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【宇宙でわたし達のからだはど
うなるのでしょうか】
　最近、一般の人が短期間の宇
宙旅行を経験し、メディアを賑
わせています。宇宙で人間の体
にもらたされる変化や、宇宙環
境を利用した健康づくりの研究
について講演します。
▼とき　１月 29 日（土）、午
後１時30分～３時
▼ところ　会場…土手町コミュ
ニティパーク／オンライン配信
…アップルストリーム（https://
applestream.jp/）
▼基調講演講師　吉岡利忠さん
（前弘前学院大学学長）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要／オン
ライン配信は定員なし、申し込
み不要。
▼参加料　無料
■■問問大学コンソーシアム学都ひろ
さき（☎39-3160、■■ＥＥ conso@
hirosaki-u.ac.jp）

青森県の短命県脱却と健康寿
命の延伸に向けた研究成果を発
表します。
▼とき　２月４日（金）
　　　　午後１時～５時30分
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）プレミアホ
ール／ Zoomでのオンライン
参加も可
▼内容　中路重之さん（弘前大
学学長特別補佐）、西井孝明さ
ん（味の素取締役代表執行役社
長）、浜内千波さん（料理研究
家）、小宮山宏さん（三菱総合

大学コンソーシアム
学都ひろさき
５大学合同シンポジウム

弘前大学 COI　ヘルシー
エイジング・イノベーション
サミット2022

研究所理事長）による講演や、
大学、企業による研究成果の発
表など
▼定員　会場＝ 300 人（先着
順）、オンライン＝1,000人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　事
前登録フォーム（QR
コード）から登録を。
■■問問弘前大学COI 研究推進機構
（ ☎ 39-5538、 ■■ＥＥ coi_info@
hirosaki-u.ac.jp、■■ＨＨ https://
coi.hirosaki-u.ac.jp/）

○講習会『園芸用土と肥料の話』
▼とき　２月 5日（土）、午後
1時 30分～ 3時 30分
▼ところ　緑の相談所
（弘前公園内）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
○２月の休館日
毎週月曜日、２月24日（木）
■■問問緑の相談所（☎33-8737）

　弘前地区の小・中学生が授業
で作った作品を展示します。子
どもたちの生き生きとした作品
をご覧ください。
【美術展】
▼とき　２月５日（土）・６日
（日）、午前９時～午後５時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
【移動展】
▼とき　２月11日（金・祝）～
14日（月）、午前９時～午後５時
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）２階市民ギャラリー
～共通事項～
▼入場料　無料（れんが倉庫美
術館は市民ギャラリー内のみ）
■■問問学校指導課（☎82-1644）

緑の相談所の催し

弘前地区小・中学校美術展

　世代を超えて楽しく集えるイ
ベントです。小さいお子さん連
れの人も気軽にお越しくださ
い。体験中はスタッフがお子さ
んと楽しく遊びます。
▼とき　２月15日（火）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼内容　体験ブース（アルコー
ルインクアートやフラワーアレ
ンジメント、ヨガ）、おさがり
交換など
▼参加料　無料（アルコールイ
ンク体験のみ材料費1,500円）
▼その他　予約優
先。ブース毎に時
間や定員が異なり
ます。詳細はイン
スタグラム（QR
コード）で確認を。
▼申し込み方法　
電 話 か E メー ル、
LINE（QRコード）、
インスタグラムから。
※定員に到達次第、締め切りま
す。返信が遅くなる場合もあり
ますのでご了承ください。
■■問問しののベース（角田さん、☎
090-4830-1584、■■ＥＥ sinono
base@gmail.com）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

多世代交流イベント「しのの
フェス in宮川交流センター」

●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

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　166,164人
 　男  　  76,220人 　男  　  76,220人
 　女 　女 　    　   89,944人89,944人

