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　   暮らしの
nformation

大学コンソーシアム
学都ひろさきシンポジウム

【私たち市民が考える健康寿命】
▽日程と内容　11 月 23 日（金・祝）、
午後１時 35 分～…基調講演「いつ
食べる何を食べるか食を知る」…講
師・加藤秀夫さん（東北女子大学家
政学部長）、午後２時 50 分～…パネ
ルディスカッション「私たちの健康
寿命への意識改革のためには？～医
療・食・行政のコラボ～」

【６大学と学生1万人が弘前をつくる】
　地域に出て活動している学生が集
まり、ポスターセッションやステー
ジセッションを通じて日頃の活動を
紹介します。
▽とき　12 月２日（日）
　　　　午後１時～４時
～共通事項～
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 大学コンソーシアム学都ひろさ
き（☎ 39・3160〈平日の午前８時
30 分～午後５時〉）

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30分～）
を行います。ぜひご来場ください。
▽とき　11 月 23 日（金・祝）
　　　　午前９時～ 11 時 30 分
▽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（笠原さん、☎ 32・
1131、内線 257）

第 24 回弘前市場まつり

▽とき　11 月 25 日（日）
　　　　午前７時～ 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
などの即売会ほか
▽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
▽とき　11 月 25 日、12 月２日・
９日・16 日の午前 10 時～午後３
時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール・ロビー
▽入場料　無料
■問市立観光館（☎ 37・5501）

結婚したい方の交流会

　すてきな出会いをみつけません
か。 過去に結婚歴のある人も参加で
きます。
▽とき　12 月１日（土）
　　　　午後５時 30 分～９時
▽ところ　ダイニングリゾート エ
ル・ライナー（城東北 3 丁目）
▽内容　ドリンクパーティー、トー
クタイム、ミニゲームなど
▽対象　弘前市他圏域７市町村に在
住・在勤する 20 代～ 40 代の結婚
を希望する独身男女＝各 20 人
▽参加料　男性＝ 3,500 円、女性
＝ 2,500 円
▽申込期限　11 月 22 日（木）
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページで確認を。
■問ひろさき広域婚活支援事業実行委
員会イベント担当（田舎館村役場企
画観光課内、☎ 58・2111）

郷土文学館の催し

【スポット企画展 長部日出雄追悼展】
▽開催期間　12 月１日～平成 31
年１月 31 日
▽観覧時間　午前９時～午後５時

（最終日は正午まで。入館は 30 分前
まで）

【ラウンジのひととき】
▽とき　12 月１日（土）
　　　　午後２時～３時

まちなかクラフト村
弘前工芸舎企画展　冬の舎
▽とき　11 月 16 日～ 23 日の午前
10 時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　藤田記念庭園考古館（上
白銀町）２階ギャラリースペース
▽内容　暮らしを豊かに彩る家具や
器の展示・販売ほか
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎ 35・1135）

鳴海要記念陶房館の催し

【雪雄子舞踏ワークショップ「花・鳥・
風になる」】
▽とき　11 月 21 日（水）
　　　　午後 1 時 30 分～
▽参加料　1,500 円（飲み物付き）
※動きやすい服装でお越しくださ
い。

【糸・古布・絵　趣味を楽しむ二人展】
▽とき　11 月 28 日～ 12 月３日の
午前９時～午後４時（最終日は午後
３時まで）
▽内容　古布を使った小物、こぎん
刺し、レース編み等の展示・販売
▽観覧料　無料
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大浦、
☎ 82・2902、火曜日は休み）

 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　１日、午後１時 30 分～３時
30 分
※事前の申し込みは不要。
●門松作り　15 日、午後１時
30 分～３時 30 分
▽定員　15 人（先着順）
▽参加料　2,500 円（材料費）
※ 11 月 15 日～ 12 月７日に、
電話で申し込みを。
■問緑の相談所（☎ 33・8737）
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こどものまち ミニ ひろさきvol.4

　「こどものまち ミニ ひろさき」は、
子ども自身が遊びながら「まち」を
作り上げていく取り組みです。
▽とき　平成 31 年１月５日・６日
の午前９時 30 分～午後３時（予定）
▽ところ　弘前大学大学会館（文京
町）
▽対象　小学生＝ 250 人
■問 12月６日（当日消印有効）までに、
はがき（住所・氏名〈ふりがな〉・性別・
学年・電話番号を記入）で、弘前大
学深作研究室（こどものまち ミニ 
ひろさき実行委員会宛て、〒 036・
8560、文京町１、☎ 39・3147）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
12 月下旬に「入国セット」を送付
します。

Dr. 中路の健康講座

▽とき　11 月 23 日（金・祝）
　　　　午後０時 30 分～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　簡易身体測定、健康講座

（講師・中路重之さん〈弘前大学大
学院医学研究科社会医学講座特任教
授〉）、スタンプラリーなど
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問大人の健康力向上コンソーシアム
事務局（ウェバランス内、☎ 39・
7333）

第３回市立博物館歴史講座
▽とき　11 月 25 日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「元慶の乱と古代津軽」
▽講師　武井紀子さん（弘前大学人
文社会科学部准教授）
▽定員　100 人（先着順）
▽受講料　無料（観覧料が必要）
▽申し込み受け付け　11 月 15 日

（木）～
■問 市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時 30 分～午後５時）
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▽内容　マンドリン＆ギターコン
サート
▽演奏　古川里美さん、今井正治さん
～共通事項～
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽入場料　無料（観覧料は必要）
▽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。
※事前の申し込みは不要。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）

相馬で JAZZ を
聴か NIGHT2018
▽とき　12 月１日（土）、午後６時
～９時（午後５時 30 分開場）
▽ところ　中央公民館相馬館長慶閣

（五所字野沢）
▽チケット　前売り＝ 1,000 円、
当日＝1,500円（ワンドリンク付き、
高校生以下は無料）
▽チケット販売所　相馬総合支所、
JA 相馬村各所、まちなか情報セン
ター
▽その他　会場内は禁煙。来場者の
投票によるりんご品評会を併催する
ほか、飲み物、軽食類などを販売。
■問相馬総合支所（☎ 84・2111）

こどもの森 12 月の催し

【自然教室「木の実の工作」】
▽とき　12 月２日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽冬期開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休みおよび春休
み期間（12 月 29 日～１月３日を
除く）
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

市民健康づくり講演会

▽とき　12 月６日（木）、午後１
時 30 分～４時（受け付けは午後１

時～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　「これだけは知っておきた
い健康の話」…講師・中路重之さん（弘
前大学大学院医学研究科社会医学講
座特任教授）／「誰でもできる慢性
腎臓病の予防と対策～高血圧・糖尿
病治療の重要性について～」…講師・
島田美智子さん（弘前大学医学部付
属病院腎臓内科講師）
▽定員　300 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問健康づくり推進課（☎ 37・3750）

harappa 映画館「あゝ、荒野」
　菅田将暉とヤン・イクチュンがダ
ブル主演を務めた話題作を市内で初
上映します。
▽とき　12 月８日（土）、午後０時
30 分～＝「あゝ、荒野前編」、午後
３時 40 分～＝「あゝ、荒野後編」
※ともにＲ 15 ＋指定。後編上映後
にシネマトークを実施。
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽入場料　前売り券＝ 1,000 円／
当日券＝ 1,200 円／学生＝ 500 円
※前編・後編ごとに入場券が必要。
▽入場券取扱所　中三弘前店、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）
※平成 30 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト冬の定期公演
▽とき　12 月８日（土）
　　　　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　「親という二字」、「十
二月八日」など全５作品（予定）
▽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％システムの採択事業。

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111


