、気軽にお
いでください。
▽とき　11月 8日（日）
　　　　午前10時半～午後4時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）
▽内容　
●午前10時半～午後 2時半（3階
イベントスペース）…検査体験コー
ナー（動脈硬化検査・糖尿病検査）
／検査専門医による健康相談／臨床
検査技師とは？（職業紹介）
●午後 3時～ 4時（4階市民文化
交流館ホール）…講演「短命県返上
と健康教養」…講師・中路重之さん
（弘前大学大学院医学研究科社会医
学講座教授）　
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問青森県臨床検査技師会事務局（藤
田 さ ん、 ☎ 33・5111、 内 線
7213）

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－パート２～
▽とき　11 月８日（日）、午前９
時半～午後３時40分
▽ところ　弘前学院大学（稔町）
▽内容　学生による発表…「いじめ」
問題の社会福祉学的考察ほか（手話
通訳あり）
▽参加料　無料

※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）

スティールパン・コンサー
ト～つくって、たたいて、
楽しもう！～

　スティールパンのコンサートを行
います。興味のある人は気軽におい
でください。
▽とき　11月８日（日）
　　　　午後５時～
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽出演　山口悦朗さん（スティー
ルパン製作家）、冨田晃さん（弘前
大学教育学部准教授）、弘前大学ス
ティールパン部「hsb」、グルーヴィ
ン・ジャズ・オーケストラほか
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

東奥義塾高等学校図書館
古典籍展観
～旧弘前藩校稽古館資料一般公開～
　弘前藩の藩校である稽古館の蔵書
や藩主津軽氏所蔵の蔵書数千冊を一
般公開します。
▽とき　11月 9日～ 13 日、午前
９時半～午後４時半
▽ところ　東奥義塾高等学校図書館
（石川字長者森）
▽内容　八代藩主信明が所持した三
十六歌仙の歌集『三拾六人集』など
歌集の他、文学書、漢籍、国語学資
料、歴史書、思想書、郷土資料など
▽入場料　無料
■問弘前大学地域未来創生センター
（☎ 39・3198、平日の午前 10時
15分～午後３時）

シンフォニー
「成年後見制度を考える会」
【家庭裁判所を見に行こう！】
▽とき　11月 13日（金）
　　　　午後1時半～ 3時半
▽集合　午後 1時半までに、市民

参画センター（元寺町）1階に集合。
受け付け後に徒歩で青森家庭裁判所
弘前支部（下白銀町）に移動します。
出発に遅れた人は参加できませんの
でご注意ください。
▽内容　成年後見制度の説明と
DVD視聴、法廷見学（法廷が空い
ている場合）
▽定員　40人（先着順）
※事前の申し込みも可。
▽参加料　無料
【第２回相談室】
　相続、遺言、財産管理、将来への
不安など、成年後見に関わる法律・
社会生活上の諸問題について、相談
員が無料で相談に応じます（秘密厳
守）。
▽とき　11月 22日（日）
　　　　午後１時半～3時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）2階第 1会議室
※事前の予約は不要。当日受け付け
は午後３時まで。
▽相談員　弁護士、司法書士ほか当
会会員
■問シンフォニー「成年後見制度を考
える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829）

劇団弘演
第51回公演「命あっての…」
　古典落語の「文七元結」を舞台化
した涙と笑いにあふれた一幕です。
▽とき　11月14日の午後7時～、
15日の午後 1時～（開場は 30分
前）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　大人=2,000 円、学生
（高校生以上）=1,000 円
※中学生以下は無料。
▽チケット販売所　紀伊國屋書店弘
前店、黒滝書店、平山萬年堂、弘前
市民劇場、弘前市社会教育協議会
■問劇団弘演事務局（秋本さん、☎
35・4670）

弘大金木農場「農場祭」
▽とき　11月 14日（土）
　　　　午前10時～午後２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体験コーナー（米５品種味比べ、
羊と触れ合い、牧草見本園開放）／
③弘大生協コーナー（弘大グッズ、
軽食など）／④研究展示
■問金木農場（☎五所川原 0173・
53・2029）

サンモードスクールオブデザ
イン　ファッションショー
▽とき　11月 14日（土）
　　　　午後３時半～
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽内容　デザインコンテストショー
…「夢」をテーマとした、未発表作
品の発表／卒業研究作品ショー
■問サンモードスクールオブデザイン
（鈴木さん、☎32・0129）

こどもの森11月の行事

◎月例登山「晩秋の山～ライオン岩
ハイク」
▽とき　11月 15日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

「若いみんなで選挙を考え
よう！」ワークショップ
　平成 28年７月に行われる参議院
議員選挙から、選挙権が 18歳以上
に引き下げられます。これからの将
来をみんなで考えてみませんか。
▽とき　11月 15日（日）
　　　　午後2時半～ 4時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
1階多目的ホール
▽講師　西東克介さん（弘前学院大
学社会福祉学部教授）
▽対象　市内在住の高校生以上の学
生＝30人（先着順）
■問 11月 9日までに、選挙管理委員

会事務局（☎35・1129）へ。

アドベンチャーフェスタ
2015	IN	岩木山総合公園
▽とき　11月 15日（日）、午前６
時～受付・試走、午前８時～ランス
タート、午前 10 時半～MTB（マ
ウンテンバイク）スタート
▽ところ　岩木山総合公園特設コー
ス
▽種目　①アドベンチャーラン／②
アドベンチャーMTB
▽参加料　１種目につき 1,000 円
（当日徴収。各自スポーツ安全保険
等に加入を）
▽申込方法　申込用紙に必要事項を
記入し、11 月 12 日までに岩木山
総合公園へ持参、郵便、ファクスま
たはＥメールで申し込みを。
▽その他　MTB参加者はマウンテ
ンバイクの持参を／詳しくは問い合
わせを。
■問 岩 木 山 総 合 公 園（ 〒 036・
1343、百沢字裾野 195 の 1、☎
83・2311、 ■Ｆ 83・2635、 ■Ｅ
info@iwakisansportspark.
com）

第7回パイプオルガン演奏会

▽とき　11月21
日（土）、午後 2
時～（開場は午後
1時半～）
▽ところ　東奥義
塾高等学校（石川
字長者森）礼拝堂
▽演奏　水木順子
さん
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 東奥義塾高等学校（☎ 92・
4111）

介護のしごと魅力発信セミナー

▽とき　11月 18日（水）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ４階）
▽内容　心の距離を縮める認知症介
護～「普通に生きる姿」を支える～
…講師・和田行男さん（介護福祉士）
▽定員　240人

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］
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▽参加料　無料
■問 11 月 17 日までに、電話で、弘
前厚生学院講演会担当（☎ 33・
2102）へ。

「弘前散歩」写真展

　横浜からの旅人辻栄一さんが弘前
の四季を散歩感覚で撮りためた作品
を展示しています。
▽とき　11 月 18 日までの午前９
時半～午後７時（土・日曜日、祝日
は午後５時まで）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
ロビー
※写真展終了後、希望者には写真を
プレゼントします（申し込み多数の
場合は抽選）。
■問弘前図書館（☎32・3794）

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 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

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　お月さまとギリシャ神
話
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※ 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
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　月に住む生き物
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）


