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午後 1時～）、骨密度の測定、痛み
に関する相談・テーピング指導など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問プリモ整骨院（山本さん、☎
87・6832〈平日の午前9時～正午〉）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 23 日～ 25 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後４時まで）
▽ところ　百石町展示館第１～第３
展示室
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科公開発表会
▽とき　10月 25日（水）
　　　　午後２時半～
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
棟（文京町）４階視聴覚ルーム
▽内容　歴史社会、コミュニケー
ション、地域システム、経営システ
ムを専攻する学生による研究成果の
発表
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（☎39・3941）

「秋の読書週間」の催し
　秋の読書週間に合わせてさまざま
なイベントを開催します。
【みんなでたくさんのりんごをみの
らせよう！】
　好きな本の題名と理由をりんご型
のカードに書いて貼り、りんごで
いっぱいの木を作りましょう。カー
ドに書いた本は、読書期間中展示・
貸し出します。
▽とき　11月９日まで
【えほんのもりのおはなしかい（秋
スペシャル）】
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本・紙芝居・パネルシア
ター・手遊びなど

【「運転手さん気分」でハイポーズ！】
　移動図書館車「はとぶえ号」の顔
出しパネルで記念撮影ができます。
▽とき　10月 27日～ 11月９日
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）
※事前の申し込みは不要。
■問こどもの絵本の森（☎35・0155）

弥生いこいの Halloween

　職員が魔女やドラキュラに仮装す
るほか、馬車なども仮装してイベン
トを盛り上げます。魔女に会ったら
合言葉を言って、お菓子をもらお
う！
▽とき　10月 28日・29日の午前
９時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　数量限定！カボチャのラン
タン作り（29日の午後１時～２時、
300円）／特大カボチャの重さ当て
クイズ（両日の午後2時～、無料）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

弘前学院大学地域総合文化
研究所講演会
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　「2020 年オリンピック招
致の舞台裏と地域活性化」…講師・
石元悠生さん（産経新聞社会部編集
委員）、「新しい時代のリーダーシッ
プ」…講師・西東克介さん（弘前学
院大学社会福祉学部教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部（成田さん、
☎34・5211）

第 19 回Ｗリーグ
2017-2018 弘前大会
【弘前市バスケットボール協会創立
70 周年記念】
　吉田亜沙美選手や、渡嘉敷来夢選

ひろさき美術館２
－ Silent Studies －
　３人の作家が個展形式で展覧会を
行います。
▽とき　10月 20日～11月 12日
の午前９時～午後５時（最終日は正
午まで）
▽ところ　旧弘前市立図書館（追手
門広場内、下白銀町）
▽展示作家　橋本尚恣さん、斎藤啓
司さん、関典子さん
▽入場料　無料
■問弘前アートプロジェクト実行委員
会（harappa 内、☎ 31・0195）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

もったいない広場＆
ふくしマルシェ
　各家庭から出た不用品の無料提供
と就労支援事業所が生産した加工品
などを販売しています。ふくしマル
シェの買い物に利用できるポイント
が貯まる、古紙類やアルミ缶などの
資源物の回収も行います。この機会
に楽しみながら、ごみの減量化・資
源化に取り組んでみませんか。
▽とき　10月 22日、11月 19日、
12月17日、平成30年１月28日、
２月 18 日、３月 11 日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク１階多目的ホール
■問環境管理課（☎32・1969）

あなたの街の整骨院・接骨院

　市内の整骨院・接骨院を営む柔道
整復師が健康に関するイベントを開
催します。
▽とき　10月 22日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース　　　　
▽内容　整骨院の先生と一緒に行う
ラクラク健康体操 （午前 11 時～、

手など、リオデジャネイロオリン
ピックに出場した選手のプレーを会
場で観戦しませんか。
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午後２時試合開始
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽対戦カード　JX-ENEOSサンフ
ラワーズ VS 東京羽田ヴィッキーズ
▽入場料（自由席）　１階…2,500
円～3,000円／２階…一般＝1,500
円、中学・高校生＝ 1,000 円、小
学生＝500円
※当日券は前売り券の500円増し。
▽チケット販売場所　チケットぴ
あ、サークルＫサンクス、セブンイ
レブン
※当日は混雑が予想されますので、
なるべく公共交通機関をご利用くだ
さい。
■問弘前市バスケットボール協会
（工藤さん、☎携帯 080・6009・
4755）

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん☆
みつごちゃんと家族のつどい』
▽とき　10月 29日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　ふたご・みつご育児の体験
談、親子遊び、手作りおもちゃの制
作、情報交換など
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児がいる家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。
■問みどり保育園地域子育て支援セン
ター（☎32・0510）

第 20 回弘前市
ボランティアフェスティバル
▽とき　10月 29日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）2階大会議室
▽内容　午前＝講演「福祉の心」…
講師・大髙義昭さん（弘前地区手を
つなぐ育成会会長）、ミニコンサー
ト（バイオリン・ハーモニカ演奏）

／午後＝おもちゃの修理、抹茶、こ
ぎん刺し体験など
▽入場料　300円（昼食付き）
■問 10 月 20 日までに、弘前市ボラ
ンティア連絡協議会（宮園２丁目、
☎33・1161）へ。

講演会「自然治癒力を高め、
健康で長生きを（統合医療
について）」

▽とき　10月 30日（月）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　講演…講師・今充さん（弘
前大学医学部名誉教授）、個別健康
相談、押し花しおり作り、抹茶の癒
し体験　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

刀剣保護プロジェクト

　昨年に引き続き、市立博物館所蔵
の刀剣 124 口の伝統的な作法での
手入れを一般公開します。また、刀
剣管理に関する無料相談会を併催し
ます。
▽とき　11月２日・３日の午前11
時～正午と午後２時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
◎無料相談会
▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午後３時～４時
▽定員　20人（先着順）
▽申し込み方法　10 月 17 日から
電話で予約を。
▽入場料　無料
■問市立博物館（☎35・0700）

おとなの朗読会 2017 秋

▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室

▽朗読者　三上あきこさん
▽定員　40人
▽参加料　500 円（１ドリンク付
き）
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

地域をささえる車大集合！
　鉄道を通じた地域の活性化とふ
れあいを目的に、JR弘前運輸区な
どを一般開放します。JRの鉄道車
両をはじめ、陸上自衛隊や消防・救
急車両の展示など地域を支える車が
大集合します。また、各会場でスタ
ンプを集めると景品がもらえますの
で、ぜひご来場ください。
▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午前10時～午後 3時
▽ところ　JR弘前運輸区、弘南鉄
道弘前駅・城東口周辺
▽その他　イベント内容や展示内容
が変更になる場合があります。／駐
車場はありませんので、公共交通機
関などをご利用ください。／トイレ
は弘前駅のトイレをご利用くださ
い。／スタンプラリーは景品がなく
なり次第終了します。
■問弘前駅自由通路等にぎわい創出事
業実行委員会（下白銀町、弘前観
光コンベンション協会内、☎ 35・
3131）

第 21 回津軽塗フェア

▽とき　11月３日～５日の午前９
時半～午後５時半（最終日は午後４
時まで）
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　津軽塗の展示販売会、研ぎ
出し体験、修理再生相談
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）
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