2019年1月弘前市内イベント情報
※天候や主催者の都合により、イベントの内容・日程等が変更・中止になる場合もございますので、主催者に予めご確認の上お出かけくださいますようお願い致します。

イベントピックアップ
日 曜日

場所

弘前市まちなか情報センター調べ

お問い合わせ先・備考

時間

岩木山神社

８：００～

お山参詣の安全を祈願し、１月１日に岩木山神社の参道を行進します。 問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

弘前市まちなか情報センター

１０：００～１６：００

中土手町加盟店で１回￥５００以上お買い物すると抽選券が１枚もらえます。※抽選券限定１０，０００枚！各店なくなり次第終了。
期間：１２/１５～H３１．１/２ その他：当日は会場にてお振る舞いもご用意しております。
問：中土手町商店街振興組合（０１７２－３３－７００１）

上土手町お年玉夢くじ抽選会
～現金つかみどりもあるよ～（～１３日）

弘前東栄ホテル ２階

１０：３０～１７：００

上土手夢賞は『上土手町商品券￥１０，０００分』など豪華商品盛りだくさん！！
売り出し期間：１２/８より上土手町各店にて、お買い上げ￥２，５００毎に抽選券１枚進呈、お買い上げ￥５００毎に補助券１枚進呈（５枚で１回抽選）
※抽選券・補助券ががなくなり次第終了。
問：弘前上土手町商店街振興組合（０１７２－３８－７０３０）

津軽錦絵節友会 作品展
佐藤大節 遺作展（～１４日）

弘前市まちなか情報センター

９：００～１９：００
（最終日は１７：００まで）

観覧料無料
主催：津軽錦絵節友会
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火祝 初詣お山参詣安全祈願祭

2

水 中土手町お年玉抽選会

12

土

13

平成 ３０ 年 １２月３１日現在

イベント名

日 二十歳の祭典

14 月祝 新春恒例 弘前市・西目屋村消防団出初式

弘前市民会館
１１：００～（１０：５０までに入場してください）

対象：Ｈ１０．４/２～Ｈ１１．４/１に生まれた方（市内に住所のある対象者には、１２月上旬に案内はがきを郵送します）
内容：成人式式典、実行委員会による成人祭 その他：当日、市民会館には駐車できませんので、近くの有料駐車場をご利用ください。
また、交通渋滞緩和のため、１０：００～１３：００の間、市役所・茂森方面から市民会館への右折進入を禁止します。
【出席者は博物館観覧料が無料】
１/１３（日）９：３０～１６：３０ 開催企画展：「～春を待つ～ふるさとの画家展」
問：弘前市生涯学習課（０１７２－８２－１６４１）

中土手町通り・下土手町・一番町

９：３０～１０：３０

平成３１年の年頭にあたり、「災害のない安全なまち」を目指し、出初式を行います。
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。
【交通規制】８：５０～１０：３０ 土手町十文字から一番町十字路交差点まで
※会場内での無人航空機（ドローン等）の使用は全面禁止します。 問：弘前市企画部 防災安全課 三浦さん（０１７２－４０－７１１７）

１０：００～

ヒロロで相馬地区の魅力をまるごとお届けします。
参加料無料（えび釣りは有料）
イベント内容
【１９日】１１：００～※開会式終了後 「開会式アトラクション」キッズヒップホップダンス、もちの振る舞い／１３：００～１６：００ 沢田ミニ炭俵実演販売
【２０日】１４：００～１５：３０ 「相馬の芸能オンステージ」リトルスウィース、長慶苑飛馬の星、相馬登山ばやし愛好会、紙漉沢獅子舞保存会、
相馬囃子キッズ ｗｉｔｈ Ｙ、佐藤ぶん太、ミニライブ
【１９・２０日】１０：００～カットりんご飴振る舞い／①１０：３０～ ②１３：３０～ アップルケーキ手作り体験／
１０：００～１６：００ 相馬地区の特産品販売／えび釣りに挑戦！（有料）／紙漉き体験でハガキを作ろう／缶バッジ製作体験／
相馬地区写真展／天文台コーナー／相馬地区地域おこし協力隊ＰＲコーナー
問：相馬まるごとフェスタ実行委員会事務局（相馬総合支所総務課内 ０１７２－８４－２１１１）

ヒロロ
３階 ヒロロスクエア
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土 第３回相馬まるごとフェスタ（～２０日）
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ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ
火 ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ キッズ １ｏｎ１ ＢＡＴＴＬＥ（１２歳以下限定） 弘前市まちなか情報センター
ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ ２ｏｎ２ ＢＡＴＴＬＥ

１８：３０～

観覧料無料
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）
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土 りんご公園ウィンターフェスティバル（～２７日）

１０：００～１５：００

雪に触れて、楽しく遊ぼう♪楽しいイベントが盛り沢山！冬はりんご公園で遊ぼう！
参加料無料 内容（予定）：そり滑り、絵本読み聞かせ、津軽昔語り、雪上レク、雪上プチＳＡＳＵＫＥ、雪上障害物競争など
問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）
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～新たな観光ビジネスの創出をめざして～
火 弘前公園観光人力車 実証実験 結果報告会
【併催】青森県における創業支援の取組と
クラウドファンディングの活用

１４：００～１６：００

新たな観光コンテンツの開発をめざして、平成２９～３０年度の２か年にわたり、弘前公園で実施した｢観光人力車｣実証実験の結果と観光ビジネスとしての
可能性について報告いたします。 あわせて、観光事業に限らず広く創業をお考えの方を対象に、本県における創業支援の取組やクラウドファンディングの
事例について紹介いたします。
参加料無料※要事前申込 対象：新規観光ビジネス(人力車事業等)に興味・関心がある方。 定員：１００名
【内容】
第１部：弘前公園観光人力車 実証実験結果報告会／講師：大中 実氏(弘前観光コンベンション協会 地域活性化検討部会 部会長)
第２部：青森県における創業支援の取組とクラウドファンディングの活用
／講師：三上 英機氏(青森県商工労働部地域産業課 創業支援グループ 副参事) 、講師：高木 恵美子氏(弘前・高岡の森 古民家カフェ「山の子」店主)
申込・問：弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２-３５-３１３１ ＦＡＸ０１７２-３５-３１３２ Ｅ-メール：htcb04@jomon.ne.jp ）

りんご公園

弘前市立観光館
多目的ホール

デパートのお正月催し
日 曜日

イベント名

場所

お問い合わせ先・備考

時間

【中三弘前店】
１日（火祝）は全館９：００～１８：００
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2

火祝

水

２日（水）より通常営業（１０：００～１９：００）

ＴＥＬ：０１７２－３４－３１３１

開店～なくなり次第終了

１回￥１，０００（税込） 空クジなし ￥１０００以上の賞品が必ず当たる
２０１９年最初の運試し！豪華家電や話題の品が当たる！！ 各日賞品が無くなり次第終了

「紅白りんご」プレゼント

９：３０～

先着１００名様

弘前出身ｙｏｕｔｕｂｅｒ「ＳＵＳＵＲＵ」とラーメントーク

１１：００～

人気ラーメンｙｏｕｔｕｂｅｒ「ＳＵＳＵＲＵ」と一緒に、ラーメンクイズで中みそ（チルド）をゲットしたり、おすすめのラーメン話を聞いたり、
「ラーメントーク」を楽しみませんか!!ＳＵＳＵＲＵのグッズ販売も開催！

纏振り

１２：５０～

火消しの心意気を伝える纏振りを披露します

ＪＵＮＰＩＮＧ☆ＰＯＭＭＥＳ（ジャンピングポムズ）

１３：００～

弘前市を中心に活躍するキッズチアダンスチーム。年中さんから中学生までが毎週元気に活動中。

２０１９年初夢千円福引（～３日）

５階 催事場

１階 スパイラル

弘前大学 津軽三味線サークル 津軽三味線演奏

１階 スパイラル

１３：３０～

２００５年結成。現在メンバーは６０名ほどで日本最大級の大学津軽三味線団体です。

第５３回弘玄展（～４日）

８階 スペースアストロ

１０：００～１８：００
（２・４日は１７：００まで）

問：第５３回展責任者 鎌田さん〈長利さん方〉（０１７２－３３－２０４９）

ＡＯＭＯＲＩ花嵐桜組よさこい演舞

①１０：３０～ ②１３：００～
１階 スパイラル

本間愛音（ほんまあかね）ライブ

１１：３０～

田中けいとライブ

１４：００～

【さくら野弘前店】
１日（火祝）は９：００～２０：００
１２/２９
【久月】変わり羽子板展示会（～１/４）
(土）～
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４階レストラン１１：００～２０：３０）

