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第３０１号 ２０１２年 ３ 月 １ 日
弘 前 大 学 総 務 部 総 務 課

学術講演会・研究発表会・公開講座

弘前大学大学院地域社会研究科最終講義のお知らせ
弘前 大学大 学院地域社会研究科では、今年度をもって退職される佐藤
下記により行いますので、ご案内申し上げます。
１．日

時：２０１２年

３月

９日（金）

２．会

場：弘前大学創立５０周年記念会館２階

三三

教授の最終講義を

１６：００～１７：３０
岩木ホール

３．テーマ：「社会教育の誕生」
※講義終了後の祝賀会は予定しておりません。
ご挨拶される方は、講義に出席されるようお願い致します。

問い合わせ先：

弘前大学大学院地域社会研究科 檜槇 貢
電 話：０１７２－３９－３９３８（内線３９３８）
E-mail：himaki@cc.hirosaki-u.ac.jp

第７回臨床糖鎖研究会のお知らせ
この度、第７回臨床糖鎖研究会を開催致したく、ご案内申し上げます。ご多忙中とは存じますが、
ご参会下さいますようお願い申し上げます。参加費は無料です。
１．日

時：２０１２年

２．会

場：ホテルニューキャッスル弘前 ２階「曙」（弘前市上鞘師町２４－１）
電 話：０１７２－３６－１２１１

３．内

容：

【一般演題】

座

３月

６日（火）

長：鷹揚郷腎研究所

１８：００～２０：００

生化学研究部

Ⅰ．ポテリジャント抗体におけるフコースの重要性」

研究主任

坪井

滋

先生

協和発酵キリン㈱

Ⅱ．「Fer kinase regulates prostate cancer cell migration through α-dystroglycan
glycosylation」 弘前大学大学院医学研究科 先進移植再生医学講座 米山 徹
Ⅲ．「腎細胞癌における血清糖鎖マーカーの検索」
弘前大学大学院医学研究科 先進移植再生医学講座

畠山

真吾

Ⅳ．「ヒアルロン酸研究の新しいツールの開発 ヒアルロン酸とコンドロイチンのハイブリッド
糖鎖の酵素的合成とその応用」
弘前大学大学院医学研究科 糖鎖医学講座 須藤 晋一郎
Ⅴ．「ヒト子宮頸管線維芽細胞におけるプロテオグリカン及びプロゲステロンの抗炎症効果
について」弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座 福山 麻美
【特別講演】座

長：弘前大学大学院医学研究科

泌尿器科学講座

教授

大山

力

『医薬 品開発 のためのグライコミクス 高分枝型糖鎖マーカーを活用する前立腺癌治療薬の探索』
北海道大学大学院 先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門 新薬探索研究分野
教 授 西村 紳一郎
４．共

催：鷹揚郷腎研究所、協和発酵キリン㈱

５．後

援：臨床糖鎖研究会、弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座

※参加は無料です。
会終了後に情報交換会をご用意しております。
お車でお越しの方は、情報交換会でのアルコールはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ先：

弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座
電 話：０１７２－３９－５０９１
E-mail：urology@cc.hirosaki-u.ac.jp

第８回震災研究連絡会～弘前大学のネットワークで震災研究を広げよう～」開催について
弘前 大学大 学院地域社会研究科では、「震災研究連絡会」を下記により開催いたします。震災対
応や震 災研究 に興味のある方はどなたでも参加・聴講できますので、多数の皆様のご参加をお待ち
しております。
当日は２つの報告の前に、震災に関する情報・意見交換を行います。
情報をお持ちの方はこの機会にご紹介ください。
１．日

時：２０１２年

２．場

所：弘前大学創立６０周年記念会館コラボ弘大１階コミュニティ・スペース

３．対

象：一般の方、学生、教職員

問い合わせ先：

３月

６日（火）

１８：００～

弘前大学大学院地域社会研究科 教授 檜槇 貢
電 話：０１７２－３９－３９３８（内線３９３８）
E-mail：himaki@cc.hirosaki-u.ac.jp

「女性のためのよろず健康相談」事業のお知らせ
弘前 大学大 学院保健学研究科附属すこやかコミュニティ支援センターの［女性のためのよろず健
康相談 部門］ では、保健師、助産師、看護師が地域連携の一環として相談窓口を開き、活動に取り
組んでおります。
今回 は、平 成２３年度最後のミニ講座と個人相談の開催となります。「家族や自分の体調が気に
なる」 「これ って更 年期の症状？」「最近尿もれが・・」「育児で悩んでいることが・・」など、
様々な年代の女性が抱えるご心配に無料でお応えする機会です。ぜひお気軽にお出かけ下さい。

