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弘前会議【テーマ 津軽塗】

　10 月８日～ 10 日に、弘前の資源をテーマとした、トークセッションや発想力・想像力を高めるイベントを集中開催し
ました。今号では各コンテンツの内容について紹介します。

弘前会議【テーマ 前川建築】

　プロダクトデザイ
ナーの喜多俊之さん
と地元の職人が「津
軽塗」の歴史と魅力、
その新たな可能性な
どについて語り合い
ました。
　会場では、現在展
開している「津軽塗

プロジェクト」で作られた喜多さんの新たな商品のスケッ
チ画も公開され、参加者らは期待に胸を膨らませていま
した。

　「 弘 前 の 風 土 だ か
らこそ生まれる温か
みのある建築」と語
る建築家の伊東豊雄
さん。　
　市民が前川建築を
守ってきた歴史や建
物 そ の も の の 魅 力、
そして前川の人とな

りなど、興味深いエピソードなどで会場を沸かせていま
した。今後は全国の前川建築を保有する自治体と連携し
ながら、さまざまな取り組みを行っていきます。

10 月 9 日

こども・まちづくり塾

　建築家の伊東豊雄さん、大西麻貴さんを講師に迎え、市内の中学・高校生 18 人が未来の弘前のまちの模型を制作するワー
クショップを４回にわたって開催。制作した模型は、10 月 26 日から東京で開催されている国際見本市「TOKYO DESIGN 
WEEK 2016」地方創生展で展示されたほか、30 日に参加者代表４人が模型を前に発表を行いました。

　初日は弘前の歴史などについて
学んだ後、吉野町周辺を歩きなが
ら、未来の弘前のまちについて、
アイデアの種を探しました。

　２・３回目は模型制作を実施。
　学生ボランティアのサポートも
受け、弘前の未来のまちについて
夢を膨らませながら制作！

　最終日は、講師の伊藤先生・大
西先生に向けてプレゼンテーショ
ンを実施。郷土愛を感じるユニー
クなアイデア満載の、未来の弘前
のまちが完成！

１回目 ２・３回目 ４回目

弘前アイデアソン

　“ ファッション（洋服）” と “ プロダクト（商品）” のテーマでグループに分かれて「りんごにちなんだ贈りもの」につい
て話し合い、プレゼンテーションをしました。弘前の新たなコンテンツ開発に向けてのアイデアをゲストと共有し、参加
者の創造力を高める刺激的な１日となりました！今後は、アイデアをヒントにデザイナーが実際に新しい贈り物の試作品
を製作します。

　参加者が前もって考えた
アイデアをグループで発表
し、そこからさらにアイデ
アを磨き上げます。地元の
進 行 役 や ゲ ス ト が 加 わ り、
トークは白熱！

「食べられる絵本」、「小学生
のランドセルをりんごの形に
する」など、ゲストも度肝を
抜かれるようなユニークなア
イデアが盛りだくさんで、会
場は大盛り上がり！

10 月 10 日

グループワーク プレゼンテーション・講評

 左から、菱川勢一さん（映像作家）、茂木健一郎さん（脳科
学者）、辰野しずかさん（プロダクトデザイナー）、葛西市長、
生駒芳子さん（ファッションジャーナリスト）、西野亮廣さ
ん（芸人・アーティスト）

９月 25 日、10 月２日・８日・９日
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 暮らしのinformation
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

●弘前市役所　☎ 35・1111／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111

各種無料相談会
名　称 内　容 とき ところ 問い合わせ・申込先
行政書士
無料相談会

許認可・相続・遺言・成年後見な
どの相談会（事前の予約は不要）

11月８日（火）、午後１時
半～３時半

ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室

奈良行政書士事務所
（☎40・0024）

夜間・休日
納税相談

日中や平日に納税相談ができない
人のための夜間・休日納税相談

夜間＝11月18日・21日・
22日・24日・25日の午後
５時～７時半／休日＝11月
27日の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁舎２
階）