ＴＥＬ：０１７２－２６－１１２０

３階 富士メガネ前特設会場

話題の人を『変わり羽子板』で平成最後の年に、平成を振り返る…

イノって年のはじめの運だめし！！
新春食料品 福引大会（～３日）

１階 食品特設会場

会場：１階食品特設会場 １回￥２，０００（税込）／お１人様５回まで、空くじなし １日２，４００名様 ２日４００名様 ３日３００名様 ※各日とも先着
※福引はさくら野ポイントはつきませんので、あらかじめご了承ください。

新春恒例 初夢福引大会（～２日）

３階 催事場

会場：３階特設会場 １回￥２，０００（税込）／空くじなし １日３，０００名様 ２日７００名様 ※各日とも先着
※福引はさくら野ポイントはつきませんので、あらかじめご了承ください。

２０１９初夢大抽選会

１階アクアリウム渡嘉敷前

渋谷和生氏 新春 津軽三味線披露

１階 正面玄関前

①８：４５～②１０：３０～

弘前市消防団第一方面団東地区団による 纏ふり

１階 正面玄関外

１０：００～１０：２０

ＨＵＬＡ ＳＴＵＤＩＯ ＭＯＡＮＩ フラダンスショー

１階アクアリウム渡嘉敷前

１４：００～

甘酒・ホットレモン お振る舞い（～２日）

１階 正面入口

ジバニャンがやってくる！（～３日）

１階アクアリウム渡嘉敷前

①１１：３０～②１３：３０～

１階 正面玄関前

1１：００～

１階アクアリウム渡嘉敷前

１４：３０～

１階アクアリウム渡嘉敷 特設会場

１３：００～１５：００

つなぎ温泉有名旅館宿泊（ペア１泊）など
当日（税込）￥１０，０００以上のお買上げレシートで１回抽選できます。 お一人様連続３回まで 先着２，０００名様

火祝

水 五代獅子舞保存会による 獅子舞披露
佐藤ぶん太、 津軽笛披露
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２日（水）より通常営業（１０：００～２０：００

日 「１１０番の日」広報キャンペーン

新年の幕開けを飾る演技催し

各日先着２００名様

１１０番の正しい利用方法の周知と、交通事故防止と街頭犯罪防止のために各種広報活動を行います。
・城東交番マスコットキャラクター「とら吉くん」、弘前市マスコットキャラクター「たか丸くん」との触れ合い
・白バイ展示 ・乗車体験 ・子供用制服を着用しての写真撮影（※カメラはご持参下さい） ・サックス演奏 ・トランプマジックショー
・弘前警察寸劇部隊「アップル隊」による寸劇（迷わずしろよ、すればわかるさ１１０番） ・城東交番員による１１０番の正しい利用方法について解説と実演

【イトーヨーカドー弘前店】
１日（火祝）２日（水）は全館９：００～２０：００

３日（木）より通常営業（９：００～２０：００※Ｂ１Ｆは２１：００まで）

開運 五百本引き
『みんなのうれしいが選べる幸せ満載！』

1

火祝

１回￥１０，０００（空くじなし、末等でもｎａｎａｃｏチャージ(￥１０，０００分)が当たります。）※当日朝、整理券を配布 先着５００名様
※お１人様１回限り、現金でのお支払いでお願いいたします。※中学生以上の方のご参加に限らせていただきます。

新春はろうきてぃオリジナルまめ皿セットプレゼント

各専門店
※一部、実施していない専門店あり

開店～景品終了まで

各店先着６０名様 各専門店でお買上げ、またはご利用のお客様におひとつ先着で差し上げます。

新春「鏡開き」

１階エントランス

１３：００～

新春の恒例行事の鏡開きを実施します。

甘酒＆カルピスふるまい

１３：００（鏡開き終了後から）

大人は甘酒、お子様にはカルピスをふるまいます。 ※甘酒は妊娠・授乳期・お車の運転の方はご遠慮ください。
※当日の天候・交通事情により、イベントの実施時間・場所・内容が変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お正月わくわく謎解きすごろく（～３日）

受付時間１７：００まで

２０１９年最初の謎解きはすごろくだよ！
参加資格：中学生以下のお子様
参加されるお客様にリーフレット（問題用紙）を配布し、謎解きラリーに参加していただきます。クリアしたお客様には、
お菓子orゲームセットのどちらかをプレゼントします。※予定参加人数に達し次第終了。景品が無くなり次第終了。
※当日の天候・交通事情により、イベントの実施時間・場所・内容が変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

開運 干支小物 先着プレゼント

開店～景品終了まで

お一人様お一つ、無くなり次第終了

【ＨＩＲＯＲＯ
１日（火祝）全館休業
２０１９年初ライブ！
ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ 新春ライブ
2

ＴＥＬ：０１７２－３３－５５１１

開店～商品終了まで

振る舞い
水 甘酒 ホットアップルジュース（～３日）
感謝大還元 ヒロロ激アツ！！福袋 抽選販売
（～３日）

２日（水）９：００～２０：００
４階 特設会場（アニメイトとなり）

ヒロロ】

３日（木）より通常営業（１０：００～２０：００）※一部の施設を除く

ＴＥＬ：０１７２－３５－０１２３

①１１：００～②１４：００～

「２日」 ９：００～１２：００
「３日」１０：００～１２：００
「２日」応募券配布９：００～１１：００（並木側入口にて）
抽選会１２：００～（４階 特設会場にて※アニメイトとなり）
「３日」応募券配布１０：００～１２：００（並木側入口にて）
抽選会１３：００～（４階 特設会場にて※アニメイトとなり）
１階 大町入り口

無くなり次第終了
●３万円福袋（商品＋ヒロロお年玉券￥１５，０００分）／●１万円福袋（商品＋ヒロロお年玉券￥３，０００分）
※お一人様 応募券１枚限り。現金のみでのご購入となります。抽選会においでにならない場合は無効とさせていただきます。
※詳しくは店内ポスターまたはホームページをご覧ください。

3

木 映画上映会／こども映画の教室（～４日）

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

①１０：３０～ ②１２：３０～

内容：映画上映（３日『ローマの休日』／４日『ピノキオ』／両日共通『日本の昔ばなし』『チャップリン』『トム＆ジェリー』ほか）、
ゾートロープ（回転のぞき絵）の展示
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、０１７２－３５－０１５４ ※８：３０～２１：００）

5

土 ヒロロだよ！全員集合！～冬の陣～
「世界の果てまでイッテ・スポーツ！」

ヒロロ
３階 イベントスペース、
４階 弘前市民文化交流館ホール

１０：００～１５：００

参加料：￥１００ 対象：小学生以上※大人も大歓迎！！
内容：６種類のスポーツ・レクリエーション体験（キンボール〈カナダ〉、チュックボール〈スイス〉、ペタンク〈フランス〉、
ユニバーサルホッケー〈スウェーデン〉、投扇興〈日本〉、タングラム〈中国〉）※スタンプラリーで参加賞がもらえます。
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、０１７２－３５－０１５４ ※８：３０～２１：００）

デパートのお正月催し
【アプリーズ】
１日（月祝）９：００～１９：００※一部の店舗・施設を除く
1
3

火祝 新春お年玉抽選会！（～２日）
木

ハンドメイドイベント
「Ｈｅａｒｔ Ｂｅａｔｉｎｇ Ｃｒａｆｔ」（～４日）

２日（火）より通常営業（１０：００～２０：００）※一部の店舗・施設を除く
「１日」 ９：００～
「２日」１０：００～

抽選当日のレシート合計￥３，０００（税込）毎に１回抽選が出来ます。※商品が無くなり次第終了
※お一人様最大１０回まで。また、￥２，０００以上の福袋についている特別抽選券でも抽選頂けます。

弘前駅ビル アプリーズ
３階 特設会場

１０：００～１６：００

革雑貨やレジンアクセサリーをはじめ、ハ-バリウムや刺しゅうアクセサリー、似顔絵の作家さんたちが大集合！
ワークショップも同時開催しています。※作家さんの参加する日にちにご注意ください。ワークショップを開いていない方もございます。
問：弘前駅ビルアプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

場所

時間

12月以前からの継続イベント
日 曜日
通年

★印はギャラリー会場の通常営業時間です。実際の展示時間と異なる場合がございますので、各会場へお問い合わせください。

イベント名
お殿様・お姫様衣装着付け体験（～３/３１）

弘前公園内 武徳殿休憩所

Ｈ３０．
１１/２２ ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー
（木）～ 「津軽ひろさき 観光稽古館」（～２/２４）

