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▼とき　11 月５
日 ㈯・６日 ㈰、
午前 10 時～午後
４時
▼ところ　イオンタウン弘前樋
の口（樋の口２丁目）ライトオ
ン前特設会場
▼内容　若手介護福祉士と介護
福祉学生によるトークセッショ
ン＝５日の午後１時～２時、ミ
ニ講座「介護と防災を考える」
＝６日の午後１時～１時 30
分、展示相談会「歯の健康と介
護予防」、福祉〇×クイズ、介
護福祉機器・用品体験・相談コ
ーナーほか
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前医療福祉大学短期大学部
（☎27-1001）

　木育インストラクターと一緒
に、さまざまな木製玩具に直接
触れて遊ぶことができます。
▼とき　11月３日㈭㈷、①午
前 10時～正午、②午後１時～
３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼対象　どなたでも（小学生ま
では保護者同伴）
※事前の申し込みは不要（人数
制限あり）。
▼参加料　無料
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154）

　『半七捕物帳（はんしちとり
ものちょう）』で知られる岡

弘前医療福祉大学短期大学部
介護フェスタ

木育ひろば

岡本綺堂生誕 150 年記念
特別共演『修禅寺物語』

本綺堂（おかもときどう）は
1872（明治５）年に生まれ、
今年で生誕150年となります。
それを記念して、代表作である
『修禅寺物語』の薩摩琵琶の新
曲披露や戯曲のリーディング等
を行います。
▼とき　11月６日㈰
▼ところ　旧石戸谷家住宅（堀
越城跡ガイダンス施設、川合字
岡本）
▼内容　第 1部（午後 1時～
2時）…戯曲『修禅寺物語』朗読、
演者＝劇団「ひろさき演人」／
第 2 部（午後 2 時 30 分～ 3
時 30分）…薩摩琵琶の新曲「修
禅寺物語」等弾き語りと弘前藩
に伝わる錦風流尺八の演奏、演
奏＝平尾鶴朋さん
▼観覧料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問史跡堀越城跡管理事務所（☎
26-2950）

▼とき　11月 13 日㈰、午後
2時～ 4 時（開場は午後 1時
30分）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼講師　上野千鶴子さん（社会
学者、東京大学名誉教授、ウィ
メンズアクションネットワーク
理事長）
▼定員　120人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼ 申 し 込 み 方 法
10 月 24 日㈪の午
前 8 時 30 分から、
電話か窓口、QRコードで申し
込みを。
　詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroro
square.jp）で確認を。

上野千鶴子ブックトーク
「最期まで在宅おひとりさま
で機嫌よく」

■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前 8時 30分～午後
9時）

　落ち葉狩り、焼き
芋作りをします。
▼ と き　11 月 13
日㈰、午前10時～正午
▼ところ　こどもの森（坂元字
山元、久渡寺境内）
▼対象　小学生以上＝ 20人程
度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　手袋、飲み物、替え
の下着・靴下、雨具
■■問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）

　世界文化遺産である能と狂言
の世界に触れてみませんか。
▼とき　11月 19日㈯
　　　　午後1時開演
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼演目　仕舞（岩船・紅葉狩・
善知鳥）、狂言（伯母ケ酒）、舞
囃子（屋島）、能（小袖曽我）
▼出演　能＝上野朝彦さん、上
野雄介さんほか（観世流）／狂
言＝善竹隆司さんほか（大蔵流）
▼観覧料　一般＝ 4,000 円、
高校生以下＝2,000円
▼チケット取扱所　まちなか情
報センター（土手町）、中三弘
前店（土手町）、さくら野百貨
店弘前店（城東北 3丁目）、ヒ
ロロ（駅前町）インフォメーシ
ョン、弘前芸術鑑賞会事務局（百
石町）
■■問問 弘前能楽体感座（篠崎さ
ん、☎ 37-5184、■■ＥＥ family.
shinozaky@nifty.com）

