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平成 27 年度
弘前市社会福祉大会
▽とき　11 月 20 日（金）
　　　　午後０時半～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　①午後０時半～＝オープニ
ングアトラクション（城東保育園／
にじいろミュージカル）／②午後０
時 55 分～＝福祉協力校活動体験発
表／午後１時 45 分～＝記念講演…
講師・長谷川成一さん（弘前大学名
誉教授）／④午後３時～＝式典（社
会福祉事業功労者への表彰）
※会場ロビーでは、福祉施設団体で
作った野菜や加工品などの即売をし
ます。
▽参加料　無料
■問弘前市社会福祉協議会（☎ 33・
1161）

外国人のためのひろさき楽習
さがそう！弘前の「音」
▽とき　11 月 21 日（土）
　　　　午前 10 時～正午 
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）2 階第 1・2 和室ほか
▽内容　弘前の音を探して、世界の
国々の音を聞き比べ、特徴や違いを
体感します。
▽講師　小原光織さん（弘前大学大
学院生）
▽対象　市内に住む外国人＝ 20 人
※国際交流に興味のある市民も参加
可。 　
▽参加料　無料　
▽持ち物　防寒着（屋外活動もあり
ます）
■問 11 月 19 日までに、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。
※氏名・年齢・電話番号・国籍・理
解できる言語をお知らせください。

障害者週間記念大会
福祉・教育懇親会
▽とき　11 月 22 日（日）、午前 9
時 40 分～午後 2 時半
▽ところ　身体障害者福祉センター

（八幡町 1 丁目）体育館

▽テーマ　「おかげさま♡おたがい
さま-みんなで支え合う地域の力-」
▽内容　記念講演…講師・宮川慎一
郎さん（元市立図書館長）／パネル
ディスカッションほか
▽参加料　無料（昼食を用意します）
■問 11 月 19 日までに、電話または
ファクス（住所・氏名を記入）で、
身体障害者福祉センター（☎ 36・
4521〈午前 8 時半～午後 5 時〉、
■Ｆ 32・1144）へ。

弘大津軽三味線サークル
弘前公演「綴る」
▽とき　11 月 22 日（日）、午後２
時～（開場は午後１時半～）
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　500 円（当日のみ）
■問弘前大学津軽三味線サークル（外
舘さん、☎携帯 080・2841・1755）

グッド・トイ 2015
 in ひろさき
　「グッド・トイ 2015」を中心に、
優良玩具を展示・体験してもらうイ
ベントです。
▽ と き　11 月 22 日・23 日 の 午
前 10 時～午後 5 時（23 日は午後
4 時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）①３階
イベントスペース／②３階多世代交
流室 2 ／③４階文化交流館ホール
▽内容　① 100 点以上の優良玩具
の展示・遊び体験／おもちゃのワー
クショップ「ひばひよこをつくろ
う」、「かんなくずツリーをつくろう」

（両日とも終了 1 時間前まで）
② 22 日、午前 10 時半～正午＝講
演「グッド・トイを学ぼう - 多様な
おもちゃの活用法 -」／ 22 日、午
後 1 時半～ 3 時＝研修会「教材教
具の力とその活用」
③ 23 日、午前 10 時半～正午＝講
演「アクティビティケアと生涯木育」
／ 23 日、午後 1 時～ 2 時半＝基
調講演「心が動けば体が動く」／
23 日、午後 2 時 40 分～ 3 時 40
分＝シンポジウム「生涯木育からバ
リアフリーのまちづくりへ」
▽参加料　無料
※③は事前の申し込みが必要。11
月 15 日までに、メールまたは電話
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で、氏名、電話番号、E メールアド
レス、参加人数をお知らせください。
■問青森グッド・トイ委員会（白坂さ
ん、☎携帯 090・6197・8644〈午
後 ６ 時 ～ ９ 時 〉、 ■Ｅ sitosuya@
kvf.biglobe.ne.jp）
※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。

認知症の人と家族のつどい

▽とき　11 月 22 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）
▽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。
■問認知症の人と家族の会青森県支部 
世話人・中畑さん（☎ 44・4959、
午後６時以降）

弘前学院大学地域総合
文化研究所シンポジウム
　専門職（プロフェッショナル）の
能力と組織～福祉・看護・教育の三
分野から～
▽とき　11 月 28 日（土）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　市民文化交流館多世代交
流室２（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　基調講演「専門職の資格・
実践力・個人と組織」／シンポジウ
ム
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学地域総合文化研究所

（☎ 34・5211）

第９回弘前音楽祭

　「音楽ネットワーク弘前」に参加
している団体による合同演奏会で
す。
▽とき　11 月 29 日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　第１部＝器楽アンサンブル
ステージ／第２部＝合唱、声楽ステ
ージ／第３部＝吹奏楽、オーケスト
ラ伴奏による合唱ステージ
▽入場料　500 円（中学生以下は