弘前市立観光館
１階 多目的ホール他

Ｈ３０．
１１/３０ 弘前エレクトリカルファンタジー２０１８
（金）～ あずましろ～どシンボルツリー点灯（～２/２８）

あずましろ～ど
（ＪＲ弘前駅 ２階 東西自由通路）

Ｈ３０．
１２/１
（土）～

Ｈ３０．
１２/７
(金）～

９：００～１６：３０

７：００～２４：３０

お問い合わせ先・備考

イベント分類

体験料：１着￥５００～￥１，０００ 問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

イベント
ピックアップ

多様化する近年の「観光」に対応できる柔軟な「発想力」、「適応力」、「分析力」、「工夫力」、そして「実行力」を持ち、
ワンランク上の意識で津軽地域の観光を考え、地域経済に波及効果をもたらす人材育成を目的に、
ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー「津軽ひろさき観光稽古館」を開講します。
今年度は①「おもてなしの達人育成コース」と②「観光仕掛人育成コース」の２コースを開校！
我と思わん方は奮ってご参加下さい！
受講料：各コース￥３，０００
定員：おもてなしの達人コース３０名／観光仕掛人育成コース２０名※申込は既に締切
申込資格：津軽地域（弘前市及び周辺市町村）在住者もしくは同地域で勤務、活動されている方（大学生以上）
基礎編〈２コース合同講座〉（１１/１１・１６・２２日、１２/７）
☆おもてなしの達人育成コース（１２/１５、１/１９・２６日、２/１０）
☆観光仕掛人育成コース（１２/１４、１/１８・２６日、２/９）
☆成果発表〈２コース合同講座〉（２/２４）
【一般公開】一般の方の聴講が可能な講座です。※席の準備の都合上、なるべく事前の申込を
（１１/２２、１２/７・１４・１５、１/１８・２６日）※詳細はイベントピックアップ欄をご覧ください。
問：弘前観光コンベンション協会
（〒０３６－８５８８ 弘前市下白銀町２－１ ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２ Ｅメール：hirokan5@jomon.ne.jp）

講演・講座
・セミナー

「あずましろ～どシンボルツリー」は、観光など様々な形で連携している函館市との交流から始まった、函館と弘前の友好の証です。
函館市の友好都市であるカナダのハリファックス市から函館市に贈られたモミの木のうちの1本を、弘前市で譲り受け、
約１０，０００個のＬＥＤで装飾されています。
問：弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会 事務局 弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

イベント
ピックアップ

家の暖房を止めて商店街で暖かく過ごす
下土手町商店街 ここで暖まろうスポットラリー
（～１/３１）

参加店
津軽弘前屋台村 かだれ横丁／煉瓦亭／
暖かく過ごせるお店や施設「ウォームシェアスポット」で暖かさを分かち合いませんか？
土手町コミュニティパーク（アップルウェーブ㈱）／金正堂本店弘前店／ スポットでスタンプを３つ集めて応募すると抽選で参加店共通商品券が当たります。※応募締切２/１（金）
中三 弘前店／菊池薬店／天香堂／弘前市まちなか情報センター／
問：弘前下土手町商店街振興組合（０１７２－３３－５３６９）
弘前市立百石町展示館

弘前エレクトリカルファンタジー２０１８
「今年の冬も、弘前公園にさくら咲く。
『冬に咲くさくら ライトアップ』」（～２/２８）

弘前公園 追手門付近

１６：００～２２：００

さくらの名所として名高い弘前公園ですが、実は冬にも人知れず咲いていることをご存知ですか？
さくらの枝に綺麗に積もった雪がライトアップされ、まるで満開のさくらが咲いているように見える幻想的な光景をお楽しみください。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

弘前エレクトリカルファンタジー２０１８
追手門広場イルミネーション（～２/２８）

追手門広場

１６：００～２２：００

クリスマス、大晦日、バレンタインデーは、オールナイトでイルミネーションを点灯します。
【オールナイト点灯】２０１９．２/１４(木)
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

スポット企画展 長部日出雄追悼展（～３１日）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
（最終日は１２：００まで。
入館は３０分前まで）

観覧料：高校生以上￥１００／小・中学生￥５０
※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、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：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

アート・展示会

９：３０～１６：３０

高照神社に奉納された宝物を中心に収蔵・公開している「高岡の森弘前藩歴史館」で、絵図をテーマにした展覧会を行います。
※会期中に一部展示替えがあります。
観覧料：一般￥３００（￥２２０） 高校・大学生￥１５０（￥１１０） 小・中学生￥１００（￥５０）
※（ ）内は２０名以上の団体料金。
「弘前市立博物館」との共通券 ：一般￥４２０（￥３１０） 高校・大学生￥２１０（￥１６０） 小・中学生￥１４０（￥７０）
※（ ）内は２０名以上の団体料金です。
※共通券とは、博物館及び高岡の森弘前藩歴史館に、それぞれ１回入館できる券です。また、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。
住所や年齢を証明できるものを提示してください。
※休館日１２/１７・２９、Ｈ３１．１/３・２１・２２日、２/１８）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

アート・展示会

９：００～１７：００

弘前市のマンホールカードを１人につき１枚無料で配布します。マンホールカードは、マンホール蓋を活用した
「カード型の下水道広報用パンフレット」です。
全国共通のルールで作られているため、コレクションカードとしても関心を集めています。
問：上下水道部総務課（０１７２－５５－９６６０）

その他

９：３０～１６：３０

厳しい冬に耐え、春の息吹を待つ。この津軽の気質は、多くの芸術家にとって重要なテーマでした。
そんな、「春を待つ」作品を通して郷土の作家を改めて紹介します。
観覧料：一般￥３００（￥２２０） 高校・大学生￥１５０（￥１１０） 小・中学生￥１００（￥５０）
「高岡の森弘前藩歴史館」との共通券：一般￥４２０（￥３１０） 高校・大学生￥２１０（￥１６０） 小・中学生￥１４０（￥７０）
※（ ）内は２０名以上の団体料金です。
※共通券とは、博物館及び高岡の森弘前藩歴史館に、それぞれ１回入館できる券です。
※６５歳以上の弘前市民、市内の小中学生、市内の留学生、ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方、障がい者は無料です。
年齢、住所等を証明するものをそのつどご提示ください。
併設 常設展：「ひろさきの歴史と文化～原始から近現代へ～」
休館日：１２/１７（月）、１２/２９（土）～１/３（木）、１/２１（月）、２/１８（月）、３/１８（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

アート・展示会

参加料無料 対象：小学生以下
内容：受付カウンターで配布する回答カードに、絵本に関するクイズの答えを記入してください。
全問正解者に「おめでとうカード」と「オリジナル塗り絵」をプレゼント。
問：ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

お子様向け催し・
子育て・教育

高岡の森の絵図展（～３/１７）

高岡の森弘前藩歴史館

マンホールカードを配布します
緑の相談所
（※休館日を除く 休館日：月曜日
〈但し祝日の場合は開館〉、祝日の翌日、１２/２９～１/３）

Ｈ３０．
１２/１４
（金）～

ＴＥＬ：０１７２－３６－２２３１

２階 特設会場

企画展４「～春を待つ～ふるさとの画家展」
（～３/２４）

弘前市立博物館

イベント
ピックアップ

Ｈ３０．
１２/２２ 冬休みおはなしクイズラリー（～１４日）
（土）～

ヒロロ
３階 こども絵本の森

Ｈ３０．
１２/２６ 石岡みき子「きものリメイク展」（～２/３）
（水）～

ギャラリーあねっこ

★９：００～１７：００

問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

アート・展示会

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～２０日）

イトーヨーカドー弘前店

★９：００～２０：００

シースルーフラワー、木目込み人形、人物画など 問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

東天書道会 年末年始書道展（～７日）

イトーヨーカドー弘前店

★９：００～２０：００

問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

1月のイベント情報
日 曜日

4

5

6

★印はギャラリー会場の通常営業時間です。実際の展示時間と異なる場合がございますので、各会場へお問い合わせください。

イベント名

場所

時間

お問い合わせ先・備考

白川堅介×松岡泰河
「まんなかのレトロな駅舎で書き初め展」（～６日）

ギャラリーまんなか
（中央弘前駅）

９：００～１８：００

入場料無料 内容：大鰐線にまつわる書道作品の展示。筆と墨を使った書道体験コーナーなど。
※専用駐車場はございません。公共交通機関や近隣のコインパーキングをご利用ください。
問：まんなかづくり実行委員会（Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