令和３年 12月１日現在（推計）令和３年 12月１日現在（推計）
※ 令和２年国勢調査（確報値）を※ 令和２年国勢調査（確報値）を
基に再計算しています。基に再計算しています。

・世帯数  70,957世帯　・世帯数  70,957世帯　
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20人（先着順）
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▲インスタグラム

▲ L I N E

　市立博物館と高岡の森弘前藩歴史館の来館記念
スタンプをそろえて応募すると、抽選で賞品が当
たります。博物館・歴史館を巡り、弘前・津軽の
歴史と文化の魅力を楽しみませんか。
▼実施期間　３月27日（日）まで
▼応募方法　各館で、観覧手続き後に備え付けの
専用台紙へスタンプを押し、両館のスタンプがそ
ろったら希望賞品を選んでご応募ください。
▼賞品　A賞＝市立博物館令和４年度特別企画展
招待券１枚の引換券…２人／ B賞＝両館で開催

流鏑馬写真展
　流鏑馬フォトコンテストの
受賞作品を展示します。
▼とき　１月 15日（土）～
２月19日（土）
▼受賞作品　グランプリ…三
浦新さん「弓射る津軽っ娘
（コ）」／特選…町田芳文さん
「全集中」、「残心」（２点とも）
／佳作（２点）…小友周吾さ
ん「迅」、高瀬美夏さん「風
檣陣馬」
※観覧には観覧料が必要。冬
の企画展『高岡の森どうぶつ
園』と併せてご観覧ください。

企画展４「お雛様と吉祥画」ギャラリートーク
　開催中の「お雛様と吉祥画」では、津軽家ゆか
りの雛道具や津軽地方の雛人形、新年にふさわし
い吉祥画を展示しています。展示の見どころを当
館学芸員がわかりやすく解説します。
▼とき　２月12日（土）、午後２時～３時
▼ところ　展示室
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
※事前の申し込みは不要。

第４回 ロビーコンサート
　薩摩琵琶の弾き
語りと弘前藩に伝
わる錦風流（きん
ぷうりゅう）尺八
の生演奏です。
▼とき　２月５日（土）
　　　　午後２時～３時
▼出演　平尾鶴朋さん
▼定員　25人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧
料が必要）
▼申し込み方法　１月 18
日（火）以降に、電話で申
し込みを。

 ■■問問市立博物館（☎35-0700）

する企画展をいずれか１回無料観覧できる券…
10人／ C賞＝高岡の森弘前藩歴史館名品図録…
１人／ D賞＝市立博物館常設展示図録…１人／
Wチャンス賞＝絵ハガキ１枚…５人
▼当選発表など　抽選は４月～５月に行い、当選
者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただ
きます。
※両館とも1月17日（月）、2月21日（月）は
休館日／市立博物館企画展４「お雛様と吉祥画」
は３月21日（月・祝）まで。

　　 ■■問問市立博物館（下白銀町、☎35-0700）

■■問問高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢、☎83-3110）

第２回 市立博物館歴史講座
▼とき　２月19日（土）
　　　　午後２時～３時15分頃
▼テーマ　青森県近代に生きた女性たちの歴史
▼講師　北原かな子さん（青森中央学院大学教授）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
▼申し込み方法　１月 20日（木）以降に、電話
で申し込みを。

第２回 歴史館講座
▼とき　２月20日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▼テーマと内容　「弘前藩動物記」…弘
前藩と関わった野生動物のエピソード
▼講師　竹内健悟さん（青森大学
SDGs研究センター客員研究員）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
▼申し込み方法　１月 18日（火）以
降に、電話で申し込みを。
送迎バス 市立観光館バスプール～歴史館
行き 13:10 観光館発　帰り 15:45 歴史館発
※ 先着 15人まで／事前の申し込みが必要／
２月20日のみ運行。

▼観覧料（両施設共通）
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。

２月20日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ

「弘前藩動物記」…弘
語りと弘前藩に伝
わる錦風流（きん
ぷうりゅう）尺八


