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　文学作品等にゆかり
のある地を訪れた学生や、日本
語・日本文学科の教員による研
究発表会を開催します。
▼とき　１月 14 日㈯、午後
１時～２時45分
▼ところ　弘前学院大学（稔町）
１号館４階大講義室
▼内容　2022年度「文学散歩」
報告…寺田みことさん、菅原彩
音さん（共に弘前学院大学日本
語・日本文学科３年）、研究発
表「恋のオーラを放つ悲恋の姫
たち―二つの『衣通姫（そとほ
りひめ）の流（りう）』―」…
畠山篤さん（同大学大学院文学
研究科教授）
▼対象　市民＝100人
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前学院大学文学部事務（成
田さん、☎34-5211）

　市が認定する優れた技能・技

弘前学院大学国語
国文学会冬季大会

第２回弘前マイスター展

術者「弘前マイスター」の活動
内容や、その卓越した技・製品
を紹介します。
▼とき　１月 14日㈯・15日
㈰、午前10時～午後４時（最
終日は午後３時まで）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼入場料　無料
▼技能体験コーナー　１月14
日…津軽凧絵付け体験（午前
11時～正午）、和菓子製作体験
（午後１時 30分～２時 30分）
／１月15日…金魚ねぷた絵付
け体験（午前 11 時～正午）、
フレッシュフルーツカクテル
（ノンアルコール）製作体験（午
後１時30分～２時30分）
※技能体験は事前予約制／いず
れも人数限定で参加料が必要／
詳細は市ホームページで確認を。
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　弘前圏域市町村（弘前市、黒
石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村）
で結婚を希望する独身者への出
会いの機会創出のため、素敵な

魅力アップセミナー＆交流会

出会いに向けた、魅力向上に役
立つセミナーを開催します。
▼とき　１月 15 日㈰、午後
１時～３時30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）
※会場は参加者にのみ通知。
▼内容と講師　
○男性向けセミナー…服装、髪
型、スキンケア、ひげの処理な
ど、「清潔感」をキーワードと
した印象アップの方法（講師…
棟方優香さん〈エステサロン「プ
リュボーテ」代表、Beauty 
Japan2021 グランドファイ
ナリスト〉）
○女性向けセミナー…日々のコ
ーディネートに自分に似合う色
やデザインを取り入れるための
パーソナルカラー・骨格診断な
ど（講師…佐藤秀子さん〈トー
タルコーディネートショップ
「A.select」代表、パーソナル
スタイルアドバイザー〉
○参加者交流会…スイーツを食
べながら交流会を行います。
▼対象　弘前圏域市町村在住ま
たは将来住む意思のある18～
59歳の独身者＝男女各10人
程度（応募者多数の場合抽選）
▼参加料　1,000 円
▼申し込み方法　１
月10日㈫、正午ま
でに、QRコードから申し込みを。
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎35-1123）

【自然教室「雪であそぼう」】
▼とき　１月 15日㈰、
午前10時～正午
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、手
袋、替えの下着・靴下、防寒着
【冬季開館日】
　毎週土・日曜日、祝日、小・
中学校の冬休みと春休み期間
※１月１日～３日は休み。

こどもの森の行事

■■問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）

▼とき　１月 28 日㈯、午後
１時30分～３時 30分
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼内容　岩木の活性化、将来像、
今やるべきことについてのワー
クショップ（ファシリテーター
…野口拓郎さん〈弘前圏域移住
交流デザイナー〉、協力…岩木
地区地域おこし協力隊隊員）
▼対象　岩木のことが好きな高
校生以上の人＝30人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 16 日
（月・必着）までに、はがき、
ファクスまたはEメール（住所・
氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。
※申込者多数の場合は抽選／１
月18日に当選者にのみ通知。
■■問問岩木地区地域おこし協力隊・
岩木の魅力協議会事務局（岩木
総合支所総務課内、〒 036-
1393、賀田１丁目１の１、☎
82-1621、■■ＦＦ 82-3118、■■ＥＥ so
umu-i@city.hirosaki.lg.jp）