平成３１年新春祝賀会

フォルトーナ

１７：００～（受付１６：００～）

会費：お一人￥４，０００
申込・問：折込チラシの参加申込書に必要事項を明記の上、会費を添えて弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）へ。
※電話申込はトラブル等防止のためお受けいたしかねますのでご了承ください。

博物館で干支もうで！

弘前市立博物館

９：３０～１６：３０

「猪形土製品」（愛称：いのっち）の展示を新春１/４より、展示再開！
平成３０年７月から開催の東京国立博物館「縄文－１万年の美の鼓動」及び引き続いてパリで行われた「ジャポニスム２０１８」に
出品され、大好評の「いのっち」が、弘前市立博物館に帰ってきました。
平成３１年の干支であるイノシシは、「無病息災」と「子孫繁栄」の象徴です。
【新春いのっちクイズ（～６日）】
博物館でいのっちに関するクイズを出題。参加者にはもれなくオリジナルいのっちグッズをプレゼントします（なくなり次第終了）。
※観覧料が必要（一般￥３００(￥２２０） 高校・大学生￥１５０(￥１１０） 小・中学生￥１００(￥５０）※()は２０名以上の団体。
※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、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：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

クラシックギター発表会

喫茶れもん

１３：３０～

入場料無料 ※要ドリンクオーダー
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

昭和のプラモデルBOXアート展（～１４日）

鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入場料無料 ※８日（火）休館
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

弥生いこいの広場写生大会 入賞作品展（～１４日）

ヒロロ
３階

８：３０～２１：００

市内の小学生を対象に開催した写生大会の入賞作品を展示します。
観覧料無料
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

こどものまち ミニ ひろさきｖｏｌ．４（～６日）

弘前大学大学会館

９：３０～１５：００（予定）

「こどものまち ミニ ひろさき」は、子ども自身が遊びながら「まち」を作り上げていく取り組みです。
対象：小学生２５０名※申込は既に締切
問：弘前大学深作研究室 こどものまち ミニひろさき実行委員会（０１７２－３９－３１４７）

木育「金魚ねぷたの笛又はフォトフレーム」

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

１３：３０～１４：３０

木の感触や木目を感じながら、親子で作りましょう。
材料費：￥１，０００※要事前申込。当日徴収（１家族１セットになります） 定員：２０組 講師：わらはんど木村さん
希望の材料を申込時にお知らせください。
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

おたのしみおはなし会（他１２・１９・２６日）

弘前図書館
１階 閲覧室おはなしコーナー

５・１９日１１：００～１１：３０
１２・２６日１５：００～１５：３０

参加料無料※事前申込不要 対象：おおむね４歳～小学校低学年の児童
内容：「正月・干支」をテーマとした、絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔話、エプロンシアター、なぞなぞなど
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ新春ＬＩＶＥ ２０１９
（他６・１２・１３・１４日）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１４：３０
ＳＴＡＲＴ１５：００

チケット：前売￥１，０００ 当日￥１，５００※ドリンクチャージとして別途￥５００ ５日間共通チケット￥３，０００
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

１０：３０～１２：００
（受付１０：００～）

木でできた部品に木の実をくっつけたり好きな色をぬったり・・・自分だけのロボ木ーをつくってみよう！！
参加費：１組￥５００（ロボ木ーキットが１セット渡ります）
※参加費は当日徴収
※追加で子ども、大人に関わらず参加をご希望される場合は、１人￥５００の参加費となります。（１人／１セット渡ります）
対象：年長・小学生１名と保護者１名の５０組※定員になり次第締切※申込は既に終了
持ち物：はさみ、ロボ木ーの飾りつけに使いたいもの（ボタン、リボン、布、木の実など）
※木工用ボンドで飾り付けしたり、色を塗ったりします。
講師：青森県立弘前工業高等学校のみなさん
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

金

土

ぷらっとキャンパス ロボ木ーをつくろう！
１００人ワークショップ

ヒロロ
３階 イベントスペース

えほんのもりのおはなしかい（他１６日）

ヒロロ
３階 こども絵本の森おはなしコーナー

１０：３０～１１：００

対象：３歳までの乳幼児と保護者※事前申込不要 内容：絵本の読み聞かせ、手遊びなど
※ブックスタートパックは引換券到着日から１歳の誕生日月末まで、こども絵本の森、弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリーで引き換えができます。
問：ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

冬休みは公民館で学習を！（～１２日）

弘前文化センター
２階 第３会議室、和室ほか

１０：００～１６：００

中央公民館（下白銀町、弘前文化センター内）では、子どもたちの冬休み期間中の学習場所として会議室などを開放します。
内容：小・中学生や高校生の自習場所として使用できます。また、弘前大学の学生などが学習サポートや相談に対応します。
※会場、学習サポートとも事前の予約はできません。学習サポートスタッフ（ボランティア）を募集しています。協力できる人は連絡を。
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１、火曜日は休み）

日

イベント分類
アート・展示会

その他

ライブ・コンサート

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

日 曜日

イベント名

場所

りんご産業勉強会～りんご作りに感謝をこめて～

時間

イベント分類

参加料無料※事前予約不要 講師：工藤貴久さん（青森県りんご協会）

１４：３０～１６：００

参加料￥８００※要事前予約 対象：親子１５組、一般１０名（先着順）
申込・問：１/５までにＡプロジェクト 草刈さん（０９０－３７５９－４２４８）へ。

集合：こどもの森ビジターセンター

９：３０～１４：３０

久渡寺山への登り初め、お社参拝。（雨天決行）
参加料無料※要事前申込 対象：登山の経験があり、冬山登山の装備で参加できる人
持ち物：昼食、飲み物、替えの下着・靴下、雨具、防寒着
申込・問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

澤田元＆柊 おやこ演奏会～ピアノとヴァイオリン～

百石町展示館

開場１３：３０ 開演１４：００

入場料無料 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

鎌田深雪ピアノ教室発表会

弘前文化センター ホール

開場１２：００ 開演１２：３０

入場料無料 問：鎌田深雪ピアノ教室（０１７２－３４－９７０２）

吉澤秀香 新春展（～３１日）

鐡心ギャラリー

★１０：００～１７：００

問：鐡心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

アート・展示会

ヘルシーエイジング無料公開講座
「高齢者のうつの理解と予防」

ヒロロ
３階 健康ホール

１４：２０～１５：２０

参加料無料（整理券が必要） 対象：市民 講師：井原一成さん（弘前大学大学院社会医学講座教授）
整理券配布場所：弘前市保健センター、百石町展示館、健康広場（ヒロロ３階）、弘前図書館
問：ヘルシーエイジング 齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

講演・講座
・セミナー

～出張版～高齢者健康トレーニング教室（～１１日）

①石川公民館（８日） ②堀越公民館（９日） ③千年公民館（１０日）
④東部公民館（総合学習センター内）（１１日）
１０：００～１１：３０

参加料無料※事前申込不要※各自傷害保険に加入を 対象：６５歳以上の市民
内容：トレーニングや健康に関する知識講座、脳トレ、ストレッチ、筋トレなど ②、③のみ室内用シューズの持参を。
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

行政書士弘前コスモス会による無料相談会

ヒロロ
３階 多世代交流室

１３：３０～１５：３０

相続・遺言を中心とした相談会です。 ※事前予約不要
問：弘前コスモス会 ふたば行政書士事務所 二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

相談会

弘前文化センター
第３会議室

１８：３０～２０：００

「持続的で豊かな地域創造」をテーマに全１０回の講座を開催致します。
参加料無料※事前申込不要。６回以上参加した人に、修了証を交付します。 対象：高校生以上の市民３０名
内容：近年、弘前でも外国人観光客の姿が目立つようになってきました。外国人とコミュニケーションをとるためのひとつの手段として、
英語でどのように自己紹介できるのか考えてみませんか。本講座では、まずは日本語で自己紹介の文章を作成し、
講演・講座
それを英語に翻訳することで、英語で文化交流を図るための第一歩を学んでみたいと思います。英語力は不問です。
・セミナー
できればインターネットに接続できるご自分のスマートフォンやノートパソコン、ｉＰａｄ等をご持参ください（なくても参加可能です）。
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１ 第３火曜日は休み※第３火曜日が祝休日の場合、直後の平日は休館）
弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター（０１７２－３９－３１９８ 平日１０：１５～１７：００）

