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第５回ひろさきお寺の日

　真言五山の一つである久渡寺の貴
重な文化財を初めて一般に公開しま
す。
▽とき　10月６日（土）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　久渡寺（坂元字山元）
▽内容　久渡寺伝来の仏像などの公
開
▽対象　小学生以上
▽観覧料　500 円（文化財維持協
力費として）
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき環境パートナーシップ
21（弘前大学人文社会科学部美術
史研究室内、須藤さん、☎ 39・
3220）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 秋の定期公演
　秋にまつわる作品を中心とした臨
場感あふれる朗読劇ステージです。
▽とき　10月８日（月・祝）
　　　　午後2時～ 3時 15分
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　『畜犬談』、『リイズ』、
『待つ』、『やんぬる哉』など５作品
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

講演「私立弘前女学校の女生徒
によるボランティア活動」
～ 1900 年 10 月の弘前市での岡
山孤児院慈善音楽幻燈会開催時の活
躍～
▽とき　10 月 8 日（月・祝）、午
後２時 40分～３時 30分（弘学祭
内）
▽ところ　弘前学院大学１号館
218教室（稔町）
▽内容　児童福祉の父といわれる石
井十次が孤児と共に初めて来弘し慈
善音楽幻燈会を開催した時の私立弘
前女学校生の活躍について
▽講師　玉井厚さん（弘前学院大学

福祉教育研究所）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学社会福祉教育研究所
（玉井さん、☎34・5311）

おしごと体験広場
キッズハローワーク
　小学生を対象とした職業体験と遊
びのイベントです。家具職人やドッ
グトレーナーなどのほか、弘前なら
ではの仕事体験もできます。
▽とき　10月 14日（日）、午前９
時 45分～午後４時（受け付けは午
後３時まで）
▽ところ　弘前学院聖愛中学高等学
校（原ケ平字山元）
▽参加料　1,500 円（おしごと手
帳代金として）
※事前の申し込みは不要。
■問 SEEDS NETWORK（ ☎ 36・
9234）

第 16 回津軽健康大学
「市民公開講座」
▽とき　９月29日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）２階曙の間
▽内容　特別講演「ストレスをのり
きり、いきいき歳を重ねよう」…講
師・海原純子さん（日本医科大学特
任教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市医師会事務局（竹内さん、
山田さん、☎32・2371）

内観研修会

▽日程と内容　９月 29日、午後０
時 30分～５時 30分…講演①「内
観とは」、講演②「精神医療におけ
る内観療法の実際～マインドフルネ
スと内観療法～」、内観実習または
分科会／９月 30日、午前９時～午
後２時 30分、講演③「内観～自分
との出会い～」、講演④「内観に求
める癒し～現代医学と心の救いにつ
いて～」、シンポジウム「内観の可

弘前図書館バリアフリー映画会

　目や耳の不自由な人も楽しめるバ
リアフリー映画を上映します。
▽とき　10 月６日（土）、午後２
時30分～５時（開場は午後２時）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　映画「西の魔女が死んだ」
の上映
▽定員　60人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前大学人文社会科学部北日
本考古学研究センター企画展
【津軽に稲作がやってきた！本州北
限の水稲農耕文化】
　現在、北限の水稲農耕を知る上で
全国的に注目されている弘前市清水
森西・砂沢遺跡、鶴田町廻堰大溜
池（１）遺跡の発掘調査を進めてい
ます。本企画展は、これまで非公開
だった貴重な資料を特別公開すると
ともに、出土したイネのDNA分析
といった最新の成果も公表します。
▽とき　10 月６日～ 11月 11日、
午前 10時～午後４時
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）北日本考古学研究センター
展示室（総合教育棟２階）
▽入場料　無料
■問弘前大学人文社会科学部北日本考
古学研究センター（☎39・3273）

郷土文学館ラウンジの
ひととき
▽とき　10月６日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
２階ラウンジ
▽内容　「藤田晴央、自作を語る～
朗読と講話　ふるさとと私の詩」
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、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）

