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ELMインフォメーション
■問わらび座東北・北海道事務所（☎
仙北市0187・44・3332〈午前 9
時～午後6時〉、日曜日は休み）

「庭木を守る雪囲い」教室

▽とき　10 月 27 日（土）、午前
10時 30分～ 11時 30分ごろ
※雨天の場合は翌日に延期。
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽講師　三浦造園１級造園技能士
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手（あればせん定ばさ
みなど）
※事前の申し込みは不要。
■問瑞楽園（☎96・2744）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　10月 27日（土）、午前９
時 30分～ 11時（受け付けは午前
９時から）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部棟（小比内３丁目）
▽内容　講演「入浴・清潔保持の介
護」
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉短期大学部（公開講
座委員、成田さん、☎27・1001）

落語教室

【落語体験教室】
　プロのはなし家から落語を習って
みませんか。
▽とき　10月 27日（土）、午後 2
時～ 5時、午後6時～ 9時 
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３和室 
▽参加料　１回2,000円 
【噺家から教わるコミュニケーショ
ン講座「焦点」】
▽とき　10月 28日、11月 18日
の午後２時～４時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　はなし家から、初対面の人
との打ち解け方など、コミュニケー
ションのコツを学びます。

▽参加料　１回500円
▽チケット取扱所　中三弘前店、ヒ
ロロ、市立観光館、まちなか情報セ
ンター、弘前文化センター、市民会
館
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。
～共通事項～
▽講師　桂歌若さん
■問弘前男女らくご振興協会（三浦さ
ん、☎携帯090・9741・6739）

第２回市立博物館歴史講座

▽とき　10月 28日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　考古学からみた津軽の古
代・中世
▽講師　工藤清泰さん（日本考古学
協会会員）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（観覧料が必要）
▽申し込み受け付け　10月16日～
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時30分～午後５時）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
◎ワラ円座作り教室
　お米を収穫した後の稲わらを使っ
て、円座を作ってみませんか。
▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午前９時30分～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝10人
▽持ち物　昼食、飲み物、汚れても
よい服装
▽申し込み受け付け　10月21日～
◎裂き織りでチャームを作ろう
　古くなった布や着なくなった服を
再利用してチャームを作ってみませ
んか。
▽とき　11月 10日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▽講師　石田美津子さん
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生は保護者同伴）
▽持ち物　大きめのフォーク、ハン
カチや手拭いなど不要になった布
▽申し込み受け付け　10月 28日～
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン

ヒロロスクエアのイベント

【きものの日～時代（とき）をつな
ぐきものショー～】
　子どもから大人まで楽しめる「き
ものショー」です。
▽とき　11月 10日（土）、午後２
時～（午後１時30分開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽観覧料　無料
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154、午前８時 30分～午後
９時）

第 16 回文化センター
フェスティバル
　弘前文化センター（下白銀町）で
活動している文化グループによる催
しです。
▽日程と内容　作品展示…11 月
17 日～ 19 日の午前 10 時～午後
４時（19日は午後３時まで）／ホー
ル発表…11 月 18 日、午後１時～
３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽入場料　無料
▽その他　参加グループなどは中央
公民館内の掲示または、ホームペー
ジ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/chuokominkan/） を
ご覧ください
※３歳以上の子どもの託児（有料）
を準備しています。希望者は問い合
わせを。
■問中央公民館（☎ 33･6561、火曜
日は休み）

わらび座ミュージカル「ブッダ」

　手塚治虫原作の「ブッダ」のミュー
ジカルです。
▽とき　11月 26日（月）、午後 6
時 30分～（開場は午後6時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽入 場 料（ 全 席 指 定 ）　前売り
=5,000 円、当日=5,500 円　
※未就学児は入場不可。
▽入場券取扱所　弘前文化セン
ター、市民会館、さくら野弘前店、

タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388〈午前９時～午
後４時〉、月曜日は休み）

弘前市民のための英語セミナー

【我が津軽、我が故郷―Show and 
Tell】
　ネイティブの先生から基本的なプ
レゼンテーション方法を学び、自身
の「故郷」の名物や特産品などを紹
介してみませんか。
▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午後２時～５時ごろ
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）２階イングリッシュ・ラウン
ジ
▽講師　弘前大学イングリッシュ・
ラウンジの外国人教員、日本人教員
▽対象　国際交流に関心がある人＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10 月 26 日まで
に、郵送、電話、ファクスまたはE
メールで申し込みを。
▽その他　英語を話せない人も参加

可。参加者に見せたい物や写真を持
参してください。
※詳しくはホームページ（http://
culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
EL/Welcome.html）で確認を。
■問弘前大学学務部教務課教務グ
ループ（☎ 39・3106、 ■Ｆ 34・
6974、■Ｅ jm3106@hirosaki-u.
ac.jp）

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2018
【文化の日は、弘前大学へ行こう！】
　人文学研究の「今」をわかりやす
くお伝えします。日本や世界の文化・
歴史を再発見してみませんか。
▽とき　11 月３日（土・祝）、午
前10時～午後４時30分
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）４階多目的ホール
▽内容　講演「Exploring English 
Grammar（英語文法を探求する）」、
「歴史を動かした青森の馬」、「古代
ローマの怖い絵－初期キリスト教美
術の残虐場面－」、招待講演「大名
の読書と学問－津軽信政の蔵書をめ
ぐって－」、特別講演「朝鮮燕行使

と通信使の世界」
▽定員　100人
▽参加料　無料（入退場自由）
※事前の申し込みは不要。
■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、尾崎さん、
☎ 39・3198、平日の午前 10 時
15分～午後５時）

陶芸体験教室

　初心者でも簡単に作れて、楽しみ
ながら陶芸を体験できます。
▽と き　11 月 10 日、12 月 1 日
の午前９時～正午
※２日で１セットの教室です。
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　手ろくろによる器の成形と
色付け
▽講師　神恭彦さん
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　500円
▽持ち物　　ふきん（雑巾）２枚、
汚れても良い服装
▽申し込み期限　11月９日（金）
■問裾野地区体育文化交流センター
（☎99・7072、月曜日は休み）

 教室・講座
 

 

【将棋教室、プロ棋士指導対局会】
▽とき　11月 10日（土）
▽講師　行方尚史八段、西尾明六段、
奈良岡実青森県将棋連盟師範 ほか
※①～③いずれも事前の申し込みが
必要。
①入門教室

▽時間　午後２時～３時30分
▽対象　これから将棋を覚えたい小
学生から高校生までの児童・生徒と
その家族＝30人（先着順）
▽参加料　無料

②レベルアップ教室
▽時間　午後２時～３時30分
▽対象　棋力向上を目指す小学生か
ら高校生までの児童・生徒＝ 30人
（先着順）
▽参加料　無料
③指導対局会
▽時間　午後４時～５時30分
▽対象　プロ棋士の直接指導を望む
人＝30人（先着順）
▽参加料　1,000 円（高校生以下
は無料）
【記念大会】
▽とき　11月 11日（日）、午前10
時～（受け付けは午前９時30分～）
▽クラス　Ａクラス（三段以上）／
Ｂクラス（初段・二段）／Ｃクラス
（無段）／Ｄクラス（小学生の初級者）

▽審判長　行方尚史八段
▽参加料　1,500 円（高校生以下
は500円）
※事前の申し込みは不要。
▽賞　各クラス３位まで入賞／Ｃク
ラス優勝者には初段位授与
※対局が早く終わった人はプロ棋士
の指導対局が受けられます。

～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）

将棋名人戦
弘前対局記念イベント
■問青森県将棋連盟（☎青森017・775・7744）


