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弘前自衛隊音楽まつり

▽とき　平成29年１月22日（日）、
午後４時開演（予定）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽出演　陸上自衛隊第９音楽隊、Ａ
ＯＭＯＲＩ花嵐桜組、岩木登山ばや
し保存会
▽申し込み方法　11 月１日～ 12
月２日（必着）に、往復はがきに
必要事項を記入の上、〒 036・
8533、原ヶ平字山中 18 の 117、
陸上自衛隊弘前駐屯地広報室へ申し
込みを。
【往信用裏面】住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・希望人数（１～２人）
【返信用表面】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）
※応募は１人１枚とし、抽選によ
り、返信はがきで当落をお知らせし
ます。当選はがき１枚につき２人ま
で入場可。
■問陸上自衛隊弘前駐屯地広報室（☎
87・2111〈内線 205〉）

弘前大学農学生命科学部
公開講座「たまごと牛乳の話」
▽とき　10月 23日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
（文京町）３階302講義室
▽内容　講演「たまごの話」…講
師・鈴木裕之さん（農学生命科学部
教授）、「牛乳・乳製品の話」…講師・
戸羽隆宏さん（農
学生命科学部教授）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。
■問弘前大学農学生命科学部地域連携
推進室（藤江さん、☎39・3756）

ごはんDEベーグル
＆元気スープ作り
▽とき　10 月 29 日（土）、午前

10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理室
▽内容　国産強力粉と自然農法産米
を使ったベーグルと、野菜たっぷり
のスープを作ります。
▽対象　親子＝12組（先着順）
※兄弟で参加する人は、申込時にお
知らせください。
▽参加料　１組500円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、ハンドタオル
■問 10 月 23 日 ま で に、 美 育・
食 育 は な か（工藤さん、☎携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）へ。
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

市民公開講座と
マッサージ奉仕
▽とき　10月 30日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）２階
▽内容　
①「理学療法士のお仕事」（午前
10 時～午後 0時 15 分）…講師・
牧野美里さん（弘前大学医学部保健
学科理学療法学専攻助教）
②「家庭でできるセルフエクササ
イズの実技指導」（午後１時～３時
15分）…講師・石川大瑛さん（弘
前大学医学部保健学科理学療法学専
攻助教）※実技のできる服装でおい
でください。
③マッサージ奉仕会（午後３時 15
分～５時）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問藤田はりきゅうマッサージ（☎
33・6435〈平日の午後〉）

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
のセミナーです。
▽とき　① 11月２日、②９日、③
16日、④ 30日の午後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

弘前市社会福祉大会

　「ふれあいのまちづくり」をスロ
ーガンに開催します。
▽とき　11月 18日（金）
　　　　午後０時半～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　①オープニングアトラクシ
ョン／②福祉協力校活動体験発表／
③記念講演／④式典（社会福祉事業
の功労者表彰）／⑤福祉施設・団体
で作った加工食品、野菜、工芸品な
どの即売
▽入場料　無料
■問市社会福祉協議会（宮園２丁目、
☎33・1161）

ＮＨＫ放送番組
「民謡をたずねて」
公開収録観覧者募集

　日本を代表する民謡歌手が、地元
をはじめ全国各地の民謡の魅力を紹
介する番組です。
▽とき　11月 12日（土）、午後 1
時半～（午後１時開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽出演者　山本謙司さん、関下恵子
さん、武花千草さんほか
▽申し込み方法　10 月 26 日（必
着）までに、往復はがき（私製を除
く）に必要事項を記入の上、〒030・
8633（住所不要）、ＮＨＫ青森放
送局「民謡をたずねて」観覧係へ申
し込みを。
【往信用裏面】郵便番号・住所・氏名・
電話番号
【返信用表面】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）
※応募多数の場合は抽選の上、当選
者には入場整理券（１枚で２人入場
可）を、落選者には落選通知を 11
月 1 日に発送予定です。なお、未
就学児の観覧はお断りしています。
▽その他　応募の際に取得した情報
は、抽選結果の連絡のほか、NHK
の受信料のお願いに使用する場合が
あります。
■問ＮＨＫ青森放送局（☎青森017・
774・5111、 ■Ｈ http://nhk.jp/
aomori）

