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を行います。
▽とき　11月 26日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（品川さん、☎ 33・
4821）

劇団弘演
第 52 回公演「かあちゃん」
　山本周五郎の作品である貧乏長屋
の人情喜劇です。
▽とき　11月 26日の午後７時～、
27日の午後１時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　大人＝ 2,000 円、学生
（高校生以上）＝1,000円
※中学生以下は無料。
▽チケット販売所　紀伊國屋書店弘
前店、黒滝書店、平山萬年堂、弘前
市民劇場、まちなか情報センター、
弘前市社会教育協議会
■問劇団弘演事務局（秋本さん、☎
35・4670）

追手門広場フリースタイル
マーケット in クリスマス
　クリスマスカラーに装飾された市
立観光館（下白銀町）内で開催しま
す。
▽とき　11月 27日、12月４日・
11 日・18 日の午前 10 時～午後
３時
▽ところ　市立観光館１階多目的
ホール・ロビー
▽入場料　無料
■問市立観光館（☎37・5501）

第 22 回弘前市場まつり

▽とき　11月 27日（日）
　　　　午前７時半～11時
▽ところ　弘前水産地方卸売市場
（末広１丁目、弘果総合地方卸売市
場内）
▽内容　市民参加の模擬競り大会、
カニの大鍋、ジャンボアップルパイ
実演即売会、マグロ解体販売、水産

物・野菜・花などの即売会など
■問弘前市場まつり実行委員会事務局
（☎27・5511）

ヒロロスクエアの催し

【第６回食育フェスティバル】
▽とき　11 月 27 日（日）、午前
10時～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　りんごミニトーク＆クイ
ズ、りんご展示（試食付き）、食育劇、
健康食の試食など
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【白神そば！親子でそば打ち体験】
▽とき　11 月 27 日（日）、午前
10時～／午前11時 15分～　
※各１時間程度。打ったそばは持ち
帰ってもらいます。
▽ところ　３階多世代交流室１
▽対象　小・中学生とその保護者＝
各回５組（１組３人まで、先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　１人500円　
▽持ち物　エプロン、三角きん
【バリア ･ コンシャス プロジェク
ト！～あなたはどの「感」で楽し
む？】
　「障がい」に関する文化・スポー
ツ活動などの取り組みを体験できる
イベントです。見る・聞く・触るな
ど、色々な感覚でお楽しみください。
▽日程と内容　12 月４日（日）、
午前 10時半～＝①体験・体感！ア
ダプテッド・スポーツ、②映画「み
んなの学校」上映会（日本語字幕付
き）／午後１時半～＝③記念講演＆
ワークショップ…ゲスト・猪飼嘉司
さん（車椅子登山家）
▽ところ　①＝３階イベントスペース
／②・③＝４階市民文化交流館ホール
▽対象　市民　
▽入場料　①＝無料／②＝ 800 円
／③＝ 1,000円
※事前の申し込みが必要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎ 
35・0154〈平日の午前８時半～
午後９時〉）

サタディプラン
　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ど
も向けのプラネタリウム投影）　12
月３日・10日・17日の午前 10時
半～ 11 時／中央公民館（☎ 33・
6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせや紙芝居、
図書館地下書庫などの探検。対象は
小学校低学年）　12 月３日の午前
11時～正午／弘前図書館（☎32・
3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　12 月 10 日・17
日の午前９時半～正午／市立博物館
（☎35・0700）
【郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　12 月３日・10 日・17
日の午前 10時～正午／郷土文学館
（☎37・5505）
■問各会場へ。

第 19 回弘前市中学校技術
家庭科作品展・第 58 回弘前
地区小学校家庭科作品展

▽と き　11 月 26 日・27 日の午
前 10時～午後７時
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
■問石川小学校（小沼さん、☎ 92・
2110）

わげものが作った
新鮮農産物即売会
  農家のわげもの（若者）が生産し
た米・野菜・りんごなどの販売や、
もちの振る舞い（午前 11時開始）
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認知症の人と家族のつどい

▽とき　11月 27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）２階
▽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（弘前地域世話人・中畑さん、☎ 
44・4959、午後６時以降）