収納課（☎40・
7032、40・7033）

福祉・保育の
お仕事まるっ
と移動相談会

福祉・保育に関するセミナー付き
仕事相談

11 月 11 日の午前 10 時～
午後８時、12 日の午前 10
時～午後６時

さくら野百貨店弘前店（城
東北３丁目）１階アクア
リウム渡嘉敷前特設会場

青森県社会福祉協議会
福祉人材課（☎青森
017・718・2225）

女性弁護士に
よる女性のた
めの法律相談

家庭や職場、地域などで女性が抱
える法律に関する問題についての
アドバイス（対象…事前に電話相
談した人で、法律相談が必要と認
められる人＝３人）

11月８日（火）の午後２時
～４時（１人40分程度）

市民参画センター（元寺
町）

青森県男女共同参画セ
ンター相談室（青森市
中央３丁目、アピオ
あおもり内、☎青森
017・732・1022、
水曜日を除く午前９時
～午後４時）

表示登記無料
相談会

法務局職員と土地家屋調査士が不
動産の表示に関する登記・筆界特
定手続に関する相談を受けます（電
話相談も可）

11 月 12 日（土）、午前10
時～午後３時半

市民会館（下白銀町）２
階第一小会議室

青森県土地家屋調査士
会会館事務局（☎青森
017・722・3178）

女性の人権ホ
ットライン強
化週間

平日の電話相談時間を延長し、土・
日曜日も電話相談を行います。

11 月 14 日～ 18 日の午前
８時半～午後７時、19日・
20日の午前10時～午後５時

相談専用電話番号（☎
0570・070・810）

青森地方法務局人権
擁護課（☎青森017・
776・9024）

よろず相談会

ボランティアグループ「らの会」
による相談会。複数の専門家が、
どこに相談したらよいかわからな
い相談内容についても対応します
（事前の予約は不要）。

11 月 27 日（日）、午後１
時～４時

市民会館（下白銀町）中
会議室

ボランティアグループ
「らの会」（三上さん、
☎38・1829）

教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

躰道（たいどう）
体験教室

11月２日～ 30日の
毎週月・水・木・金曜
日、午後７時～８時

月・木曜日＝
青森県武道館
（豊田２丁目）
／水・金曜日
＝弘前Ｂ＆Ｇ
海洋センター

小学生 800円  

電話かファクスまたはEメールで、
弘前市躰道スポーツ少年団（ヒュー
ゴソン アルヴァルさん、☎携帯
090・3759・3648、■Ｆ36・4218 
■E taiken@taido.net）へ。

市民弓道教室
11月９日～、毎週水
曜日、午後５時～８時
（全 20回）

市立弓道場
（笹森町） 有段者＝10人 600円  

11 月８日までに、電話で、弘前弓
道会（棟方さん、☎携帯090・
5231・9562）へ。

体スッキリ楽々
体操教室

11月 18日～ 12月
16日の毎週金曜日、
午前 10時半～ 11時
半

市民体育館
（五十石町）
フィットネス
ルーム

市民＝12人 無料 （※２）
11月 10日（必着）までに、市民
体育館（〒 036・8362、五十石
町７、☎ 36・2515）へ。
（※ 1）（※３）

かけっこ教室
11月 24日～ 12月
19日の毎週月・木曜
日、午後４時半～６時

河西体育セン
ター（石渡 1
丁目）体育館

市内の小学校
１～４年生＝
20人

無料
なわとび、着
替えの持参
を。（※２）

11月 14日（必着）までに、河西
体育センター（〒 036・8316、
石渡 1丁目 19の 1、☎ 38・
3200）へ。（※ 1）（※３）

水泳教室（平泳）
11月 29日～ 12月
16日の毎週火・金曜
日、午前 10時～ 11
時

温水プール石
川（小金崎字
村元）

クロールで25
ｍ泳げる市民
＝ 15人

無料
水泳帽、水
着、ゴーグ
ル、バスタオ
ルの持参を。

11月 15 日（必着）までに、温水
プール石川（〒 036・8123、小
金崎字村元 125、☎ 49・7081）へ。
（※ 1）

ゆったり体力
UPストレッチ
教室

12月１日～ 27日の
毎週火・木曜日、午後
１時半～２時半

金属町体育セ
ンター集会室 市民＝10人 無料 （※２）

11月 22日（必着）までに、金属
町体育センター（〒 036・8245、
金属町 1の 9、☎ 87・2482）へ。
（※ 1）（※３）

手軽に楽しく健
康づくり教室

12月６日～ 27日の
毎週火曜日、午後１時
半～２時半

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール

市民＝20人 無料  
11 月 23日（必着）までに、弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒 036・
8057、八幡町１丁目９の１、☎
33・4545）へ。（※ 1）（※３）

ヒロロ健康サー
クル～みんなで
体を動かそう！
～

12月６日～ 20日の
毎週火曜日、午前 10
時半～11時 50分（受
け付けは午前10時～）

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール

毎週継続して
参加できる40
歳以上の市民
＝ 30人

無料 （※２）
11月 15日（必着）までに、健康
づくり推進課（〒 036・8711、
野田２丁目７の１、☎ 37・
3750）へ。（※ 1）（※３）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…室内用シューズの持参を。
※３…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。

各種スポーツ・体操教室