百石町展示館

１１：００～１８：００

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

その他

１３：３０～１６：００

レッスン料：￥５，０００（花材＋Ｔｅａ＆スイーツ付）
※レッスン後には、ティータイムもあり、紅茶とお菓子のマリアージュもお楽しみいただけます。
定員：各回１０名 持ち物：花ばさみ・持ち帰り用の袋 内容：２０１９年ラッキーカラーを使った初活け
注意事項：キャンセルは１週間前までにお願いします。
花材手配の関係上、１週間以内のキャンセルの場合は、キット又は完成品でのお渡しになります。
申込・問：レッスンの１週間前までにお電話にて、東北ミサワホーム 弘前展示場（フリーダイヤル０１２０－３３０－４１５）へ。

講演・講座
・セミナー

相談会

りんごの剪定枝を使った生け花教室
6

お問い合わせ先・備考

１３：３０～１４：３０
ヒロロ ３階 イベントスペース

日 月例登山「新春登山」

問：Ａプロジェクト 草刈さん（０９０－３７５９－４２４８）

講演・講座
・セミナー

その他

ライブ・コンサート

7

8

9

月

火

地域未来創生塾＠中央公民館
水 第７回「英語で自己紹介ことはじめ」（他第８回 ２３日）

新春の娯樂の会

10

11

12

ミサワホームｄｅフラワーアレンジメント教室（他２/１４）

東北ミサワホーム 弘前展示場

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談
（他１０・１７・２４・２７・３１日）

市役所２階 収納課
１０日・１７日・３１日 １１：００～１２：００、１５：００～１６：００
２４日 １１：００～１２：００、１５：００～１６：００、１８：００～１９：００
２７日 １１：００～１２：００、１４：００～１５：００

相談方法：ファイナンシャルプランナーが個別に対応（１人につき１時間まで、先着順）
対象：市税などを滞納している人※申込は既に締切
問：収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

Ｕｅｎｏ Ｂｒａｓｓ Ａｒｔｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒｓ

百石町展示館

開場１７：３０ 開演１８：００

入場料：一般￥２，０００ 高校生以下￥１，５００（※当日￥５００ＵＰ）
問：小林さん（ＴＥＬ０９０－６８５４－３５４４ Ｅメール：uenobrassarts@gmail.com）

藤田記念庭園 匠館（旧考古館）

１０：００～１６：００

入場料無料
●ワークショップ 「こぎん刺し体験」参加料￥５００～（参加を希望する方は、会場でお申込みください。）
問：佐藤陽子こぎん展示館（０９０－１４９１－４９１２）

誰でも簡単にできる 足もみ健康教室③膝痛編

ヒロロ
３階 多世代交流室Ｄ

１４：１０～１５：４０

若石健康法の足もみを基本に揉み方を指導します。
参加費：￥５００ 定員：５名 持ち物：フェイスタオル（足もみ棒はお貸しします）
問：ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会賛助会員 稲垣さん（ＴＥＬ０９０－８０１９－２８１８ Ｅメール：aciccosmile@gmail.com）

郷土文学館第４３回企画展
【太宰治生誕１１０年記念展－太宰治と弘前－】
（～１２/２８）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

太宰が官立弘前高等学校の学生として生活した「弘前」と、生誕地・金木などの「津軽」をテーマの中心に据え、
太宰治の人と文学、太宰を育んだ風土を掘り下げて紹介します。
観覧料：高校生以上￥１００／小・中学生￥５０※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、
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：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）※青森県民カレッジ単位認定講座

こころのかたち～平成最後の遊び～
弘前大学教育学部附属特別支援学校 造形作品展
（～１４日）

ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ

１１：００～１９：００
（最終日は１７：００まで）

入場料無料
内容：「こころのかたち－平成最後の遊び－」をテーマとしたコラグラフ作品などの展示
問：ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）

おもちゃ病院＆おもちゃ広場

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

１３：３０～１５：３０

◆おもちゃ病院：費用原則無料 ただし、部品交換した場合の部品代￥５０～￥３００は負担。
入院した場合は退院時に入院費として￥１００頂きます｡
・折れた部品や外れたねじ、乾電池や説明書があるときはご持参ください。
・弾の出るピストルなど、 危険性のあるおもちゃは扱いません。 ・捨てるおもちゃがあったらお譲り下さい♪
◆おもちゃ広場：おもちゃコンサルタントさんがグッドトイを持参して、一緒に遊んでくれます。
問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

市民参画センター
３階 グループ活動室

１３：３０～１５：３０

気軽に誰でも参加し、情報収集ができるボランティア講座です。
参加料無料※事前申込不要
テーマ：「ココナツ・クラブのフォークソングによる地域貢献」～心に残るあの歌この歌一緒に歌いませんか？～
講師：ココナツ・クラブ 代表 對馬均さん（フォークソング同好会）
問：市民参画センター内 弘前市ボランティア支援センター（ＴＥＬ０１７２－３８－５５９５ ＦＡＸ０１７２－３６－１８２２）

木

藤田記念庭園クラフト展 佐藤陽子監修
金 「こぎん 冬の陣Ｐａｒｔ２～高橋寛子氏とともに～」
（～２１日）

平成３０年度 第４回ボランティア講座
土 「ほっと♥ぼらんてぃあ」

アート・展示会

健康セミナー

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

第１３回自然環境学習会

弘前市立観光館 多目的ホール

１３：００～１６：３０

参加料無料※事前申込不要 内容：大学生や高校生、市民による、だんぶり池や県内で見られる動植物についての研究発表
問：ひろさき環境パートナーシップ２１ 村田さん（０１７２－３３－４６８７）

第２回弘前市民・少年少女スキー教室(～１３日）

そうまロマントピアスキー場
※現地集合・現地解散。
受付場所はスキーハウスペガサス１階

１０：００～１５：００

参加料（２日間）：￥３，０００（傷害保険料を含む。当日徴収） 対象：小学生以上の市民（初心者からエキスパートまで）
申込方法：１/４～１０日に、弘前市体育協会（下白銀町、笹森記念体育館内）、タケダスポーツ弘前バイパス店（城東北４丁目）
またはスーパースポーツゼビオ弘前高田店へ。
その他：スキー用具・リフト券などは各自で準備を。
問：弘前スキー倶楽部事務局（０８０－４５１９－２６１１）

体験型イベント
あべこうじトークショー＆お仕事体験会
〈求職者・在職者向け〉

弘前市民体育館

１３：３０～１６：００
（入場は１３：００から可）

（お子様連れOK！※キッズスペースをご用意しておりますがスペースのみのご提供となります。
ご利用に関しては自己責任でお願いいたします）
お仕事体験対象者：概ね４０歳未満の方。ハローワークを利用していない方。ハローワークで求職登録をしたことがあるが、
現在ハローワークを利用していない方。色んな職種に興味があって、就職活動に意欲のある方。
スケジュール：開会あいさつ（１３：３０～）／あべこうじトークショー（１３：３５～※席の移動はお控えください） ＭＣ：増田由美子さん／
おしごと体験開始（１４：４０～※入退場自由）／体験終了（１６：００）※２つ体験した方へプレゼントあり（先着１００名様）
ハローワークブース設置！：安定所利用の相談・質問や求職登録も可能です。
問：株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ みんなのお仕事サポート事務局（０８００－８００－２４７５）

その他

熊谷ヴァイオリン・ビオラ教室 発表会

百石町展示館

１３：００～１６：００

入場料無料

ライブ・コンサート

現代セミナーひろさき
「アニメと世界のアニメーション」～その誕生と変遷～

弘前文化センター
２階 第３会議室

１４：００～１５：３０

参加料無料 対象：市民３０名（先着順） 講師：石川善朗さん（弘前大学教育学部教授）
講演・講座・
申込・問：１/１０（木）までに、中央公民館（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１ ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０ Ｅ：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。 セミナー

ジャス喫茶 Ｇｒｏｏｖｉｎ’８１

１９：００～

ラテンと日本のコラボレーション。米国シアトルから来日
※会場はジャズ喫茶です。ドリンクのオーダーをお願いします。ミュージックチャージはフリーですが、投げ銭は大歓迎です。
問・ジャス喫茶 Ｇｒｏｏｖｉｎ’８１（０１７２－３３－３３２７）

百石町展示館

開場１７：３０ 開演１８：００

入場料￥５００※小学生以下無料

１１：００～１３：３０

「こみせ」の名残が今も散見されるのが松森町。明治、大正、昭和と商家が軒を連ねた松森町は、あの「かくは」発祥の地。
当時の金看板を掲げる高木靜一商店、よしや質店など趣のある建物を巡り、商家に今も残る大石武学流の庭を拝見。
スイーツは弘前で初めて作られたチョコレート！昔懐かしい金物屋さんや胸肩神社にも足を延ばす掘り出し物満載の松森町。
まちあるきの楽しさを存分に味わっていただけます。
料金：各￥３，５００（ランチ、スイーツ付） 定員：各１５名（最少催行７名）
行程：太宰治まなびの家→胸肩神社→松森町→スイーツ休憩→松森町→ランチ（ＫＥ・ＲＡ・ＲＡ）→太宰治まなびの家
申込・問：１/９（水）までに電話、ＦＡＸ、ＨＰより、たびすけ
（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８ ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２ ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp）へ。