　「水からくり」と呼ばれていた
日本古来の手品「水芸」と落語
を同時に楽しめます。大掛かりな
セットが必要な水芸を、この機
会にぜひご鑑賞ください。落語
家による水芸の解説もあります。
▼とき　１月 29 日㈰、午後
１時30分～（開場は午後１時）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール

「岩木みらい会議」～語り
合おう　岩木のみらい～

ひろさき笑楽座～日本の伝統
芸能　落語と水芸の饗宴～

▼出演　三遊亭遊之介（落語家
／真打）ほか
▼観覧料　2,000 円（全席指
定／当日券は2,500円）
※文化庁補助金による特別料金。
▼チケット販売所　弘前芸術鑑
賞会予約サイト、弘前芸術鑑賞
会事務局、さくら野弘前店、中
三弘前店、ヒロロインフォメー
ション、まちなか情報センター
■■問問弘前芸術鑑賞会事務局（☎
40-4082、■■ＥＥ hirosakigeikan
@gmail.com、■■ＨＨ https://hiro
kan.org）

　３人１チームで４回試合を行
います。初心者大歓迎です。
▼とき　２月４日㈯、午前９
時 30分～正午（受け付けは午
前９時～）
▼ところ　克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）
▼対象　60歳以上の市民
▼参加料　１人につき 500 円
（当日徴収、昼食なし）
■■問問１月 10 日㈫までに、弘前
市社会福祉協議会（☎ 33-
1161、■■ＦＦ 33-1163）または
弘前市ペタンク協会（葛西さん、
☎兼■■ＦＦ 88-3480）へ。

▼とき　①２月 12 日㈰・②
19日㈰、午前８時 30分～午
後２時30分
▼種目と会場　①距離競技・リ
レー競技＝運動公園（豊田２丁
目）／②大回転競技＝岩木山百
沢スキー場（百沢字東岩木山）
▼対象　市内小学校に在学し、
保護者の承諾のもと監督・コー
チまたは保護者が引率できる児
童（大回転競技＝１～６年生／
距離競技・リレー競技＝３～６

ふれあい高齢者
ペタンク親善大会

弘前市少年スキー大会

年生）
▼参加料　距離競技、大回転競
技＝１人500円、リレー競技＝
１チーム1,000円
▼申し込み方法　１月 23 日
（月・必着）までに、持参か郵
送で、弘前市スポーツ協会事務
局（〒 036-8356、下白銀町
２の１、笹森記念体育館内、☎
37-5508）に申込書の提出を。
※リレー競技は男女別に男子６
人以内、女子５人以内を記入す
ること／申込書は笹森記念体育
館、岩木山百沢スキー場、そう
まロマントピアスキー場、はる
か夢球場事務室で配布。
▼抽選会と代表者会議　１月
27日㈮の午後５時 30分から
市民体育館（五十石町）で開催
■■問問弘前スキー倶楽部事務局（加
藤さん、☎090-4556-8279）

新春恒例

弘前市・西目屋村消防団出初式

緑の相談所 １月の
催し

【講習会】
●山野草の栽培　14日㈯、
午後１時30分～３時30分
▼定員　20人（先着順）
●多肉植物の寄せ植えづくり
21日㈯、午後１時30分

～３時30分
▼定員　12人（先着順）
▼参加料　1,500円（材料費）
▼受付期間　１月５日㈭～
15日㈰
※いずれも電話で予約を。
【展示会】
●樹木の冬芽展　７日㈯～
15日㈰
●多肉植物展　20日㈮～
29日㈰
【休館日】
１ ～ ３ 日・10日・16日・
23日・30日
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

　年頭にあたり「災害のな
い安全なまち」を目指し、
伝統を継承するまとい振り
や勇壮な分列行進など、消
防団の心意気を披露します。
▼とき　１月15日㈰、午
前９時30分～10時30分
ごろ
▼ところ　土手町通り

【通行規制のお願い】
　会場となる土手町十文字
から一番町交差点までは、
午前８時50分～10時 30
分頃、一般車両の通行が規
制されます。ご不便をお掛
けしますが、ご協力をお願
いします。
■■問問防災課（☎40-7117）


