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今年 ９月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（４月～９月の累計
から算出）

今年
昨年
差

5,503t

1,059g
1,063g
－ 4g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

317t 減 !!
（昨年同月比）

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

 

　忘年会シーズン到来！料理を残
すのはもったいないよ！開始 30
分間と終了前 10分間は、自分の
席でしっかり食べる「食べきりタ
イム」！食べきれない時は仲間と
分け合って親睦を深めよう！

MALTA Hit&Run 
New Year Live 2018 
　日本を代表するサックス奏者・
MALTA さんが率いるジャズコン
サートに、当市出身の関山幸弘さん
（元Ｎ響首席トランペット奏者）を
ゲストに迎え、パフォーマンスを披
露します。
▽とき　平成30年１月26日（金）、
午後６時半～（開場は午後６時～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽対象　小学生以上
※未就学児の入場は不可。
▽入場料　前売券＝ 4,000 円、当
日券＝4,500円（ともに全席指定）
▽入場券取扱場所　弘前文化セン
ター、市民会館、中三弘前店、さく
ら野百貨店弘前店、エルムショッピ
ングセンター
▽その他　無料の託児室がありま
す（平成 30 年１月 22 日までに、
申し込みが必要。おおむね３歳以
上）。

 
 

■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休み）

ふれあい高齢者
グラウンド・ゴルフ親善大会
　健康保持と参加者の親睦を深める
ことを目的に開催します。
▽とき　平成30年１月27日（土）、

午前９時～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　団体戦と個人戦
▽対象　60歳以上の市民で構成す
るチーム（原則６人）＝ 36チーム
（先着順）
▽参加料　１チーム2,000円
※申し込み後のキャンセルは参加料
を返金できませんのでご注意を。
▽申し込み方法　12月５日～８日
に、弘前市社会福祉協議会（宮園２
丁目、弘前市社会福祉センター内）
に備え付けの参加申込書に必要事項
を記入の上、申し込みください。
※詳しくは、問い合わせを。
■問弘前市社会福祉協議会（古澤さん、
☎33・1161）

藤田記念庭園冬期開園

▽とき　平成 30年３月 31日まで
の午前９時～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
※クラフト＆和カフェ匠館も開館し
ます（年末年始は休み）。
▽入園料　無料（会議室は有料）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

弘前大学公開講座
「リンゴを科学する」
　りんご生産者やりんご産業関係者
などを対象に、りんごに関するさま
ざまな講座を開講します。
▽とき　12月９日（土）
　　　　午前９時～午後３時55分
▽ところ　平川市生涯学習センター

（平川市猿賀南田）２階多目的ホール
▽受講料　無料
■問平川市農林課（☎ 44・1111、
内線 2175）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

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５回＝ 12 月 13
日…「リンゴづくりだけで家族を養
えるのか」…講師・黄孝春さん（弘
前大学人文社会科学部教授）／第６
回＝ 12月 26日…「食と地域活性
化」…講師・カーペンター・ビクター・
リーさん（弘前大学人文社会科学部
特命教授）
※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
科学部地域未来創生センター（☎
39･3198）

ベテランズセミナー

【津軽為信最後の居城「堀越城」の
話を聞こう】
▽とき　12月 14日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　現在、整備の進む国史跡「堀

越城跡」について、これまでの調査
結果を交えたお話
▽講師　文化財課職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
■問 12月 11日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で、中央公民館
（☎33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、
火曜日は休み）へ。

北の文脈文学講座

▽とき　12月 16日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　新収蔵資料（謙三、吉彦、
洋次郎）
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要）
▽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
ポートを持参の人は無料。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。

現代セミナーひろさき

～デザインのお話 伝統工芸からア
ニメまで～
▽とき　12月 16日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽内容　身の周りにあふれる「デザ
イン」の魅力や不思議について
▽講師　石川善朗さん（弘前大学教
育学部教授）
▽定員　30人（先着順）
▽受講料　無料
■問 12 月 15 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

東北女子大学公開講座

◎本と心を読む楽しさ～星の王子さ
ま 27 の秘密～

▽とき　12月 16日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁目）
▽対象　中学生以上
※事前の申し込み無しでも、参加で
きます。
▽受講料　無料
◎東北女子大学児童学科ふれあい塾
▽日程と内容　第１部＝ 12月 16
日（土）、午前 10 時半～午後０時
半…青森県の花材を利用してクリス
マスリースづくり／第２部＝午後１
時～３時…VRメガネを作ってVR
体験、蒸気の力で動く船を作ろう、
絵本の世界にいろいろな音を入れて
みよう
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階市
民文化交流館イベントスペース
▽定員　第１部＝ 25組（小学校３
年生以上の子どもと保護者）／第２
部＝21組（家族）
※第 2部は小学校 3年生以上の 1
人でも参加可。
▽参加料　第１部＝ 500 円、第２
部＝200円（１組当たり）　
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み期限　12月９日
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

 教室・講座

▽とき　12月 17日（日）、午後２時半～６時半（開場は午後１時半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白銀町）大会議室
▽内容　講演「日本の伝統を次世代につなぐ～文化と経済両輪での成長を目指し
て～」…講師・矢島里佳さん（和える〈aeru〉代表取締役）、講演「地域社会を充
実させる『縮充』を求めて」…講師・山崎亮さん（studio-L 代表）、パネルディ
スカッション「学都ひろさき型コミュニティの形成を考える」…パネリスト・矢
島里佳さん、山崎亮さん、大西晶子さん（SEEDS NETWORK 理事長）、橋本馨
さん（弘前大学教育学部３年）／コーディネーター・森樹男さん（弘前大学人文
社会科学部教授）
▽定員　150人（定員に達し次第、参加受け付けを終了）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。当日は、駐車場の混雑が予想されるので、なるべく、公共
交通機関をご利用ください。
■問い合わせ・申込先　12月 11日までに、大学コンソーシアム学都ひろさき事務
局（弘前大学社会連携課内、☎39・3160、平日の午前８時半～午後５時）へ。

大学コンソーシアム学都ひろさき
設立 10周年記念シンポジウム

「学都ひろさきの未来をデザインする」

▲矢島里佳さん

▲山崎亮さん

▲MALTA さん ▲関山幸弘さん