スポーツ

参加料無料
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日 Ｍｉｈｏ＆Ｄｉｅｇｏ Ｄｕｏ
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16

集合：太宰治まなびの家

藤田記念庭園 ｄｅ中国茶会
（他２/１１、３/９）

藤田記念庭園 洋館
２階 第二会議室

午前の部１０：００～１２：００
午後の部１３：３０～１５：３０

茶席料；お１人様￥３，０００（完全予約制）
申込・問：Ｔｅａ Ｗａｖｅ 阿部さん（０９０－２６７９－１８４２）

ＵＮＤＥＲ ＴＨＥ ＤＯＧＳ ＴＯＨＯＫＵ ＴＯＵＲ ２０１９

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

１９：００～

￥３，０００

ライブ・コンサート

問：佐藤さん（０９０－７７９２－４０６０）

問：Ｒｏｂｂｉｎ’S Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０ Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

その他

ライブ・コンサート

ヒロロで走ろう！かけっこ教室
（～２/５の毎週火・金曜日（１/２５を除く））

ヒロロ
３階 イベントスペース

１６：３０～１８：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。※要事前予約 対象：小学校１～３年生２０名
内容：走る、跳ぶ等の全身運動、用具を使用したトレーニングなど
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：１/３（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６－８３１６ 石渡１丁目１９－１、ＴＥＬ０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

温水プール石川～健康サポート教室（他２９日）

温水プール石川

１４：００～１５：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 定員：６５歳以上の市民 各２５名（先着順）
内容：脳の活性化プログラム、シニア向けの簡単なエアロビクスなど
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

チェア体操教室（～２/５の毎週火曜日）

河西体育センター
会議室

１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 定員：市民１０名 内容：イスに座ってのストレッチ、リズム体操、脳トレ運動
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：１/３（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６－８３１６ 石渡１丁目１９－１ ０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

津軽塗研ぎ出し体験（～１６日）

伝統産業会館
１階 会議室

１０：００～１６：００

長い歴史に培われてきた伝統の技を、体験してみませんか。
体験料：１人￥１，３００（送料含む）※事前申込不要。作品は約１カ月後に体験者へ発送します。 対象：高校生以上
内容：下地加工を施した箸などを紙やすりで砥ぎ出します。
問：青森県漆器協同組合連合会（０１７２－３５－３６２９）

講演・講座・
セミナー

こころの健康相談

弘前市保健センター

９：００～１１：００

本人や家族のこころの悩み、家族を自死で亡くした人の悩みについて、保健師が相談に応じます。
※「こころの病気」の治療をしていない人を優先します。現在治療中の人は、まず主治医に相談してください。
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

お子様向け催し・
子育て・教育

火

水

チケット取扱い：さくらミュージック

地元を知ると毎日が楽しくなる！知っとこ！ひろさき
松森町まるごと探検隊！
14 月祝
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問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

お子様向け催し・
子育て・教育

健康セミナー

河西で走ろう！かけっこ教室（～２/６の毎週月・水曜日）

河西体育センター

１６：３０～１８：００

参加料無料※要事前申込、各自傷害保険に加入を。 定員：小学生２０名
内容：走る、跳ぶ等の全身運動、用具を使用したトレーニングなど
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：１/３（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６－８３１６ 石渡１丁目１９－１ ０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

オルゴナイト
「オルゴナイト体験」

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

①１０：３０～１２：００
②１３：００～１４：３０

天然石と金属を固めて製作します。好きな型を選び、色をイメージして、オルゴナイトのストラップを作ります。
材料費：￥８００※要事前申込。当日徴収 ※託児１５名まで 講師：オルゴナイト作家Ｙｕｋａｋｏさん
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

講演・講座・
セミナー

スポーツ

ライブ・コンサート

一般初心者バドミントン教室
（他３０日、２/１３・２７日、３/１３・２７日）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

１０：００～１１：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を 定員：バドミントン初心者の市民２０名
内容：ラケットの持ち方・振り方、羽の打ち方、ゲーム
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：１/５（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・教室名を記入の上、
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒０３６ー１３３２ 兼平字猿沢３２ー１１ ＴＥＬ０１７２－８２－５７００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

Ｓｕｅｎｏ ｄｅ Ｔａｎｇｏ タンゴの夢

百石町展示館

開場１８：００ 開演１８：３０

ピアニスト中村早紀子氏によるソロコンサート 入場料：￥２，０００（全席自由／１ドリンク付）
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

日 曜日
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イベント名

20

お問い合わせ先・備考

イベント分類

プールで筋トレ、脳トレ水中ウォーキング教室
（～２/４の毎週月・木曜日）

河西体育センター

１３：３０～１４：３０

ベテランズセミナー

弘前文化センター
３階 視聴覚室・プラネタリウム

１０：００～１１：３０

プラネタリウムの暖かい室内で星空を眺めてみませんか。
受講料無料 対象：おおむね６０歳以上の市民 ３０名程度（先着順） テーマ：「冬を彩る星座たち」
申込・問：１/１６までに、電話かファクスまたはＥメール（住所〈大字名まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・電話番号を記入）で、
中央公民館（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１ ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０ Ｅ：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業
おもてなし中国語セミナー「接客編第４回」

ヒロロ
３階 多世代交流室１

１８：００～２０：００

参加料無料※初心者大歓迎 会話・発音重視
問：弘前市中国語を楽しむ会（ＴＥＬ０９０－２０２３－６９５０ ＦＡＸ０１７２－８９－２１２５ Ｅメール：samaro@mti.biglobe.ne.jp）

講演・講座・
セミナー
講演・講座・
セミナー

木

健康セミナー

電動ロクロ体験（～２０日）

鳴海要記念陶房館

１０：００～１５：００

参加料：￥１，６００（飲み物付。器１個の材料・焼成費込）※予約優先、所要時間４５分 対象：小学生以上
持ち物：エプロン、タオル、靴下 内容：電動ロクロを使った器作り ※お引き渡しまで１～２ヶ月かかります。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２、火曜日は休み）

ソフトバレーボール体験教室
（～２/１５の毎週金曜日）

金属町体育センター
体育室

１０：３０～１２：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を 定員：市民１２名※申込は既に終了
内容：ボール慣れ、ルール説明、ゲームの実施※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

スポーツ

その他

求人説明会・ミニ面接会

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などを生の声でお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満席になり次第受付終了
持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を。
内容：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可）
参加事業所：㈱ライフ・イノベーション／弘前ホテル・マネジメント合同会社（アートホテル弘前シティ）／
ケアパートナー株式会社 ケアパートナー弘前
その他：ＵＪＩ ターン求職者を対象とした、スカイプ（インターネットによるテレビ電話）での面談ができます（要事前申込）。
問：ヒロロ３階 弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

日本習字 津軽地区作品展（～２０日）

百石町展示館

１０：０～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

樹木の冬芽展（～２７日）

緑の相談所

９：００～１７：００

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３８）

親子クッキング
「郷土料理」

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１３：００

お子さんもたべる事ができる野菜たっぷりの「けの汁」と「しとぎ餅」を皆で作って食べましょう。
参加費：１人分￥２００※要事前申込。当日徴収 定員：１５組 対象：４歳以上の親子（３歳以下は託児１５名まで）
持ち物：エプロン、三角巾 講師：食生活改善推進員
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

はせがわさとみ講演会

弘前図書館
２階 視聴覚室

１３：００～１５：００

今年度の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書「きみ、なにがすき？」の著者による講演です。
参加料無料 対象：小学生以上６０名（先着順）
申込・問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

吉野町緑地周辺整備事業 プレ事業講演会
「美術館は地域を変えたか？」

土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１３：３０～１６：３０（予定）

吉野町緑地周辺整備事業のプレ事業としての講演会です。
参加料無料※事前申込不要 定員：１００名（先着順）
内容：〈第１部〉「アーティスト・イン・レジデンスとは－地域活性化をめぐって－」
講師：吉本光宏さん（ニッセイ基礎研究所社会研究部研究理事）
〈第２部〉「現代アートからのまちづくり」 講師：見留さやかさん（十和田市現代美術館学芸員）
問：弘前市都市環境部吉野町緑地整備推進室（０１７２－４０－７１２３）