落ち葉であそぼう！

みんなで能に触れてみよう！

教室・講座

①衣替えが楽になる！クローゼ
ット整理
　整理収納の基
本の考え方や、
簡単に衣替えが
終わるコツを紹介します。
▼とき　10月 29日㈯
　　　　午前10時～正午
②年末の大掃除が楽になる！キ
ッチン収納
　キッチン収納の例を紹介しな
がら、掃除が楽になる仕組みを
考えます。
▼とき　11月 12日㈯
　　　　午前10時～正午
～①・②共通事項～
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）スタジオA
▼講師　岡部あつこさん（整理
収納アドバイサー）
▼定員　各5人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　各 1,500 円（テキ
スト代を含む）
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎
32-8950）

【日本を知り、世界を知る】
　青森や世界の人々の文化や営
みについて考えてみませんか。
▼とき　11月３日㈭㈷
　　　　午後１時～４時10分
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部棟（文京町）４階多目的ホ
ール
▼内容と講師　①「昔からそう
言う」とは限らない青森方言…
講師＝新永悠人さん（人文社会

家事楽を叶える！
簡単片付け講座

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2022

科学部准教授）／②出稼ぎとい
う働き方～青森県沿岸地域を事
例に～…講師＝葉山茂さん（同
学部准教授）／③ソクラテスと
クリトン～ギリシア哲学がわた
したちに語りかけてくるもの～
…講師＝今井正浩さん（同学部
教授）
▼定員　50人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問弘前大学人文社会科学部（亀
谷さん、☎ 39-3233〈10 月
25日以降に対応可〉、■■ＥＥ kame
ya.m@hirosaki-u.ac.jp）

　「今、地域で考え、世界で行
動するとはどういうことか？」
を大きなテーマに、講義を実施
します。
▼とき・内容

【第１回】11 月７日㈪、午後
２時～４時 45分…地域は「文
化資源」にどう向き合うか？…
講師＝関根達人さん（人文社会
科学部教授）、山田嚴子さん（同
学部教授）

【第２回】11 月 14 日㈪、午
後１時 30分～４時…グローバ
リゼーションの中で地域につい
て学ぶことの意義を考える…講
師＝髙瀬雅弘さん（教育学部教
授）、小瑶史朗さん（同学部教授）

【第３回】11月 24日㈭、午後
１時～４時…世界で生き残れる
地域の産業…講師＝内山大史さ
ん（地域社会研究科教授）、佐々
木純一郎さん（同研究科教授）
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク
※アップルストリームによるオ
ンライン配信も実施。
▼定員　会場＝ 20人／オンラ
イン＝無制限
▼参加料　無料

弘前大学大学院地域社会研究
科　令和４年度公開セミナー

※ただし、オンライン参加の場
合の通信料は自己負担。
▼申し込み方法
地域社会研究科
ホームページ（QR
コード）から申し
込みを。
■■問問弘前大学大学院地域社会研究
科（☎39-3230）

【岩木山の恵み
を楽しもう！第３弾　～もっと
聞きたい山の世界～】
▼とき　11月５日㈯
　　　　午前10時～正午
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講師　相馬芳廣さん（メープ
ルハウス山村²オーナー）
▼対象　中学生以上＝50人
▼受講料　無料
▼申し込み方法　10 月 28 日
㈮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）
で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選。受講
者にははがきで受講票を送りま
すので、当日持参を。
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151、 ■■ＦＦ 32-6153、 ■■ＥＥ
jc_chibunsen@shibata.
ac.jp、■■ＨＨ https://jc.shibata.
ac.jp/region/openlecture/）

柴田学園大学短期大学部
特別公開講座

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　164,381人
 　男  　  75,400人 　男  　  75,400人
 　女 　女 　    　   88,981人88,981人

令和４年９月１日現在（推計）令和４年９月１日現在（推計）
・世帯数  71,099世帯　・世帯数  71,099世帯　
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（-44）（-44）
（-102）（-102）
（-64）（-64）