１．日

時：２０１２年

２．内

容：

３月

８日（木）

１３：００～１５：００

【ミニ講座】
①女性のための尿もれのお話し

１３：００～１３：２０

②それって病気？更年期のさまざまな症状
【個人相談】

１３：３０～１３：５０

１３：００～１５：００

３．場

所：弘前市まちなか情報センター２Ｆ（弘前市大字土手町９４－１）

４．料

金：無

料

問い合わせ先：

弘前大学大学院保健学研究科 健康支援科学領域
女性のためのよろず健康相談部門 代表 西野 加代子
電 話：０１７２－３９－５９９５

学

内

掲

示

板

男女共同参画推進室からのお知らせ
第８回

女性研究者フォーラム

弘前 大学男 女共同参画推進室は下記の要領で第８回女性研究者フォーラムを開催いたします。女
性研究 者フォ ーラムは、女性研究者をはじめとするあらゆる弘前大学関係者が情報交換の輪を広げ
ていく ための 場です。性別や立場をこえて、世代間交流、研究活性化、キャリアモデルの提示をす
すめて いきま す。参加費は無料、事前の申し込みは不要です。学生から教員まで、立場を超えた情
報交換の輪を作りましょう！
今回は、教育学部家政教育講座教授 日景 弥生さんを話題提供者としてお迎えいたします。
弘前に赴任して約３０年。仕事、子育てなどなど、多くのことを経験しながら、周りも巻き込み、
たくま しく生 きていくことを学んだ３０年でした。でも、最近の若者達の元気の無さが気になりま
す。こ のフォ ーラムでは、これからを生きる若者へのメッセージをお話したいと思います。春休み
中ですが、多くの若者の参加をお待ちしております。（日景さんからの話題の紹介より）
ライ フプラ ンを実現するためには？目の前にある課題や問題解決は？女性も男性も、みんなで一
緒に考えてみませんか？ふるってご参加ください。
１．日

時：２０１２年

３月１４日（水）

２．場

所：弘前大学文京キャンパス

３．話題提供者：弘前大学
４．話

題：「自分らしく生きる」

５．参加費：無
６．対

教育学部

料

象：弘前大学関係者

１４：３０ ～１５：３０

大学会館２階

スコーラム

家政教育講座

教授

日景

弥生

７．主

催：弘前大学男女共同参画推進室

８．共

催：弘前大学教育学生委員会
（このフォーラムは、ＦＤワークショップとして開催されます）

問い合わせ先：

弘前大学男女共同参画推進室 鶴井 香織
電 話：０１７２－３９－３８８５
E-mail：equality@cc.hirosaki-u.ac.jp
ＵＲＬ：http://www.hirosaki-u.ac.jp/equality/contents/event.html

弘前大学出版会から出版のための企画募集
弘前 大学出 版会から著書の出版を希望される方は弘前大学出版会にご相談ください。出版企画提
案書の 書式を 添付ファイルでお送りいたしますので、ご記入の上、ご返送ください。詳細について
はご連絡いただいた折に、ご説明いたします。

問い合わせ先：

弘前大学出版会（附属図書館内）
電 話：０１７２－３９－３１６８
ＦＡＸ：０１７２－３９－３１７１
E-mail：hupress@cc.hirosaki-u.ac.jp

国 立 大 学 協 会 情 報 誌 「 JANU 」 「 JAN U別 冊 」 に つ い て
本学 が会員 となっている「一般社団法人 国立大学協会」では、各国立大学の現状や優れた取り
組みなどを分かりやすくまとめた国立大学協会情報誌「JANU」「JANU別冊」を作成しています。
下記ＵＲＬより最新号を含め、今まで発行されたバックナンバーをご覧いただけます。
http://www.janu.jp/active/7janu_quarterty_report.html

最新号の第２３号において、本学記事が掲載されていますのでご覧ください。
編集担当から）
講演会、研究発表会、部局行事等の掲載原稿を発行予定日（毎月１日と１
６日の２回）の７日程度前までに、下記のとこ ろまで ご提供 ください。 お待ちしております。
◎担当：総務部総務課広報･支援グループ
E-mail:jm3012@cc.hirosaki-u.ac.jp、Fax:37-6594、内線：3012