山野草の栽培

緑の相談所

１３：３０～１５：３０

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

東北女子短期大学

１０：００～１３：００

講演・講座・
受講料無料 定員：２０名 対象：保育施設の給食担当者
セミナー
申込・問：ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで、必要事項（希望講座名と希望日・氏名・住所・電話番号）を記入のうえ、
各講座の開講日３日前までに東北短期女子大学地域文化センター公開講座係
（〒０３６－８５０３ 弘前市上瓦ヶ町２５ ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１ ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３ Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp）へ。
※ホームページ（http://www.toutan.ac.jp)からの申込可
※応募者多数の場合は抽選となります。受講者には、はがきで受講票を送付しますので、当日持参を。

弘前学院大学
１号館４階４１４教室

１３：００～１６：００（予定）

来聴歓迎（参加無料・申込不要）
問：弘前学院大学 文学部事務 成田さん（０１７２－３４－５２１１）

弘前市学校保健研修会

弘前総合保健センター
４階 視聴覚室

１４：００～１６：００

参加料無料※要事前申込 対象：認定こども園・保育園・幼稚園・学校・医療関係者、保護者 内容：講演「小児がんの現状について」
講師：照井君典さん（弘前大学医学研究科小児科学講座准教授）
問：西小学校内 弘前市学校保健会事務局（０１７２－３４－１３３５）

市民会館大ホールでスタインウェイを弾いてみよう
（～２０日）

弘前市民会館 大ホール

１９日１０：００～２０：００
２０日９：００～１９：００

料金：３０分￥３，０００、６０分￥５，０００ ※完全予約制（先着順）、高校生以下は保護者かピアノ講師の同伴が必要。
申込：受付開始１２/１８ １０：００～ 利用可能時間が埋まり次第締め切り。 ｘ
申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入し、ファクスかＥメールで弘前市民会館（ＦＡＸ０１７２－３２－３３８１）へ。
※電話での申込は不可
※申込用紙は市民会館ホームページ（http://ww.city.hirosaki.aomori.jp/shiminkaikan/）からダウンロードできます。
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４、１２/１７、１２/２９～１/３、１/２１は休館日）

地元を知ると毎日が楽しくなる！知っとこ！ひろさき
代官町まるごと探検隊！

集合：ＨＬＳ（Ｈｅａｒｔ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ）弘前
※土手町十文字角 西谷ビル１階（土手町１３３）
１１：００～１３：３０

弘前の代官山と言われ？！個性的な雑貨屋めぐりが楽しめる代官町。昭和には大型電気店にモスバーガー、
レコード屋さん等があった代官町。町の歴史に触れ、お店を巡り、現在代官町で醸造されているシードルを試飲、
意外なスイーツが食べられる美味しい「まちあるき」。冬の街を暖かく巡ります。
料金：各￥３，５００（ランチ、スイーツ付） 定員：各１５名（最少催行７名）
行程：ＨＬＳ→代官町（ｇｒｅｅｎ等）→北瓦ケ町→代官町（醸造酒場ＧＡＲＵＴＳＵ等）→ランチ
申込・問：１/１５（火）までに電話、ＦＡＸ、ＨＰより、
たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８ ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２ ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp）へ。

◇平成３０年度 第３回◇一日体験ボランティア

弘前文化センター
３階 工作実習室
（活動場所は弘前公園）

９：００～１１：３０

ボランティア活動を始めるきっかけとして、一日だけの体験をしてみませんか。
参加費無料 対象：市民１０名（先着順） 持ち物：フェイスタオル１枚・裁縫道具
内容：ケア帽子の普及を進める「わた帽子の会」～ケア帽子作りのお手伝い～ 申込受付：１/５～１/１７
問：市民参画センター内 弘前市ボランティア支援センター（ＴＥＬ０１７２－３８－５５９５ ＦＡＸ０１７２－３６－１８２２）

福祉・ボランティア

北風と太陽

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

予約￥３，０００ 当日￥３，５００（ドリンクチャージ別）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’S Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０ Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

ライブ・コンサート

ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ 感謝祭２０１９

土手町コミュニケーションプラザ
多目的ホール

１４：３０～１９：３０

チケット：￥１，０００※観覧・出演すべての方にチケットが必要となります。プレゼント抽選会で使用いたします。
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（Ａ ｓｔｕｄｉｏ ０１７２－３２－８２２４／Ｂ ｓｔｕｄｉｏ０１７２－８８－６４９９）

映画・演劇・舞台

親子体操教室
「おやこでスッキリ！楽しく体を動かそう」
（他２/１７、３/１０）

ヒロロ
３階 健康ホール

１１：００～１１：５０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。※要事前申込 対象：おおむね３歳以上の幼児とその保護者２０組（先着順）
内容：いつでもどこでも簡単に親子で一緒に楽しめる体操 持ち物：動きやすい服装・汗拭きタオル・飲み物（裸足で行います）
申込：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６） 問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

ブックスタートおはなしかい（他３０日）

ヒロロ
３階 こども絵本の森おはなしコーナー

１０：３０～１１：００

対象：０歳児と保護者※事前申込不要 内容：ブックスタートでプレゼントする絵本の楽しみ方アドバイスや手遊びなど
※ブックスタートパックは引換券到着日から１歳の誕生日月末まで、こども絵本の森、弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリーで引き換えができます。
問：ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

自然教室「新春弓矢大会」

こどもの森ビジターセンター

１０：００～１２：００

参加料無料 対象：小学生 持ち物：飲み物、替えの下着・靴下、防寒着
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

第３３回「太宰治文学講座」太宰治の作品を読む

太宰治まなびの家

１４：００～１５：００

入場無料 主催：弘前ペンクラブ
問：太宰治まなびの家（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－１１３４ 受付時間１０：００～１６：００）

雪雄子舞踏ワークショップ「身体に還る日」

鳴海要記念陶房館

１３：３０～

参加料：￥１，７００（飲み物付き） ※動きやすい服装でお越しください
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

廃品を使って自然エネルギーを体感しよう

環境整備センタープラザ棟

午前の部１０：００～１２：００
午後の部１３：００～１５：００

身近な廃品を使って楽しい動きをするおもちゃを作って遊んでみませんか。楽しい実験もあります。
参加料無料 対象：小学生以上各回２０名（小学生は保護者同伴）
内容：①鏡を使ったゾートロープ②輪ゴムと針金を使って楽しい動きをするスピンボール③オリジナルのぼり虫を作ろう
講師：福田智好さん（弘前市少年少女発明クラブ会長）
申込・問：１/６から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）
※受付時間９：００～１６：００ 月曜日と年末年始〈１２/２９～１/３〉は休み）

金

土 弘前学院大学 国語国文学会
英語英米文学会冬季大会（共同開催）

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

その他

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

第４回市立博物館歴史講座

弘前市立博物館

１４：００～１５：００ごろ

参加料無料（観覧料は必要）
観覧料：一般￥３００(￥２２０） 高校・大学生￥１５０(￥１１０） 小・中学生￥１００(￥５０）※()は２０名以上の団体。
※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、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。
定員：１００名（先着順）
テーマ 「近世大名の津軽家は、自家をどのように認識したか？－外からの目と内からの芽－」
講師：長谷川成一さん（弘前大学名誉教授）
申込・問：１/４から、弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）へ。

ひろさき広域出愛サポートセンター
１月休日登録会

ヒロロ
３階 多世代交流室１

１２：００～１６：００

結婚を希望する独身男女が会員登録し、お見合いをする支援をしています。
問：ひろさき広域出愛サポートセンター（０１７２－３５－１１２３〈日・月曜日、祝日、年末年始を除く１０：００～１９：００〉）

第４９回市民文化祭 詩吟剣詩舞大会

弘前文化センター ホール

開場１１：３０ 開演１２：００

入場料無料 問：弘前市民文化祭実行委員会事務局（０１７２－３１－３０１０ ※火・日曜日、祝日を除く９：００～１７：００）

苺一会 スイーツづくり ｄｅ 交流会
＆Ｈｉｒａｋａｗａイルミネーションツアー

集合：弘前駅城東口
会場：アグリいーな田んぼアートの里 観光いちご園（田舎館）、
田舎館村中央公民館、東京会館（平川市）
１４：００～２０：００

２０１９チャリティーダンスパーティー

弘前文化センター 大会議室

１３：００～

問：弘前社交ダンスクラブ（０９０－７５２９－９４２５）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１６：００
ＳＴＡＲＴ１６：３０

前売￥１，０００ 当日￥１，３００※ドリンクチャージとして別途￥５００
<高校生以下特別割引前売り￥５００ 当日￥８００>※ドリンクチャージとして別途￥３００(ソフトドリンクのみ)
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

