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学生地域活動成果発表会

　「学生力」による魅力あるまちづ
くりの推進を目的とした学生地域活
動支援事業に採択された学生団体の
活動内容や成果を広く知ってもらう
ため、平成 27年度成果発表会を開
催します。
▽とき　２月 23 日（火）、午後１
時～３時（開場は午後０時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽発表団体　ロコモ．com／弘前
大学アカペラサークル V.E.L ／弘
前大学吹奏楽団／弘前大学お笑い
サークルWPS／弘大囃子組／弘前
学生BBS会
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問学園都市ひろさき高等教育機関
コンソーシアム事務局（☎ 39・
3904）

講演会
「地産品の魅力と販路開拓」
　地域物産品の販売促進や販路拡大
について考える講演会を開催しま
す。
▽とき　２月24日（水）
　　　　午後３時～５時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽講師　鎌田由美子さん（みちのく
銀行取締役）
▽参加料　無料
■問２月 22日までに、弘前市物産協
会（下白銀町、☎33・6963）へ。

平成27年度岩木健康増進
プロジェクト結果報告会
　健康のレベルアップに役立つ最新
情報や実践例について、弘前大学の
医師などがお話しします。
▽とき　２月27日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田

１丁目）２階大ホール
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院医学研究科社会医
学講座（☎ 39・5041）／弘前市
保健センター（☎37・3750）

講演会
「歴史と文化の生きづく町弘前」
　平成 28年度県民文化祭が当市で
開催されるのに先がけ、講演会を開
催します。
▽とき　２月28日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）曙の間
▽講師　今井二三夫さん
▽定員　100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市文化団体協議会（☎ 34・
6555）

お殿様・お姫様衣装
着付け体験　
　お殿様やお姫様の着付け体験がで
きます。子ども用もありますので、
ぜひおいでください。
▽とき　３月 31日までの午前９時
～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　無料
■問市みどりの協会（☎33・8733）

ひろさき地域エネルギー
シンポジウム
　北欧などで一般的な地域熱供給
（地域暖房）や全国各地の取り組み
事例に触れ、雪国・弘前ならではの
地域エネルギー事業を考えるシンポ
ジウムです。
▽とき　２月29 日（月）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「熱エネルギーのため
の新しい都市インフラ」、弘前市の
取り組み紹介、他地域の事例紹介

▽講師　三浦秀一さん（東北芸術工
科大学教授）ほか
▽対象　市民、地元企業、地域エネ
ルギー事業に関心のある人＝ 100
人（先着順）
▽参加料　無料
▽申 し 込 み 方 法　２月 22 日ま
でに、森林環境リアライズ（☎
北 海 道 011・699・6830、 ■Ｆ
北 海 道 011・699・6831、 ■Ｅ
symposium@f-realize.co.jp）
へ。
■問スマートシティ推進室（☎ 40・
7109）

harappa 映画館
「函館発　佐藤泰志映画祭」
　北海道新幹線開業を記念し、函館
に生まれ育った佐藤泰志の小説を原
作とする映画２本を上映します。
▽日程と内容　３月５日（土）、①
午後１時～=「海炭市叙景」／②
午後４時 15分～＝「そこのみにて
光輝く」（Ｒ 15＋指定）／③午後
６時15分～＝シネマトーク
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽入 場 料（前売り券）　一般＝
1,000（1,200）円／学生＝ 500
円
※（）内は当日券。１作品ごとに入
場料が必要。
▽入場券販売所　中三弘前店、紀伊
國屋書店弘前店、まちなか情報セン
ター、弘前大学生協、コトリcafe（百
石町展示館内）
■問 harappa 事 務 局（ ☎ 31・
0195、 ■Ｅ post@harappa-h.
org、■Ｈ http://harappa-h.org）
※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。

