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時半～４時
▽ところ　移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１丁目）
▽内容　Uターン者との座談会、専
門家による就職セミナー（弘前市の
求人企業の情報や転職活動のこつな
ど）、移住支援制度の説明、個別移
住相談など
■問 10月31日までに、電話かファクス
またはＥメール（氏名・電話番号を記入）
で、ひろさき移住サポートセンター東
京事務所（☎東京03・6256・0801、
■Ｆ 03・6256・0802、 ■Ｅ hif-tokyo
＠city.hirosaki.lg.jp）へ。

弘前城本丸発掘調査現場説明会

▽とき　11月 5日（日）
　　　　午前10時～ 11時半
▽集合場所　弘前公園（下白銀町）
二の丸下乗橋前
▽参加料　無料
※近くの有料駐車場や公共交通機関
のご利用を。自転車は二の丸下乗橋
向かいに駐輪をしてください。
■問公園緑地課（☎33・8739)

弘前市教育フェスティバル

　市内の小・中学校や特別支援学校、
教育委員会事務局の活動を紹介しま
す。
▽とき　11月５日（日）
　　　　午前10時半～午後４時

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　楽器演奏などの披露、各学
校紹介パネル展示・マスコットキャ
ラクターの紹介、教育委員会事務局
紹介パネル展示など
※パネル展示は11月３日（金・祝）～。
■問教育政策課（☎82・1639）

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
動に役立つ全 10回の講座やワーク
ショップを行っています。
▽日程と内容　第３回＝ 11月８日
…「ソーシャル・ビジネス～社会的
課題をビジネスの手法で解決する
～」…講師・大倉邦夫さん（弘前大
学人文社会科学部准教授）／第４回
＝ 11月 22日…「恋愛関係を対象
とした「教育」は可能か？」…講師・
古村健太郎さん（弘前大学人文社会
科学部講師）
※時間はいずれも午後６時半から。
▽ところ　弘前文化センター（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。
▽その他　６回以上参加した人に、
修了証を交付します。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）／弘前大学人文社会

弘前先端リハビリテーション
研究会

【医療用ロボットスーツ HAL の普
及促進に向けた現状と展望】
▽とき　11月４日（土）、午前 10
時～午後０時半（予定）
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）
▽内容　徳島病院や弘前大学医学部
附属病院での治療の現状の講義、デ
モンストレーション
▽定員　300人
▽参加料　無料　
※市立病院向かい（旧第一大成小学
校、土手町）を駐車場とし、シャト
ルバスを運行します。詳しくは問い
合わせを。
■問 10月 27日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
勤務先・団体名・電話番号を記入）
で、ひろさき未来戦略研究センター
産業イノベーション担当（☎40・
0631、■Ｆ 35・7956、■Ｅ hif@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

弘前で就職しませんか

　弘前へのUJI ターンに向けたイ
ベントを開催します。首都圏に知り
合いがいる人は、周知のご協力をお
願いします。
▽とき　11 月５日（日）、午後１

科学部地域未来創生センター（☎
39・3198）

ヒロロスクエアのイベント

【2017 きものの日～時代（とき）
をつなぐきものショー～】
　子どもから大人まで楽しめる「き
ものショー」です。
▽とき　11月11日（土）、
午後２時～（午後１時半開場）
※ 10 月 25 日まで「きも
のショー」の出演者も募
集しています。詳しくは
青森わごころの会ホーム
ペ ー ジ（http://aomori-
wagokoronokai.jimdo.
com/）をご覧になるか、Ｅメー
ル（aomori_wagokoro@yahoo.
co.jp）で問い合わせを。

【講演会ブックトーク「女たちのサ
バイバル作戦！」～日本の女たちは
生きやすくなったのか～】
▽とき　11月 12日（日）
　　　　午後2時～ 4時
▽講師　上野千鶴子さん（社会学者、
ウィメンズアクションネットワーク
理事長）
▽定員　200人（先着順）
～共通事項～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（☎35・0154）

