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第２回市立博物館歴史講座

▽とき　10 月 22 日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「発掘からみえる歴史の
実像」－弘前地域を中心に－
▽講師　工藤清泰さん（日本考古学
協会会員）
▽定員　100 人（先着順）
▽参加料　無料（観覧料は必要）
■問 10 月 4 日から、市立博物館（☎
35・0700〈午前8時半～午後5時〉）
へ。

郷土文学館
「北の文脈文学講座」
▽とき　10 月 22 日（日）
　        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　朗読「津軽の詩」
▽講師　下川原久恭さん（語る会代
表）ほか
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。青森県民
カレッジ単位認定講座です。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）

男女共同参画普及啓発学習会

▽とき　10 月 28 日（土）
　　　　午前 10 時～午後０時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「名もなき家事～家事負
担、夫の気持ち・妻の認識～」
▽講師　齊藤望さん（ファザーリン

グ・ジャパン東北理事）
▽ファシリテーター　石岡百合子さ
ん（キャリアアドバイザー）
▽定員　50 人程度
▽参加料　無料
▽託児　３か月～小学校６年生の児
童の無料託児あり（10 月 14 日ま
でに申し込みを）
■問 10 月 21 日までに、電話かファ
クスで、男女共同参画ネットワーク
会議事務局（市民参画センター内、
☎ 31・2500、■Ｆ 36・1822）へ。

裂織でブローチを作ろう
参加者募集
　古くなった布や着なくなった服を
再利用して、裂織のブローチ作りを
体験してみませんか。
▽とき　10 月 28 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　小学生以上＝ 10 人（小学
生の参加は保護者の同伴が必要）
▽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 15 日から、弘前地区環
境整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受け付け時間は午前９時～
午後４時、月曜日は休館日、月曜日
が祝日の場合は翌日が休館日）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座

【ワード 2010 入門講座】
▽とき　11 月１日・８日・15 日

ねぷた絵描き方講習会

▽とき　10 月 15 日（日）
　　　　午前 10 時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会絵師
▽定員　小学生以上＝50人（先着順）
▽受講料　700 円
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、習字筆

（大・小）、ボタン刷毛
▽申し込み方法　10月11日までに、
受講料を添えて市立観光館管理事務
室へ。
※作品は雪燈籠まつり期間中、津軽
錦絵大回廊に展示します。
■問市立観光館（☎ 37・5501）

初心者向けりんご研修会

▽とき　10 月 21 日（土） 
        　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
▽内容　りんごの収穫研修会、りん
ご生産者との交流会
▽対象　りんご作業経験の少ない人

（高校生以上）＝約 20 人（先着順）
▽講師　青森県りんご協会職員
▽持ち物　飲み物、
汗拭きタオル、雨
がっぱ（雨天時） 
▽参加料　無料
■問 10 月 19 日まで
に、電話かファク
スまたはＥメール（住所・氏名・年
齢・電話番号を記入）で、ひろさ
き未来戦略研究センター（☎ 40・
0631、 ■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ hif@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

育児・介護休業法が変わります

　10 月 1 日から改正育児・介護休
業法がスタートします。保育所など
に入れない場合、育児休業が最長２
歳まで延長できるようになるほか、
事業主には、子どもが生まれる予定
の人などに育児休業の制度などを知
らせることや、育児目的休暇を導入
することが努力義務として課されま
す。詳しくは問い合わせを。
■問青森労働局雇用環境・均等室（☎
青森 017・734・4211）

都市計画変更案の縦覧

　中央弘前駅前広場の面積を変更す
る都市計画変更案を作成しましたの
で、縦覧します。

【変更する都市計画の名称】
弘前広域都市計画道路の変更（駅前
広場面積の変更、吉野町地内）

【変更案の縦覧】

の午前 10 時～午後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワープロソフト（ワード
2010）の活用方法
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますのでご注意ください。
▽対象　ワード 2010 入門講座を
受講した市民または普段からワード 
2010 を使用している市民＝ 30 人

（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問 10 月 15 日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800〈午
前８時半～午後５時〉）へ。

▽とき　10 月３日～ 16 日の午前
８時半～午後５時（土・日曜日、祝
日を除く）
▽ところ　都市政策課（市役所１階）
※原案は、10 月３日から市のホー
ムページでも閲覧できます。

【意見書の提出】
　市内に住所を有する人や利害関係
のある人は、縦覧期間の満了日時ま
でに、変更案について意見書を提出
できます。詳しくは問い合わせを。
■問都市政策課（☎ 35・1134）