無料）
▽チケット取扱所　市民会館、弘前
文化センター、まちなか情報センタ
ー、紀伊國屋書店弘前店、弘前大学
生協ＳＨＡＲＥＡ店
▽その他　無料託児室を用意します。
■問音楽ネットワーク弘前事務局（今
さん、☎ 32・2007）

第 12 回青森県武道演武大会

▽とき　12 月６日（日）
　　　　午前 11 時～
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）主競技場
▽演武種目　柔道、剣道、居合道、
杖道（じょうどう）、弓道、相撲、
空手道、なぎなた、少林寺拳法、銃
剣道、合氣道、武術太極拳、卜傅（ぼ
くでん）流、小野派一刀流、當田（と
だ）流（剣術・棒術）、神道無念流、
功夫扇（こうふうせん）
▽入場料　無料
■問青森県武道館（☎ 26・2200）

農家のおかあさん直伝！
「おいのまんま」
　市内農家の“おかあさん”と交流
しながら、農家のまかない食「おい
のまんま」を作ってみませんか。
▽とき　12 月８日（火）
　　　　午前 10 時～午後１時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　米粉のクリームコロッケ作
りほか
▽定員　30 人（先着順）
▽参加料　2,000 円
■問 11 月 20 日までに、巧みなママ
ねっと事務局（佐藤さん、☎携帯
090・9637・6377、 ■Ｆ 96・
2660）へ。

The 津軽三味線 2015

　津軽三味線 300 人の大合奏をメ
ーンとした迫力と感動を体験できる
イベントです。本場のだいご味を心
ゆくまでお楽しみください。
▽とき　12 月 12 日（土）、昼の部
＝午後２時～／夜の部＝午後５時半～
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料（全席指定） 　昼・夜の部
ともにＳ席＝ 3,000 円、Ａ席＝

2,000 円
▽チケット販売所　JR 東日本びゅ
うプラザ、ヒロロ、イトーヨーカド
ー弘前店、さくら野百貨店弘前店、
中三弘前店、市立観光館、まちなか
情報センター、弘前商工会議所
■問 The 津軽三味線実行委員会（弘
前商工会議所内、☎ 33・4111）

フォークダンス体験教室

▽とき　11 月以降の毎週火曜日、
午前 10 時～ 11 時半
※当日会場で受け付け。
▽ところ　金属町体育センター
▽対象　市民
▽参加料　無料
※４～５回の体験終了後、継続した
い人は入会できます（有料）。
▽持ち物　室内シューズ
■問フォークダンス愛好会ファイヤー
ズ（佐藤さん、☎ 84・3453）

ヒロロアンチエイジング講座

【健康づくり講話編】
▽とき　11 月 11 日、午後１時半
～２時半（受け付けは午後１時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽テーマ　「肺炎・インフルエンザ
の予防」
▽講師　坂本祥一さん（坂本アレル
ギー呼吸器科医院院長）
▽対象　市民＝ 50 人（先着順）
▽参加料　無料
■問 11 月 10 日までに、電話で、弘
前市保健センター（☎ 37・3750）
へ。

ひろさきビジネス支援センター
創業 ･ 起業サポートセミナー

 
　「創業したいけど何から始めたら
いいかわからない」 という人のため
に、創業のイロハを学べるセミナー
です。 
▽とき　11 月 4 日～ 12 月２日の
毎週水曜日、午後６時～８時
▽ところ　土手町コミュニティー
パークコミュニケーションプラザ棟 
2 階ほか 

▽対象　創業に興味のある人、創業
予定の人、創業後間もない人 
▽参加料　無料 
▽申し込み方法　電話、ファクスま
たはＥメール（住所、氏名、年齢、性別
電話番号を記入）で申し込みを。
■問 ひろさきビジネス支援センター

（〒 036・8182、土手町 31、土
手町コミュニティーパークコミュニ
ケーションプラザ棟２階 、☎ 32・
0770〈平日の午前９時～午後５
時 〉、 ■Ｆ 32・0771、 ■Ｅ hbsc@
jongara.net）

産後エクササイズ

▽とき　11 月９・16 日、午後２
時～３時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽対象　生後３か月～ 12 か月の乳
幼児と母親＝ 10 組
※事前の予約が必要。
▽料金　2,160 円（１回のみの受
講は 1,296 円）
▽持ち物　運動しやすい服装（ス
カート不可）、乳幼児の敷物（タオ
ルなど）、飲み物
▽指導者　内木仁美さん（日本母子
健康運動協会認定産後運動指導者）
▽その他　初回レッスン前に、健康
状態や目的など、カウンセリングを
行いますので、開始 15 分前までに
お越しください。
■問ウイング弘前（☎ 38・8131）へ。

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・第３土曜日の午前
11 時～ 11 時半、第２・第４土
曜日の午後２時～２時半
▽内容　「日本の昔話・民話・名作」
をテーマとした、絵本の読み聞か
せ、紙芝居、昔話、エプロンシア
ター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

弘前図書館 11月の
催し

 教室・講座