弘前医療福祉大学 公開講座

◎救急救命士の視点からみる地域防
災とファーストエイド
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）短期大学部共用棟
▽講師　中川貴仁さん（救急救命学
科助教）
◎自動車運転再開に対するリハビリ
テーションの支援
▽とき　11月 11日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比

内３丁目）大学棟Ⅰ
▽講師　成田句生さん（医療技術学
科講師）
～共通事項～
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学公開講座委員（☎ 27・1001、
■Ｆ 27・1023）へ。

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2017

「日本を知り、世界を知る」

▽とき　11月３日（金・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（文京町）２階岩木ホール
▽内容　①講演「谷崎潤一郎の作品
と検閲」…講師・尾崎名津子さん
（弘前大学人文社会科学部講師）、②
講演「ベースボールから読み解く
ニューヨークの移民文化」…講師・
南修平さん（同大学准教授）、③講
演「長城の政治学－明代中国・薊州
鎮の場合－」…講師・荷見守義さん
（同大学教授）、④講演「東北におけ
るオシラ神信仰と潜在的な宗教者」
…講師・山田嚴子さん（同大学教授）、
⑤特別講演「韓日の説話から見た文
化の越境」…講師・文明載さん（韓
国外国語大学校教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。詳しくは
問い合わせを。
■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・渡辺さん、
☎39・3198、■Ｅ irrc@hirosaki-u.
ac.jp、平日の午前10時15分～午
後５時）

文学散歩「石坂洋次郎
ゆかりの地を訪ねて」
  石坂洋次郎ゆかりの地を巡り、石
坂の人と文学について理解を深めて
みませんか。
▽とき　11 月３日（金・祝）、午
前10時～正午（午前９時半集合）
▽集合　郷土文学館（下白銀町）
▽講師　斎藤三千政さん（郷土文学
研究家）
▽参加料　無料（郷土文学館見学の
場合は、別途入館料が必要）
▽定員　30人（先着順）

▽持ち物　飲み物、雨具、歩きやす
い服装
※小雨決行。
■問 10 月 31 日までに、郷土文学館
（☎37・5505）へ。

フジ棚剪定（せんてい）講習会

▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、剪定ばさみ（多少
は用意します）
■問 10 月 20 日～ 27 日に、清水交
流センター（☎ 87・6611〈月曜
日と祝日の翌日は休み〉）へ。

市民健康クッキング講座 

▽とき　11 月８日、12 月 13 日、
平成 30年１月 10日
※時間はいずれも午前 9時半～午
後１時。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全３回コースに参加できる
市民＝15人
▽参加料　無料　
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　10月 27日（必着）
までに、往復はがき（住所、氏名、年齢、
電話番号を記入）で、健康づくり推
進課（〒 036・8711、野田２丁目
７の１、健康づくり総合推進担当 ｢
市民健康クッキング講座」宛て）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 健 康 づ く り 推 進 課（ ☎ 37・
3750）

 教室・講座
 

 

 

　ドラム缶から作られるスティールパンの小型版を製作
し、演奏の練習をして、コンサートで演奏しませんか。コ
ンサートはどなたでも観覧できます。

【ワークショップ】
▽日程と内容　楽器製作＝ 11月 11日、午前９時～午後
５時／演奏練習・コンサート＝ 11月 12日、午前９時～
午後７時
▽対象　小学校４年生以上の市民＝20人（先着順、小学
生は保護者同伴）
▽参加料　1,000円（材料費として、当日徴収）
▽申し込み方法　11月４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、申

し込みください。
【コンサート】
▽とき　11月 12日（日）、午後５時～
▽出演　山口悦郎さん（スティールパン製作家）、菅井肇
さん（プロパノータ製作家）、冨田晃さん（弘前大学教育
学部教員）、弘前大学スティールパン部、ワークショップ
受講生ほか
※入場料は無料。事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田1丁目）２階大ホール
■問 中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ 
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

スティールパン・ワークショップ
～つくって、たたいて、楽しもう！～

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,310人　   （－      56）
　 男　　  79,940人　   （－              20）
　 女　　  94,370人　   （－              36）
・世帯数　 71,725世帯   （+               26）
平成 29年 9月１日現在（推計）


