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友好都市群馬県太田市で
制作された映画「群青色
の、とおり道」上映会

▽とき　11 月 20 日（日）、午前の
部＝ 10 時～、午後の部＝１時半～
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽定員　各 100 人
▽観覧料　無料
▽その他　11 月５日から、市立観
光館・まちなか情報センター（土手
町）で入場整理券を配布します。
■問弘前フィルムコミッション実行委
員会事務局（弘前観光コンベンショ
ン協会内、☎ 35・3131）

小学生に贈るおはなし

▽とき　11 月 23 日（水・祝）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　読み聞かせ、昔話、紙芝居、
人形語り、ストーリーテリングなど
▽語り手　おはなしボランティア
▽対象　小学生以上、お話に関心の
ある人
▽その他　絵本をプレゼントする
コーナーもあります。不要な絵本が
あれば、当日持参してください。
■問弘前図書館おはなしボランティア

（髙嶋さん、☎携帯 080・5571・
9551）、 弘 前 図 書 館（ ☎ 32・
3794）

中学生・高校生のための
俳句イベント

【俳句初心者教室】
▽とき　11 月 26 日（土）
　　　　午後２時～４時半

▽内容　俳句を読んだり作ったりす
る時のコツを学んだ後、実際に作っ
てみます。
▽対象　中学・高校生＝ 30 人
▽持ち物　筆記用具、ノートなど

【吟行句会】
▽とき　11 月 27 日（日）
　　　　午前 10 時～午後４時
▽内容　弘前のまちや公園を歩き、
自分だけの言葉を探して俳句を作
り、仲間の句と鑑賞し合います。
▽対象　高校生＝ 30 人
▽持ち物　筆記用具、ノート、昼食、
雨具、持っている人はデジカメ、歳
時記
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽講師　村越敦さん（俳人）ほか
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問 文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

弘前市青年交流会
婚活パーティー 
～ Dolce de Ti amo（ドルチェ
でティアモ）～ Part3
　盛りだくさんのスイーツを楽しみ
ながら、ステキなひとときを過ごし
ませんか。
▽とき　12 月 10 日（土）
　　　　午後６時半～９時
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）13 階「ステラ」
▽内容　市内の洋菓子店から集めた
盛りだくさんのスイーツを楽しみな
がらの交流パーティー
▽対象　おおむね 25 歳～ 50 歳の
独身男女（男性は市内に居住する農
業青年）＝各 20 人
▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
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＝ 2,500 円
▽その他　男性は、スーツまたは
ジャケット着用でおいでください。
参加女性にはりんごをプレゼントし
ます。
■問 12 月２日までに、弘前市青年交
流会実行委員会事務局（市農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

おかげさまで 10 周年
千年交流センター忘年祭
▽とき　12 月４日（日）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　千年交流センター（原ケ
平５丁目）
▽内容　センター利用者による発表
会、渋谷伯龍さんによるお話会、南
中学校特別展示会など
▽参加料　無料
■問 千 年 交 流 セ ン タ ー（ ☎ 87・
5519）

３Ｂ体操

【無料講習会】
▽とき　11 月９日・16 日・30 日
の午前 10 時半～ 11 時半
▽内容　３Ｂ用具を使って遊びなが
ら基礎体力をつけ、親子で楽しみな
がらスキンシップを深めます。
▽対象　就園前の子どもとその家族

【いきいき体操無料講習会】
▽ と き　11 月 ８ 日 ～ 11 日・16
～ 18 日・22 日・24 日・25 日・
29 日・30 日の午後１時～２時半
※ 11 日のみ午前 10 時～ 11 時半。
▽内容　有酸素運動、バランス機能

改善運動、筋力づくり運動、ストレッ
チなど
▽対象　20 歳以上
～共通事項～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
フィットネスルーム
▽定員　各 20 人程度
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　運動着、室内用シューズ、
タオル、飲み物
■問日本３Ｂ体操協会青森支部（南さ
ん、☎青森 017・743・4465）

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員、学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つワークショップを行いま
す。
▽日程と内容　11 月９日…「地域
有形文化財の保存対策と非破壊透
視技術による活用新提案」／ 11 月
23 日…「経済学で読み解く地域と
都市の経済発展」
※時間はいずれも午後６時半から。
▽ところ　中央公民館（下白銀町）
第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝ 30 人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。詳しくは
ホームページをご覧ください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）／弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎ 
39・3198、 ■Ｈ http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）

北の文学文脈講座

▽とき　11 月 19 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ　１部…「福士幸次郎－胸
にひそむ火の叫びを－」／２部…朗
読「土筆（ベベコ）」木村助男作
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽朗読　今ゆき子さん、下川原久恭
さん
▽受講料　無料（観覧料〈高校生以
上＝ 100 円／小・中学生＝ 50 円〉
が必要）
※事前の申し込みは不要。65 歳以

上の市民、市内の小・中学生や留学
生、市内外の障がい者、ひろさき多
子家族応援パスポートを持参の人は
無料。年齢や住所を確認できるもの
の提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

家事家計講習会

▽とき　① 11 月 10 日（木）、午
前 10 時 ～ 正 午 ／ ② 11 月 12 日

（土）、午前 10 時半～正午
▽ところ　①市民参画センター（元
寺町）／②ヒロロ（駅前町）３階多
目的室
▽内容　①中高年からの家計の傾
向、エプロンを楽しむ、手作り調味
料／②楽しく作っておいしくいただ
く子どもの食事、ライフデザインと
私の家計簿、子どもの衣服の整理
▽受講料　前売り＝ 350 円／当日
＝ 400 円（資料代として）
▽託児　100 円（軽食代として。
事前の予約が必要）
■問弘前友の会（平尾さん、☎ 36・
5691）

青森県作業療法士会公開講座

▽とき　11 月 19 日（土）、午後２
時～３時半（受け付けは午後１時半
～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）会議室
▽テーマ　「訪問リハビリテーショ
ンについて～在宅におけるリハビリ
の活かし方～」
▽講師　菊地教継さん（健生病院リ
ハビリテーション科作業療法士）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県作業療法士会広報部（上谷
さん、☎ 39・5987）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

市民ボランティアによる
パソコン講座

【年賀状作成講座】
▽ と き　11 月 22 日・29 日 の 午
前 10 時～午後３時
※２日間で１セットの講座です。

▽ところ　総合学習センター ( 末広
４丁目 )
▽内容　ワード 2010 などを活用
した年賀状の作成
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウス操作ができる市民＝ 30
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問 11 月６日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800〈受
け付けは午前８時半～午後５時〉）
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３時～３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

緑の相談所 11月の
催し

【展示会】
●きのこ写真展　11 日～ 20 日
●木の葉展　27 日～ 12 月５日

【講習会など】
●庭木の雪囲い実習　19 日、午
後１時半～３時半
●フジとブドウのせん定　26日、
午後１時半～３時半

【弘前城植物園…今月見られる花】
花…チャノキ、十月桜、野菊など
実…サンシュユ、カリン、マルメ
ロなど
紅葉…モミジ、ニシキギ、ドウダ
ンツツジなど
●休館日　24 日・28 日
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

今年 ８月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（４月～８月の累計
から算出）

今年
昨年
差

6,374t

1,054g
1,098g
-44g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

91t 減 !!
（昨年同月比）

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎ 35・1130）

 

　４月～８月に衣類回収ボックス
に集まった衣類は２万3,174㎏だ
よ！協力ありがとう！ところで、
衣替えはもう終わった？洋服の処
分は燃やせるごみではなく、衣類
回収ボックスに持ってきてね！
「混ぜればごみ、分ければ資源」
をみんなで実践しよう！