違反建築防止週間

　10 月 15 日（日）から 21 日（土）
までは違反建築防止週間です。市で
は違反建築を未然に防止し、良好な
市街地環境の維持と建築物の適法性
を確保するため、違反建築防止週間
の一環として一斉公開パトロールを
実施します。
▽パトロール重点項目　建築確認
申請の徹底／工事現場における確
認表示板掲示の徹底／完了検査受
検の啓発
■問建築指導課（☎ 40・7053）

「大学コンソーシアム学都ひろさき」加盟校の学園祭

大学名 とき ところ 問い合わせ先
内容

弘前学院大学
10月 8日・9日 弘前学院大学（稔町） 弘前学院大学学生課（☎34・5211）
10月 8日（日）…メインイベント「芸人ライブ」、吹奏楽部演奏、ミス・ミスターコンテスト、カラオケ予選、
模擬店各種／ 10月 9日（月）…紙芝居、学生バンドライブ、カラオケ決勝大会、ハンドベルコンサート、ビン
ゴ大会、模擬店各種

東北女子大学

10月 21日・22日 東北女子大学清原キャンパス 東北女子大学学生課（☎33・2289）
①学科展示…【健康栄養学科】スポーツ栄養や郷土料理についての展示・適塩料理の試食・体組成の測定などの
体験コーナー・クイズラリーなど／【児童学科】実習に関する展示発表・授業での制作物や研究発表・制作コー
ナーやゲームコーナーなど、②各部・団体によるステージ発表・展示、バザー・ミス東北女子大学・軽食販売・
模擬店など、③特別企画…大道芸人アットによる「Special Juggling Show」（22日、午後 5時半～）

弘前医療福祉大
学・弘前医療福祉
大学短期大学部

10月 21日 弘前医療福祉大学・弘前医療福祉大学短期
大学部（小比内3丁目） 弘前医療福祉大学学生課（☎27・1001）

学科・専攻による展示や体験コーナー、レストラン、模擬店、お化け屋敷、巨大アップルパイ、ステージ発表など
東北女子短期大
学・東北栄養専
門学校・東北コ
ンピュータ専門
学校

10月 21日・22日 東北女子短期大学上瓦ケ町キャンパス 東北女子短期大学学生課（☎32・6151）
①短大各科と専門学校の展示…【短大生活科】生活科の紹介／【短大保育科】アトラクションの実施／【栄養専
門学校】介護予防などに関する展示／【コンピュータ専門学校】VR（仮想空間）を用いた IT空間を演出 
②文化部展示、③ステージ発表（日本舞踊、和太鼓、三味線、軽音楽）、特別企画（大道芸人アットによる「Special 
Juggling Show」）

弘前大学

10月 27日～ 29日 弘前大学文京町キャンパス 弘前大学総務部総務広報課（☎39・3007）／
学務部学生課（☎39・3112）

①学部展示…【人文社会科学部】特別展『「大」山王囲展　北上川下流域の縄文から弥生、成田コレクション考古・
アイヌ資料の特別公開』、【医学研究科】市民公開講座「総合診療医って何だろう？」「婦人科癌の話」／【保健学
研究科】市民公開講座「足の科学からみたスポーツ障害の予防」／【医学部附属病院】市民公開講座「腎臓を大切
にして健康長寿を実現しましょう」／【農学生命科学部】市民公開講座「江戸時代ナマコは輸出のスターだった。
そして今もスターである。～ナマコよもやま話～」／【弘前大学資料館】「被災地と向き合う－文化財レスキュー
の取り組み」、②模擬店、③花火ほか

放送大学青森
学習センター

10月 28日、午後 1
時半～３時

放送大学青森学習センター（文京町、コラ
ボ弘大７階） 放送大学青森学習センター（☎38・0500）

仁平政人さん（放送大学客員准教授）による公開講演会。明治の文豪・夏目漱石の独特な魅力に迫ります。
※詳しくは、各学校のホームページをご覧になるか、各学校へお問い合わせください。

 その他
 

　坂本館では、縄文時代前期の貯蔵穴や、幅４ｍ、深さ
1.5 ｍ、長さ 15 ｍを超える、平安時代以降の溝跡が見
つかっており、縄文土器や土師器など多数の遺物が出土
しています。完形の縄文土器などの遺物の展示も行いな
がら、現地説明会を開催しますので、おいでください。
▽とき　10 月 15 日（日）、午前 11 時～正午
▽ところ　坂本館発掘調査現場（館後字新田地内）
※県道 28 号岩崎西目屋弘前線を西目屋方面へ進むと、
国吉集落に入る手前のコンビニエンスストア付近の交差
点で市職員が交通案内します。
■問い合わせ先　文化財課埋蔵文化財係（☎ 82・
1642）

坂本館
発掘調査現地説明会


