
　   暮らしの
nformation

6

 

グッド・トイ 2017
in ひろさき　
　「グッド・トイ 2017」を中心に、
優良玩具を展示・体験してもらうイ
ベントです。
▽とき　11 月 25 日の正午～午後
５時、26 日の午前 10 時～午後４
時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階、
①イベントスペース／②多世代交流
室２
▽内容　①両日＝優良玩具の展示・
遊び体験・販売／ワークショップ「組
子コースターをつくろう！」（参加
料＝ 1,000 円、先着順）／木の香
りあてクイズ
② 25 日＝壊れたおもちゃを可能な
限りなおす「おもちゃ病院」／ 25
日の午後１時～２時＝人形劇「たっ
たか たったか たったかた」・「ごん
ぼさん にんじんさん だいこんさん」
／ 25 日の午後３時～４時＝研修会

「グッド・トイってなんだろう？」
▽参加料　無料（ワークショップを
除く）
※事前の申し込みは不要。
■問 青 森 グ ッ ド・ ト イ 委 員 会（ ☎
35・0156）

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 10 時～、午
前 11 時半～）を行います。
▽とき　11 月 25 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）

青森県民俗の会×地域未来
創生センターフォーラム

【民俗資料の「発見」と新たな「活用」
の可能性を探る】
　東北６県の民俗学研究会による、

各県の文化資源をめぐるお話です。
▽とき　11 月 25 日（土）
　　　　午後０時 35 分～４時 45 分
▽ところ　弘前大学人文社会科学部

（文京町）４階多目的ホール
※当日の午前 10 時～午後５時に、
旧小川原湖民俗博物館所蔵の民具展
示を併催。
▽入場料　無料
▽その他　事前の申し込みは不要。
駐車場はありませんので、公共交通
をご利用ください。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（山田さん・古川さん、
☎ 39・3198、平日の午前 10 時
15 分～午後５時）

Human Library
＠弘前大学 2017
　ひきこもり経験者、発達障害、性
分化疾患、LGBT（性的少数者）の
人や市民活動をしている人が体験や
思いを語ります。対話を通し、相互
理解を目指しませんか。
▽とき　11 月 25 日（土）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　弘前大学文京町キャンパ
ス総合教育棟（文京町）
※受け付けは、総合教育棟 306 講
義室で行います。
▽参加料　無料
■問 Human Library ＠弘前大学 20
17 実行委員会（澤田さん、☎ 39・
3969、 ■Ｅ hirosakidaihl@gmail.
com）

弘大津軽三味線サークル
弘前公演「四季彩」
▽とき　11 月 26 日（日） 、午後
2 時～（開場は午後 1 時半～）
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ
4 階）
▽ 入 場 料　500
円（当日のみ）
■問 弘 前 大 学 津
軽 三 味 線 サ ー
クル（小野寺さ
ん、 ☎携帯 080・
8295・8972）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎電動ろくろを体験しませんか？
▽ と き　11 月 24 日・25 日 の 午
前 10 時～午後 3 時
▽内容　器づくり
▽対象　小学生以上（予約優先）
▽参加料　1,500 円
◎毎日を古布で愉しむ二人展
▽とき　11 月 30 日～ 12 月 4 日
の午前 9 時～午後 4 時
▽内容　服、バック、小物などの展示
▽観覧料　無料
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

遠州流チャリティー茶会

▽とき　11 月 23 日（木・祝）
　　　　午前 10 時半～午後 3 時
▽ところ　さくら野百貨店弘前店

（城東北３丁目）4 階文化ホール
▽茶券　500 円
※売り上げの一部を市社会福祉協議
会へ寄付します。
■問 遠州流茶道岩木乃支部事務局

（石田さん、☎携帯 090・4315・
0946）

 イベント
 

緑の相談所 12月の
催し

【講習会など】
●シクラメン・ポインセチアの管
理　２日、午後１時半～３時半
※事前の申し込みは不要。
●ボタニカルリース作り　16日、
午後１時半～３時半
▽定員　15 人（先着順）
▽参加料　1,500 円（材料費）
※ 11 月 27 日から、電話で申し
込みを。
■問緑の相談所（☎ 33・8737）
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第 23 回弘前市場まつり
▽とき　11 月 26 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　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
▽入場料　無料
■問弘前市場まつり実行委員会事務局