▽内容　①「創業スタートアップ」
…講師・石川悟さん（インキュベー
ション・マネジャー）／②「資金調達、
融資制度」…講師・日本政策金融公
庫弘前支店、市商工振興部・そのほ
か創業者の事例発表／③「創業の手
続き、会計の基礎知識」…講師・川
村啓之さん（社会保険労務士）、薬
師山正人さん（税理士）／④商品づ
くりとファンづくり～商売をデザイ
ンする～」…講師・常田あきえさん
（MEDIA Maker）
▽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　電話かファクスま
たはＥメール（住所、氏名、電話番
号、性別、年齢を記入）で申し込み
ください。
■問ひろさきビジネス支援センター
（☎ 32・0770〈平日の午前 9 時
～午後 5 時〉、■Ｆ 32・0771、■Ｅ
hbsc@jongara.net）

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座2016

「日本から世界へ－時空をこえる人
文学－」
　人文学研究の「今」を分かりやす
くお伝えします。日本や世界の文化・
歴史を再発見してみませんか。
▽とき　11月３日（木・祝） 
　　　　午前10時～午後４時半
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館岩木ホール（文京町）
▽内容　講演①「古代東北の文字文
化をさぐる」…講師・武井紀子さん
（弘前大学人文社会科学部講師）、②
「イスラーム史の中の“カリフ”－
指導者像の形成と展開－」…講師・
亀谷学さん（同大学講師）、③「ニュー
ジーランドから学ぶ共生の作法」…
講師・澤田真一さん（同大学准教授）、
④「考古学から見たアイヌと和人」
…講師・関根達人さん（同大学教授）
／特別講演「『源氏物語』から世界へ」
…講師・李愛淑さん（国立韓国放送
通信大学校教授）
▽定員　100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（古川さん、☎ 39・
3198）

秋の陶芸体験教室

▽とき　11 月５日・26 日の午前
９時～11時半
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　基礎を学びながら、手ろく
ろによる簡単な物を自由に制作し、
色付けして個性あふれる作品を目指
します。
▽講師　神恭彦さん
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　550 円（材料費、保険
料として）
▽持ち物　ふきん（ぞうきん）１枚
※汚れても良い服装でおいでくださ
い。
■問 11月 3日までに、裾野地区体育
文化交流センター（☎ 99・7072、
月曜日は休み）へ。

笑って、学んで、認知症を
理解しよう

【認知症の理解とその対応】
▽とき　11月５日（土）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）体育室
▽内容　じゅんちゃん一座による寸
劇「姑VS嫁　絶対お前が盗ったん
だ」、認知症についての話…講師・
竹内淳子さん（十和田市中央病院メ
ンタルヘルス科診療部長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前暮らしの保健室（佐藤さん、
☎携帯070・3149・4890）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

第15回鳴海・弘前中央病院
健康講座
　「女性の健康について～乳がん・
子宮がん～」をテーマに、女性を中
心に行う乳がん・子宮がん検診につ
いて紹介します。
▽とき　11月５日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前商工会議所会館（上
鞘師町）２階大ホール
▽内容　講演「マンモグラフィ検診
について」…講師・寺山順子さん（鳴

海病院診療放射線部技師長）、講演
「女性のがん検診について」…講師・
大橋正俊さん（鳴海病院健康管理セ
ンター長）　　　　
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問鳴海病院健康管理センター（☎
37・2550）

創業フォローアップセミナー

　創業後の経営の悩みを解決するヒ
ントを学んでみませんか。
▽とき　11 月９日（水）、午後１
時半～５時（午後１時開場）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）視聴覚室
▽内容　①セミナー（販売促進策、
資金繰り、集客方法のヒントなど）、
②個別相談会（１人15分程度）
▽講師　伊藤朗さん（ＡＢＣオフィ
ス代表取締役、中小企業診断士）
▽対象　創業後５年未満の経営者
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県信用保証協会経営支援課
（ ☎ 青 森 017・723・1356、 ■Ｆ
017・722・9870、 ■Ｅ shien@
cgc-aomori.jp）

裂き織りでブローチを作ろう

　古くなった布や着なくなった服を
再利用して、初心者でも簡単にでき
る裂き織り体験をしてみませんか。
▽とき　11月 12日（土）　
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　石田美津子さん
▽対象　中学生以上＝10人
▽参加料　無料
▽ 持 ち 物　
フォーク（大
きめのもの）、
ハンカチや手
ぬぐいなどの
不要になった
布
■問 10 月 25 日から、弘前地区環
境整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前 9時～午後
４時）へ。
※月曜日は休館日。

 教室・講座
 