能性を探る」、内観体験発表、グルー
プワーキング「つながる内観～内観
への想い、疑問などを率直に話しあ
おう～」
▽対象　内観について興味のある
人、人間関係で悩んでいる人、人と
のつながりをよりよくしたい人など
▽受講料　１日3,000円
※事前の申し込みが必要。
■問弘前内観めぐみの集い（阿保さん、
☎携帯090・7332・2961）

ニーハオ中国語教室

▽とき　10 月１日～平成 31 年２
月 26日（各教室共通…全17回）
▽教室・曜日・時間　【入門】①火
曜日の午前 10時～／②金曜日の午
後７時 10 分～、【初級】③火曜日
の午後１時 30分～／④金曜日の午
後７時 10 分～／⑤土曜日の午後
７時 20 分～、【中級】⑥月曜日の
午前９時 10 分～／⑦月曜日の午
前 10時 50分～／⑧火曜日の午前
10 時～／⑨金曜日の午後７時 10
分～／⑩土曜日の午後６時～
※いずれも１時間30分程度。
▽ところ　①・②・③・④・⑧・⑨
＝ヒロロ（駅前町）／⑤・⑩＝南富
田町体育センター／⑥・⑦＝市民参
画センター（元寺町）
※開催場所は変更する場合がありま
す。

▽講師　黄永彩（コウエイサイ）さ
んほか
▽定員　各教室10人（先着順）
※申込人数が少ない教室は開催しな
いこともあります。
▽受講料　１万2,000円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
▽申し込み方法　10 月 15 日まで
に、電話かEメールで申し込みを。
■問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯 080・5748・4884、
■Ｅ motomuma@ybb.ne.jp）

りんご生産者向け
トレーニング教室
　楽しくトレーニングをして、心身
の機能回復を図りませんか。
▽とき　10 月１日～ 11 月 30 日
の毎週月・水・金曜日…午後５時
30分～、毎週日曜日…午後３時～
／12月２日～３月31日の毎週月・
水・金曜日…①午後５時 30 分～、
②午後６時 30分～、毎週日曜日…
①午後３時～、②午後４時～
※いずれも１時間程度。
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）森林科学館内
▽内容　筋肉・体幹トレーニング、
マシンによるパワーリハビリテー
ション、ダンスなど
▽対象　りんご生産に携わる 50歳

以上の市民
▽参加料　無料（温泉入浴券付き）
▽持ち物　動きやすい服装、内履き、
飲み物、汗拭きタオルなど
▽申し込み受け付け　９月20日～
■問スポネット弘前（☎ 84・2236、
■Ｈ http://sponet-h.com/）
※平成 30年度弘前市りんご生産者
活躍継続事業。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　10 月６日（土）、午前９
時 30分～ 11時（受け付けは午前
９時～）
▽ところ　弘前医療福祉大学棟Ⅰ
（小比内３丁目）
▽内容　「あいうえお」はなぜ「あ
いうえお」？～おもしろいことばの
科学～
▽講師　今川伸博さん（言語聴覚学
講師）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学（成田さん、上
村さん、☎ 27・1001、 ■Ｆ 27・
1023）

 教室・講座
 

津軽藩発祥の地
「光信公の館」展示会

　鰺ヶ沢町の「光信公の館」は、津軽氏の始祖とされ
る大浦光信の居城だった種里城跡にある資料館です。
大浦光信と津軽氏に関する歴史や、発掘調査が明らか
にした種里城の実像を紹介するため、「光信公の館」
からの出張展示会を開催します。併せて、堀越城跡・
弘前城跡など市内の津軽氏城跡についてのパネル展示
も行いますので、ぜひおいでください。
▽期間　９月27日～ 30日、午前 10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室１
▽展示内容　種里城跡模型・出土遺物・種里八幡宮資
料・写真パネル・岩手県久慈市（光信公出身地）の紹

介、映像上映（津軽華子様種里来訪映像他）など
▽入場料　無料
【解説会】
　鰺ヶ沢町学芸員による解説会を行います。
▽とき　９月29日・30日の午後１時30分～
■問 鰺ヶ沢町教育課社会教育班（☎ 0173・72・
2111）

～鰺ヶ沢町から弘前市へ出張展示～