（☎ 27・5511）

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 26 日、12 月３日・
10 日・17 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）

WA（わ）のりんご
～もっとりんごを身近に～
◎弘前のクリスマスはりんごづくし
で！
　クリスマスとりんごをテーマにし
た花とテーブルコーディネートを無
料で見学できます。
▽とき　11 月 26 日（日）
　　　　午前 10 時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
洋館１階ホール
※午後 2 時からフラワー & テーブル
コーディネーターによるワンポイン
トアドバイスがあります。
◎シードル醸造所に出かけよう
▽とき　12 月２日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　シードル工房 kimori（清
水富田字寺沢）
▽内容　シードル工房見学、りんご
産業解説、ジャムベラ作りなど
▽定員　20 組（２人１組、先着順）
▽参加料　1,080 円
▽申し込み方法　12月１日までに、

電話で、申し込みを。
■問 A プロジェクト（草刈さん、☎
携帯 090・3759・4248）
※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。

郷土文学館スポット企画展
「新収蔵資料展」　
　民俗学者で詩人の齋藤吉彦の原
稿・書簡など「齋藤吉彦全集」未収
録の資料を中心に展示・公開します。
▽とき　12 月１日～平成 30 年３月
31 日の午前９時～午後５時（入館
は午後４時半まで、最終日は正午ま
で）
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、市内外の障が
い者、ひろさき多子家族応援パス
ポート持参の人は無料。年齢や住所
を確認できるものの提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

裁判員制度シンポジウム

　「裁判員制度を地域に根付かせる
ために」をテーマに、裁判員経験者
や法曹関係者によるシンポジウムを
開催します。
▽とき　12 月２日（土）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前
大学（文京町）
人文社会科学部
校舎４階多目的
ホール
▽対象　裁判員制度に関心のある市
民 =150 人
※裁判員経験者で、インタビューに
協力できる人は申し出を。
■問 弘前大学人文社会科学部（平
野 さ ん、 ☎ 兼 ■Ｆ 39・3199、 ■Ｅ
k-hirano@hirosaki-u.ac.jp）

harappa 映画館
「息衝く」「へばの」
　当市出身の映画監督・木村文洋さ
んの監督作品を２本上映します。ま
た、「息衝く」各回上映後には、木

村さんをゲストに迎え、シネマトー
クを開催します。
▽とき　12 月 2 日（土）、午前 10
時半～、午後４時半～＝「息衝く」、
午後２時半～＝「へばの」
▽ところ　中三弘前店（土手町）8
階スペースアストロ
▽入場料（１作品）　前売り券＝
1,000 円／当日券＝ 1,200 円／学
生＝ 500 円
▽入場券取扱所
　中三弘前店、紀
伊國屋書店弘前
店、まちなか情報
センター、弘大生
協、コトリ cafe

（百石町展示館内）
■問 harappa 事務局（☎ 31・0195、
■Ｅ post@harappa-h.org、 ■Ｈ
http://harappa-h.org）
※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。

弘前学院大学地域総合文化
研究所・大学院文学研究科
講演会「郷土の文学」

▽とき　12 月２日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）115
教室
▽内容　講演「ミステリーと SF の
青森」…講師・井上諭一さん（弘前
学院大学文学部教授）、講演「寺山
修司、その出自と虚構－俳句と短歌
で読み解く寺山文学－」…講師・鎌
田紳爾さん（弘前学院聖愛中学高等
学校教諭）、講演「岩手山文学－啄
木と賢治を中心に－」…講師・塩谷
昌弘さん（盛岡大学文学部准教授）
▽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 13 回青森県武道演武大会

▽とき　12 月 3 日（日）
　　　　午前 11 時～
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　武道家・武道団体が集まり、
日頃の修練の成果を披露します。
▽入場料　無料
■問青森県武道館（☎ 26・2200）


