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▼とき　11月３日（水・祝）、
午前10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼上映作品　ドキュメンタリー
映画「天地悠々　兜太（とうた）・
俳句の一本道」
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■問電話か受付で郷土文学館（下
白銀町、☎ 37-5505）へ申し
込みを。

【落ち葉であそぼう！】
　落ち葉狩り、焼き芋作りをし
ます。
▼とき　11月７日（日）
　　　　午前10時～正午
※事前の申し込みが必要。
▼対象　小学生以上＝ 10人程
度
▼参加料　無料
▼持ち物　手袋、飲み物、替え
の下着・靴下、雨具
■問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

教室・講座

【日本を知り、世界を知る】
▼とき　11月３日（水・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
※ Zoomによるオンライン配

無料映画上映会

こどもの森の催し

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座2021

信も実施（オンラインのみでの
開催となる場合もあります）。
▼内容と講師　弘前大学人文社
会科学部の教員による講演で、
日本や世界の文化・歴史を再発
見する内容です。
①「三次元データが紐解く、縄
文漆工の技」…片岡太郎さん
②「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
③「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
▼定員　会場＝30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。オン
ライン視聴を希望する場合は、
氏名・住所を記載の上、Eメー
ルでお申し込みください。
▼参加料　無料
■問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、 ■■ＥＥ irrc@hirosaki-u.
ac.jp）

　不用になったフ
リース素材の膝掛
けや洋服を使って
「モフモフおざぶ
とん」を作ります。
▼とき　11月６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
▼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　不用なフリース素材
の膝掛けや洋服（約 70cm ×
90cmサイズあればなおよい）・
布切りハサミ
※作業しやすく汚れても構わな
い服装でお越しください。
▼申し込み方法　10 月 21 日

エコな裂き織り体験教室

（木・必着）までに、往復はが
きに教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入の上、郵送して
ください。
※往復はがき１枚につき２人
まで応募可。応募多数の場合
は抽選で決定し、10 月 28 日
（木）までに結果をお知らせし
ます。詳細はプラ
ザ棟ホームページ
（QRコード）をご
覧ください。
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受け付けは午前９時～午後４
時、月曜日は休み）

▼とき　11月６日（土）
　　　　午後４時～６時40分
▼ところ　弘前モータースクー
ル（和泉１丁目）
▼内容　歩行者
コース＝歩行実
験／運転者コー
ス＝走行診断（弘前モータース
クールの車両を使用）
※各コースともに交通安全講
話、屋外実験（ライトの届く距
離、色による視認性、反射材の
効果など）を行います。
▼対象　65歳以上の市民
▼定員　歩行者コース＝ 30人
／運転者コース＝10人
※申し込み多数の場合は抽選で
決定します。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10月 15日
（金）～29日（金）に、電話か
地域交通課窓口で申し込みを。
▼その他　夕食の時間は設けま
せん。運転者コースの受講は運
転免許証の持参が必要です。
■問地域交通課（市役所３階、☎
35-1102）

高齢者夜間交通安全
体験教室

　大学教員から
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
回の講座を行っています。
▼日程とテーマ　11 月 10 日
（水）＝第３回「ハラスメント
問題を法的に考える」／ 11月
24 日（水）＝第４回「同じ様
なことをしているはずなのに結
果で違いが生まれるのはなぜ：
戦略論的に考える」
※時間はいずれも午後６時 30
分～８時。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
※会場でパブリックビューイン
グを開催するほか、Zoom に
よるオンライン形式でも開催。
▼講師　第３回＝渋田美羽さん
（弘前大学人文社会科学部助教）
／第４回＝髙島克史さん（同大
学同学部准教授）
▼対象　市内および近隣市町村
在住の高校生以上＝30人
※事前の申し込みは不要。
▼受講料　無料
▼その他　６回以上参加した人
に修了証を交付します。オンラ
インで参加を希望する人は、各

地域未来創生塾＠中央公民館
自 Zoom アプリ（無料）をダ
ウンロードしてください。
※詳しい内容は弘前大学人文
社会科学部地域未来創生セン
ターホームページ（http://
human .cc .h i rosak i -u .
ac.jp/irrc/) をご覧ください。
■問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、平日の午前９時 15 分
～午後５時）／中央公民館（☎
33-6561、火曜日は休み）

　椅子に座ってでき
るストレッチと筋ト
レが中心の教室です。
▼とき　令和４年３
月 31日までの午後１時～２時
（開場は午後０時 30 分。午後
０時50分までに受け付けを）
▼講師　弘前地区柔道整復師
会、青森県健康・体力づくり協
会健康運動指導士
▼対象　65歳以上の市民
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼場所など
【毎週月曜日】
①千年公民館（小栗山字川合）、
②泉野多目的コミュニティ施設
（泉野３丁目）
【毎週火曜日】

筋力向上トレーニング教室

③社会福祉センター（宮園２丁
目）、④中央公民館岩木館（賀
田１丁目）、⑤松森会館（松森
町）、⑥樹木会館（樹木１丁目）、
⑦堀越公民館（門外２丁目）、
⑧三省地区交流センター（三世
寺字成瀬）
【毎週水曜日】
⑨泉野多目的コミュニティ施
設、⑩清水交流センター（大開
２丁目、午後１時開場、午後１
時10分開始）、⑪千年公民館
【指定水曜日】
　日程は問い合わせを。
⑫船沢公民館（折笠字宮川）、
⑬北辰学区高杉ふれあいセン
ター（独狐字山辺）
【毎週木曜日】
⑭中野集会所（中野２丁目）、
⑮生きがいセンター（南袋町）
【毎週金曜日】
⑯町田地区ふれあいセンター
（町田１丁目）
【指定金曜日】
　日程は問い合わせを。
⑰和徳公民館（大久保字沼田）
▼持ち物　室内用シューズ、汗
拭きタオル、飲み物、マスク
※各会場、休回日もありますの
でお問い合わせください／密集
状態を防ぐため原則１人週１回
のみの参加とします。
■問介護福祉課自立・包括支援係
（☎40-4321）
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　現在開催中の「きもの～装いの美・美は喜
び～」では、江戸時代後期を中心とした大名
家ゆかりの貴重な小袖や振袖・打掛を展示し
ています。そこで本展に多数の染織品を提供
している女子美術大学美術館から講師を招き、
展示品の魅力ときものの歴史を講演します。

▼とき　11月 14日（日）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　市立博物館ホール
▼講師　藤井裕子さん（女子
美術大学美術館学芸員）
▼定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（観覧料が必要）
■問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

▲ 牡丹流水模様振袖
（江戸後期、島津家伝来、
女子美術大学美術館蔵）


