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▼とき　11月７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　津軽カタリストによる
太宰治超短編セレクション～ド
ラマリーディング公演
▼定員　15人（先着順）
▼観覧料　無料（ただし入館料
が必要）
※事前の申し込みが必要。
▼入館料　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。
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

▼とき　11月８日（日）
　　　　午後2時～ 3時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　サクソフォン
カルテット「ラピスラ
ズリ」による演奏
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼観覧料　一般＝ 300 円／高
校・大学生＝ 150 円／小・中
学生＝100円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生や留学生、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。
※マスクを着用してください。

ラウンジのひととき

高岡の森弘前藩歴史館
ロビーコンサート

■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

　人間関係の良さや煩わしさに
ついて考えることを通し、コ
ミュニケーションや対等な人間
関係について考えます。
▼とき　11月 11日（水）、午
後6時～ 7時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　古村健太郎さん（弘前
大学人文社会科学部講師）
▼定員　45人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11 月 9 日
（月）までに電話またはEメー
ルで申し込みを。
▼その他　託児希望の人は、
11月 4日（水）までにご連絡
ください。
※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、入場の際の検温で
体温が37度 5分以上の場合は
入場できません。手指消毒とマ
スク着用のほか感染症対策へご
協力を。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

▼ と き　10 月 21 日（ 水 ）、
11 月 18 日（水）の午後２時
～３時30分
▼講師　中野綾子さん（キャリ
アコンサルタント）
▼対象　人事担当者＝各回 15
人（先着順）

絆か柵（しがらみ）か
－身近な人間関係の二面性－

無料オンライン講座
理想の職場を目指して
～「１対１面談」の薦め～

▼受講料　無料（通信費は受講
者の負担）
※詳しくは、ホームページ
（https://carisapo.mhlw.
go.jp/evt/）で確認を。
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎017-723-5315）

　防災に関する高い意識と知識
を持ち、地域防災の推進者とな
る「防災マイスター」の育成講
座を開催します。
▼とき　11月上旬～ 12月
▼ところ　市役所３階会議室
（予定）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　申込書に必要
事項を記入し、10月 30日（金）
までに郵送、ファクスまたはE
メールで防災課へ。
※詳しくは市ホームページで確
認を。なお、新型コロナウイル
スの状況等によっては開催しな
い場合もあります。
■■問問防災課（〒 036-8551、上
白銀町 1 の 1、☎ 40-7100、
■■ＦＦ 39-7140、■■ＥＥ bousai@
city.hirosaki.lg.jp）

【幕末・明治期における津軽寺
院と宗教文化の展開】
▼とき　11月１日（日）
　　　　午後１時～３時50分
▼ところ　Zoom によるオン
ライン配信
※公開視聴会場として弘前大学
人文社会科学部４階多目的ホー
ルを用意しています。
▼内容　深浦円覚寺古典籍保存
調査プロジェクトの成果報告、
特別講演「明治の仏教 ‒真言宗
を中心として」…講師・末木文
美士さん（東京大学名誉教授）

防災マイスター育成講座

弘前大学深浦エコサテライ
トキャンパス特別公開講座

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

など
▼定員　Zoomの視聴は 300
人。公開視聴会場は 40人（先
着順）。
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問弘前大学人文・地域研究科
総務グループ（外崎さん、☎
39-3192、■■ＥＥ jm3192@
hirosaki-u.ac.jp）

【岩木山の恵みを楽しもう！
～あなたの知らない山の世界～】
▼とき　11月７日（土）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　東北女子短期大学
（上瓦ヶ町）
▼講師　相馬芳廣さん（メープ
ルハウス山村²オーナー）
▼定員　50人（先着順）
▼受講料　無料
■■問問 11 月２日（月）までに、
ホームページ、Eメールまたは
ファクス（講座名、氏名、住
所、電話番号を明記）で東北女
子短期大学地域文化センター
公開講座係（☎ 32-6151、■■ＦＦ
32-6153、 ■■ＥＥ tibunsen@
toutan.ac.jp、■■ＨＨ http://
www.toutan.ac.jp）へ。

▼日時と内容　① 11 月２日
（月）、午後２時 30 分～４時
30分…「世界文化遺産と大森
勝山遺跡」／②11月４日（水）、
午後２時 30分～４時 30分…
「大森勝山遺跡周辺の歴史的文
化遺産」／③ 11月８日（日）、
午前８時 30 分～午後４時…
「現地バスツアー」（巌鬼山神社、
大石神社、高照神社、岩木山神
社、求聞寺など）

東北女子短期大学
特別公開講座

大森勝山遺跡と周辺の歴史
的文化遺産講座

▼会場など　①・②は、弘前文
化センター２階中会議室、③は
午前８時 30分までに JR弘前
駅城東口観光バス駐車場に集合
▼対象　原則①～③全て受講可
能な人＝40人
▼参加料　無料（ただし入館料
等は参加者負担）
▼申し込み方法　 10 月 25 日
（日・消印有効）までに、郵便
番号・住所・氏名・性別・年齢・
電話番号および「遺跡講座」と
明記し、郵便またはファクスで
申し込みを。
▼その他　40人以上の応募が
あった場合は抽選を行い、結果
を全員にお知らせします。
■■問問今井さん（〒036-8333、若
党町75の２、☎兼■■ＦＦ 32-9272）

【日本を知り、世界を知る】
▼とき　11月３日（火・祝）
　　　　午後１時～４時10分
▼ところ　弘前大学創立 50周
年記念会館（文京町）２階岩木
ホールおよび Zoomによるオ
ンライン配信
▼内容と講師　三次元データが
紐解く、縄文漆工の技…片岡太
郎さん（弘前大学人文社会科学
部講師）／文学作品のなかに人
間の危機を読む ‒アルベール・
カミュ『ペスト』を例にして…
泉谷安規さん（同大学准教授）
／朱元璋はなぜ南京に行ったの
か～明朝建国をめぐる寒冷化・
疫病・モンゴル～…荷見守義さ
ん（同大学教授）
▼定員　来場＝30人（先着順）
※マスクを着用してください。
オンライン配信＝300人まで
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要（オン
ライン配信での参加希望者は
メールで申し込みを）。

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座

■■問問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（古川さ
ん、 ☎ 39-3198、 ■■ＥＥ irrc@
hirosaki-u.ac.jp）

　使わなくなった布と身近な道
具で、エコな裂き織り体験をし
ませんか。
▼とき　11月７日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼対象　小学生以上＝10人
※小学生は保護者同伴。
▼参加料　無料
▼持ち物　不用な膝掛け（約
70㎝ × 90㎝ ）またはフリース、
持ち帰り用の袋（作品サイズ直
径32㎝ 程度）、布切りハサミ
※作業しやすく汚れてもいい服
装でお越しください。
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、10 月 25
日（日・必着）までに郵送を。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定。詳しくはホームペー
ジ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kankyoseibi/
plaza/）で確認を。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、受付時
間は午前９時～午後４時、月曜
日は休み）

裂き織り体験教室

教室・講座

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,964人
 　男  　  77,329人 　男  　  77,329人
 　女 　女 　    　   91,635人91,635人

令和２年９月１日現在（推計）令和２年９月１日現在（推計）
・世帯数  72,331世帯　・世帯数  72,331世帯　
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