避難訓練コンサート
～青森県警察音楽隊演奏会～
　市民会館ホールでコンサートを楽
しんでいる最中に地震による火災が
発生。スタッフの誘導のもと実際に
避難し、災害時の対応を体験できま
す。訓練後は、青森県警察音楽隊の
演奏をお楽しみください。
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▽とき　３月９日（水）、午後１時
半開演（開場は午後１時）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽対象　市民（未就学児は不可）
▽入場料　無料（整理券が必要）
▽整理券受取方法　市民会館また
は FMアップルウェーブ（土手町）
で直接受け取るか、2月 25日（必
着）までに、往復はがきに必要事項
を記入の上、市民会館（〒 036・
8356、下白銀町１の６）へお申込
みください。
【往信裏面】郵便番号・住所・代表
者氏名・人数（５人まで）・電話番
号
【返信表面】郵便番号・住所・氏名
※返信用裏面には何も書かないでく
ださい。
■問市民会館（☎ 32・3374、第 3
月曜日を除く午前９時～午後５時）

弘前路地裏探偵団・鹿田団長と
写真でめぐる弘前
　家庭に眠る８㎜（16㎜）フィル
ムを持ち寄り、地域のみんなで鑑賞
する「ホームムービーの日」を行う

ＨＭＤ弘前が、弘前のまちの様子や
建物の写真をもとに弘前の昔と今に
ついて楽しく学ぶ会を行います。
▽とき　３月13日（日）
　　　　午後１時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　鹿田智嵩さん（弘前路地裏
探偵団）
▽定員　30人程度
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問ＨＭＤ弘前（竹森さん、☎携帯
070・5473・5245〈午後６時以降〉、
■Ｅ hmd.hirosaki@gmail.com）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの対象事業。

第９回ふれあい介護者教室

▽とき　２月23日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽テーマ　「認知症あるある劇場第

三弾！」～レビー小体型認知症につ
いて
▽内容　レビー小体型認知症の症状
と対応を寸劇にして紹介します
▽対象　市民＝40人程度
▽参加料　無料
■問２月 22 日までに、松山荘在宅
介護支援センター（下山さん、☎
82・3330）へ。

中級古文書読み方講習会

　弘前図書館所蔵の藩政時代の古文
書を活用した読み方講習会です。
▽とき　２月 27 日、３月５日・
12日・19日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問２月26日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

　プロ野球一軍戦誘致の機運を盛り上げるため発足し
た「弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会」では、今
年も 1,000 人規模での楽天イーグルス一軍公式戦観
戦ツアーを実施します。
▽とき　４月９日（土）、午後２時試合開始
▽ところ　Kobo スタ宮城（宮城県仙台市宮城野区）
▽対戦カード　「楽天イーグルス」対「日本ハムファ
イターズ」
▽募集人数および参加料　
○日帰りバスツアー…市民および市内に通勤・通学
している人とその家族＝ 600人／一般＝ 7,500 円、
４歳以上中学生以下＝ 3,500 円／○現地集合…青森
県民＝400人／ 500円（交通費は各自負担）
※先着順のため、定員になり次第締め切ります。
▽参加条件　チーム青森への入会（入会金500円）
※参加料にはチーム青森への入会金が含まれています
（特典としてチーム青森タオル、観戦チケット付き）。

　楽天イーグルス一軍公式戦観戦ツアー2016　

 教室・講座
 

▽申し込み方法　２月 22日～３月 18日に、ファク
スかＥメールで、弘南観光開発（■Ｆ 36・3312、■Ｅ
konan@jomon.ne.jp）へ。ファクスまたはＥメー
ルでの申し込みが困難な場合は、弘前市プロ野球一軍
戦誘致実行委員会事務局（市役所２階、文化スポーツ
振興課内）窓口で受け付けます。
※申込用紙は、弘南観光開発、文化スポーツ振興課、
市内体育施設等の公共施設に備え付けているほか、市
ホームページからダウンロードできます。詳細につい
てはチラシ（申込用紙）をご覧ください。なお、本ツ
アーの実施については、市議会において関連予算が可
決されない場合は旅行の実施を取りやめる場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。
■問い合わせ先　弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委
員会事務局（文化スポーツ振興課内、☎ 40・7115）
／旅行については弘南観光開発（駅前２丁目、☎
36・5111）へ。


