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後５時（初日は正午から、最終
日は午後４時まで）
▼ところ　百石町展示館
▼内容　「生きがい教室」（絵画・
俳句・短歌・書道）の作品展示
■問鷹ケ丘老人福祉センター（☎
32-7260）

弘前市生きがいセンター作品展

▼とき　10 月 29 日（火）～
31 日（木）の午前 10 時～午
後５時（初日は正午から、最終
日は午後３時まで）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）１階美術展示室
▼内容　「生きがい教室」（クレ
ヨン画・書道）の受講者と「サー
クル活動」（絵手紙・折り紙など）
参加者の作品展示
■問弘前市生きがいセンター（☎
38-0848、月曜日と祝日の翌
日は休み）

弘前大学経済学会大会

▼と き　10 月 28 日（月） 、
午後２時～５時（午後１時 30
分開場）
▼ところ　弘前大学創立 50周
年記念会館（文京町）１階みち
のくホール
▼内容　基調講演「人口減少と
持続可能な地域社会づくり」…
講師・藻谷浩介さん（日本総合
研究所）／研究紹介／パネル
ディスカッション
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学経済学会事務局（☎
39-3287）

企画展「縄文人のムラとマ
ツリ」

▼とき　令和２年３月 22日ま
での午前９時～午後５時
▼ところ　旧弘前市立図書館

弘前大学人文社会科学部北日
本考古学研究センター企画展

【石器大好き！寄贈記念　高橋
啓一コレクション展 - 下北半島
の縄文／弥生 -】
　弘前大学に寄贈された考古資
料の中から約 5,000 点の貴重
な遺物を紹介します。
▼とき　11 月 10 日（日）ま
での午前10時～午後４時
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部（文京町）総合教育棟２階、
北日本考古学研究センター展示
室
▼入場料　無料
■問弘前大学人文社会科学部北
日本考古学研究センター（☎
39-3190）

弥生いこいの Halloween-
week

　園内は期間中ハロウィーン一
色！お化けカボチャや馬車など
も仮装しています。
▼とき　10 月 19 日（土）～
27日（日）
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）ハイランド
ハウス前
▼内容など　「魔女スタッフに
合言葉を言ってお菓子をゲット
しよう！」＝10月 26日（土）・
27日（日）の午前９時～午後
４時 30分、無料／「特大カボ
チャの重さ当てクイズ」＝ 10
月 26日（土）・27日（日）の

午後２時～、無料／「数量限定！
カボチャのランタン作り」＝
10 月 27 日（日）の午後１時
～２時、先着 20組、参加料は
300円
■問 弥生いこい
の 広 場（ ☎
96-2117）

鳴海要記念陶房館の催し

【電動ロクロ体験】
▼とき　10 月 18 日（金）～
20 日（日）の午前 10 時～午
後３時
※所要時間約45分。予約優先。
▼内容　器作り
▼講師　小山陽久さん、佐藤学
さん（津軽千代造窯）
▼対象　小学生以上
▼参加料　1,600 円
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、火曜日は休
み）

弘前地区手をつなぐ育成会
60 周年記念　記念講演会

▼とき　10月 20日（日）、午
前10時～ 11時 30分
▼ところ　さくら野弘前店（城
東北３丁目）４階大ホール
▼テーマ　「親なきあとは、親
あるうちに」～気になるお金の
ことを中心に～
▼講師　又村あおいさん（全国
手をつなぐ育成会連合会政策セ
ンター委員）
※事前の申し込みは不要。
■問 弘前地区手をつなぐ育成
会 60 周年記念事業実行委員
会事務局（大髙さん、☎ 33-
7638、■Ｆ 33-7639）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▼とき　10 月 21 日（月）～ 
23 日（水）の午前 10 時～午

（下白銀町、追手門広場内）２
階展示コーナー
▼入場料　無料
■問文化財課埋蔵文化財係（☎
82-1642）

郷土文学館の催し

【スポット企画展】
　鎌田慧、三浦雅士、根深誠ら
現在活躍中の郷土出身の文筆家
と主な著作を紹介します。
▼と き　11 月１日（金）～
12 月 28 日（土）の午前９時
～午後５時（入館は午後４時
30分まで）

【ラウンジのひととき】
▼とき　11 月２日（土）、午     
後２時～３時
▼内容　太宰治が描く危険な女
たち～ドラマリーディング公演
▼出演　津軽カタリスト
～共通事項～
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生、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。
■問郷土文学館（☎37-5505）

あずましフェスタ 2019　
～地域を支える車大集合～

▼とき　11月２日（土）
　　　　午前10時～午後3時
▼ところ　JR 弘前運輸区、弘
南鉄道弘前駅、城東口緑地、自
由通路
▼内容　JR 弘前運輸区の特別
公開／陸上自衛隊や JAF、消
防・救急車両の展示／各会場ス
タンプラリー（景品がなくなり
次第終了）／ミニこまち号の運

行／オープンデッキミニコン
サート
▼その他　イベント内容や展示
内容が変更になる場合がありま
す／駐車場はありませんので、
公共交通機関などをご利用くだ
さい／トイレは弘前駅のトイレ
をご利用ください
■問弘前駅自由通路等にぎわい創
出事業実行委員会（弘前観光コ
ンベンション協会内、☎ 35-
3131）

津軽塗技術保存会
「秋の特別発表会」

▼とき　11 月１日（金）～４
日（月・振休）、午前 10 時～
午後３時
▼ところ　旧紺屋町消防屯所
▼内容　制作作品等の展示・販
売、津軽塗に関する解説パネル
の展示など
▼観覧料　無料
■問津軽塗技術保存会事務局（文
化財課内、☎82-1642）

裁判員制度シンポジウム

　裁判員経験者や法曹関係者に
よるシンポジウムです。
▼とき　11 月３日（日・祝） 
　　　　午後２時～５時30分
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部（文京町）多目的ホール
▼対象　市民＝150人
※裁判員経験者で、経験談を話
してくれる人を募集していま
す。詳しくは問い合わせを。
■問弘前大学人文社会科学部（平
野さん、☎兼■Ｆ 39-3199、■Ｅ
k-hirano@hirosaki-u.ac.jp）

第 58 回弘前市子どもの祭典

　市内の中学生と高校生の実行
委員が子どもたちのために開催
するお祭りです。

▼とき　11 月３日（日・祝）、
午前９時30分～午後３時
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）
▼テーマ　「児遊　　」
▼内容など　午前９時 30分～
＝開会式、子どもの作品展示会
と表彰式／午前 10時～＝舞台
発表、体験コーナー（押し花の
しおり作り、大道芸、プラバン
作りなど）／午後２時 30分～
＝お楽しみ抽選会、閉会式
▼入場料　無料
▼その他　公共交通機関で来場
を／会場で飲食の販売はありま
せん
■問弘前市子どもの祭典実行委員
会事務局（中央公民館内、☎
33-6561、火曜日は休み）

こどもの森 11 月の催し

【落ち葉であそぼう！】
▼とき　11月 3日（日・祝）
　　　　午前10時～正午
▼内容　落ち葉狩り、焼き芋作
り
▼対象　小学生以上
▼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、
☎ 88-3923）
／市みどりの
協会（☎ 33-
8733）

女声コーラス弘前うらら会
創立 65 周年記念演奏会

▼とき　11月 10日（日）、午
後２時～（午後１時30分開場）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）ホール
▼入場料　無料
■問女声コーラス弘前うらら会
（木村さん、☎84-2695）
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