B&G 会長杯
ナイターバドミントン大会
▽とき　12 月 1日～平成 29 年 2
月 27日の毎週月・木曜日、午後７
時～（午後６時開場）
▽ところ　岩木B&G海洋センター
（兼平字猿沢）
▽対象　高校生以上で、市内に在住
または勤務している人（６人～ 10
人でチームを構成）
▽参加料　１チーム 5,000 円（各
自傷害保険に加入を）
▽その他　代表者会議を 11 月 28
日に行い、参加料を徴収します。
■問 11 月 25 日までに、岩木 B&G
海洋センター（☎82・5700）へ。

「無煙のまちづくりの日」
記念シンポジウム in 弘前
～タバコフリーで最短命県返上を－
４ 受動喫煙ゼロと喫煙率低下で健
康寿命アップ～
▽とき　12月３日（土）
　　　　午後５時～７時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽内容　「喫煙や受動喫煙による深
刻な健康被害の現状と、周回遅れの
日本のタバコ対策」…講師・大和浩
さん（産業医科大学教授）／「弘前
市たばこの健康被害防止対策の指針
について」…講師・市職員（健康づ
くり推進課）ほか　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県タバコ問題懇談会（☎青森
017・722・5483）
※平成 28年度市民参加型まちづく

り１％システムの採択事業。

弘前学院大学地域総合
文化研究所講演会

「青森県の琴と弓－招魂の弦楽器－」
▽とき　12月３日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　講演「津軽の縄文琴の出土」
…講師・鈴木克彦さん（弘前学院大
学地域総合文化研究所客員研究員）
／講演「古代の琴と弓」…講師・畠
山篤さん（同所長）／講演「イタコ
の弓」…講師・笹森建英さん（弘前
学院大学客員教授）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部事務（成田さ
ん、☎34・5211）

harappa 映画館「ミステリ
アスな男たち＆女たち」
▽日程と内容　12 月 3 日（土）、
①午前 10時半～＝「東ベルリンか
ら来た女」／②午後１時半～＝「ロー
マに消えた男」／③午後３時 45分
～＝「アクトレス～女たちの舞台～」
▽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＝1,000円（１
回券）、2,500 円（３回券）／当日
券＝ 1,200 円（１回券）／学生＝
500円（１回券）
※１作品ごとに１回券が１枚必要。
▽チケット販売所　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
café（百石町展示館内）
■問 harappa事務局（☎31・0195）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

第４回ひろレクデー

▽とき　12月４日（日）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１・第２・第３会議室
▽内容　レクリエーションを通した
体力測定、ダンス、いろいろお楽し
みクラフト、いすに座ってレクササ

イズ、ミニお天気実験教室、冬のお
はなし会など
▽参加料　大人 500 円、子ども
300円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
■問ひろさきレクリエーション協会
（☎携帯070・3996・3873）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ふれあい高齢者ラージボール
卓球親善大会
▽とき　12月４日（日）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）体育館
▽内容　団体戦（抽選で４人 1組
の男女混合チームを編成）
▽対象　60歳以上の市民
▽参加料　1人 600 円（昼食代を
含む。当日徴収）
■問 11 月 21 日までに、弘前ラー
ジボール卓球協会（木村さん、☎
33・2407）へ。

ひろさき出愛サポートセンター
「きっと婚（こん）どは大丈夫！
大人の『めぐり婚』パーティー」

　結婚歴のある人や結婚歴がある人
との交際を前向きに考えられる人の
ための婚活イベントです。
▽とき　12月 10日（土）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　ダイニングリゾートエル
ライナー（城東北３丁目）
▽内容　ゲームなどを通じて親交を
深めます
▽対象　市内に在住または勤務する
20代後半～ 40代の独身男女＝各
20人
※ひろさき出愛サポートセンター会
員を優先します。
▽参加料　男性＝ 4,000 円、女性
＝3,500円
※詳しくは市ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/seido/hirosaki-deai.
html）をご覧ください。
■問 12 月５日までに、電話かファク
スまたはＥメールで、ひろさき出愛
サポートセンター（☎ 35・1123、
■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ h-deai@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
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