ヒロロすこやか相談

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１１：３０
（受付は１０：３０まで）

１０：００から保健師さん、栄養士さん、助産師さん、歯科衛生士さんに相談できます。相談のある方は１０：３０までにきてください。
対象：概ね５歳以下のお子さん（プレママさんも相談できます）※事前予約不要
※母子手帳持参でお願いします。歯磨き指導をしてほしい方は歯ブラシ持参でお願いします。
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

ｈａｒａｐｐａ ｓｃｈｏｏｌ ２０１９ ｗｉｎｔｅｒ-ｓｐｒｉｎｇ
写真の時間「郷土に写真を残す」

コトリｃａｆｅ

１８：３０～２０：００

参加費￥５００（ｈａｒａｐｐａ会員無料）＋別途１ドリンク※要事前予約 定員：１５名 先生：高橋しげみさん（青森県立美術館・学芸員）
内容：青森県立美術館での「小島一郎 北を撮る」展（２００９）、「澤田教一 故郷と戦場」展（２０１６）といった写真展の実施や
その調査・研究の過程で考えた、郷土に郷土の写真を残すことの意義についてお話しします。
申込・問：ｎｐｏ ｈａｒａｐｐａ（０１７２－３１－０１９５ Ｅメール：post@harappa-h.org）

弘前文化センター
大会議室

１０：００～１２：００（予定）

受講料（全１０回）：一般￥３，５００ 女性会会員￥３，０００（資料並びに通信費として）
※現地学習並び実習のある講座等の費用は別途徴収します。中途からの受講も可能ですが受講料の軽減はありません。
受講時には受講証をお忘れなく。
内容：歴史の中でも、青森県の百貨店について学習します。 講師：青森県立郷土館 学芸主幹 佐藤良宣さん
申込方法：受講希望者は、弘前文化センター１階 弘前市社会教育協議会内 弘前地区女性会事務局へ
※電話での申込や講座開講日の受付はできません。
問：弘前文化センター１階 弘前市社会教育協議会内 弘前地区女性会事務局（０１７２－３１－３０１０）

温水プール石川

１０：００～１１：００

参加料無料※各自傷害保険などに加入を 対象：クロールで２５ｍ泳げる市民１５名
内容：平泳ぎの基本泳法 ※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：１/１４までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・教室名を記入の上、
温水プール石川（〒０３６－８１２３ 小金崎字村元１２５ ＴＥＬ０１７２－４９－７０８１）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

スポーツ

１０：００～１９：００

Ｂ型肝炎訴訟について弁護士が無料で電話相談に応じます。
相談電話番号：（０２２－７２１－１０９１、または０２２－７２１－１０９２ ※通話料はかかります）
問：Ｂ型肝炎訴訟東北弁護団事務局（小野寺友宏法律事務所、フリーダイヤル０１２０－７６－０１５２）

相談会

日

Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｌｉｖｅ～学生ＬＩＶＥ～

21

時間

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：市民１５名 ※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
内容：水中ウォーキング、水中ストレッチ、ゲームをしながらできる筋トレ、脳トレ
申込・問：１/３（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６－８３１６ 石渡１丁目１９－１ ０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

２０１８東北女子短期大学公開講座
「離乳食の基本と応用（３）～家庭で活かせるアドバイス
～」
19

場所

月 弘前市女性大学 第９回「青森県の歴史」

水泳教室〈平泳ぎ〉（～２/６の毎週月・水曜日）

東北一斉Ｂ型肝炎訴訟無料電話相談会

参加料：男性￥４，０００ 女性￥３，０００
対象：弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村に在住または勤務している
２０代～４０代の結婚を希望する独身男女各１５名
内容：田舎館村でいちごスイーツづくり、平川市でイルミネーション散策と交流会
※申込方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
申込・問：１/１１（金）までに、
田舎館村役場企画観光課内 ひろさき広域婚活支援事業実行委員会イベント担当（０１７２－５８－２１１１）へ。

その他

講演・講座・
セミナー

日 曜日

22

23

イベント名
北門ギャラリー

キッズ広場「書初め」（～２４日）

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

第１回中南地域インバウンド集客セミナー
「今すぐ対策できる！インバウンド集客・対応セミナー」
（他２/２０ ※全２回）

１０：３０～１１：３０

１才１ヵ月以上のお子さんとママの広場です。親子で音楽に合わせて運動したり、製作したりします。
身長体重をはかりますので、１０分前までに来てくださいね。
内容：今月は書初めをします。文字だけではなく、墨汁で線や点かいてみましょう。汚れてもいい服装でお願いします。
対象：【２７日】２歳４ヵ月～（３歳以上のお誕生日の子のお誕生日会もします。
【２８日】１歳７ヵ月～２歳３ヵ月（２歳のお誕生会もします）
【２９日】１歳１ヵ月～１歳６ヵ月
定員：各２０名※要事前申込。定員になり次第締切
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前文化センター
中会議室

１４：００～１６：００

受講料無料
内容：外国人向けメニューや販促ＰＯＰ作成のコツ、ホームページ作成のポイント、外国人集客強化と受け入れ対応のノウハウなど、
外国人観光客の受け入れに役立つポイントをご紹介します。
申込・問：１/１７（木）までにチラシ裏面の必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはＥメールで、
青森県中南地域県民局地域連携部 地域支援チーム
（ＴＥＬ０１７２－３２－２４０７ ＦＡＸ０１７２－３２－２４５１ Ｅメール：ch-renkei@pref.aomori.lg.jp）へ。

学ぼう 成年後見制度

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１４：００～

成年後見制度は、障がいや認知症などで判断能力が十分でない人を保護し、支援する制度です。
今回は、成年後見制度の概略や手続方法などを学びます。
参加料無料※事前申込不要 講師：三上富士子さん（弘前市成年後見支援センター）
問：市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）

男女共同参画の視点に立った防災研修会
娘のために聞いておきたい防災研修

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１８：３０～２０：００

参加料無料 対象：市民または市内に通勤・通学している人３０名（先着順）
その他：無料の託児があります（３か月～小学生が対象。１/１１までに要事前申込）
申込・問：１/１６までに、弘前市民参画センター（０１７２－３１－２５００）

地域未来創生塾＠中央公民館
第８回「カナダやフランスにおけるりんごを食材とした料
理」

弘前文化センター
第３会議室

１８：３０～２０：００

「持続的で豊かな地域創造」をテーマに全１０回の講座を開催致します。６回以上参加した人に、修了証を交付します。
りんごはデザート、お菓子、ジュース、ジャム、シードル、りんご酒作りの原料としてよく使われていますが、
フランスやカナダではそれ以外にも料理の主役として使われることが多い食材です。
当講座では、そうしたりんごを使った料理を紹介したいと思います。
参加料無料※事前申込不要 対象：弘前市及び近隣にお住まいの高校生・一般の方
講師：Janson Michielさん（弘前大学 人文社会科学部准教授）
問：弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター（０１７２－３９－３１９８ 平日１０：１５～１７：００）

古布と小物展（～２７日）

鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

参加料無料 主宰：佐藤荘子と仲間たち
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

アート・展示会

弘前プラザホテル
２階 ザ・チェルシー

１５：００～

※要事前申込
テーマ：第１部「地震からわが家を守ろう」…講師・市建築指導課職員
第２部「民法改正で知っておきたい賃貸借契約と賃貸保証」…講師・佐藤哲也さん（アーク賃貸保証事業部部長）
申込・問：１/１８までに、青森県宅地建物取引業協会弘前支部（ＴＥＬ０１７２－２６－１０３０ ＦＡＸ０１７２－２６－１０３３）へ。

講演・講座・
セミナー

温水プール石川

１０：００～１１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を 定員：市民２５名 内容：水中ウォーキング、水中ストレッチ、ゲームをしながらできる筋トレ
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：１/３（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６－８３１６ 石渡１丁目１９－１ ０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

金属町体育センター
体育室

１３：３０～１５：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：市民 定員：１５名
内容：軽スポーツ（ソフトバレーボールやラージボール卓球など）のルール説明やゲーム
※室内用シューズ、飲み物、タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：１/１５（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・教室名を記入の上、
金属町体育センター（〒０３６－８２４５、金属町１の９ ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

火

水

木 プールで体力づくり教室（～２/２１の毎週木曜日）

スポーツ

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

藤田記念庭園クラフト展
雪のあしあと 春のあしおと
～津軽の若手ものづくり～（～２/５）

藤田記念庭園 考古館
２階ギャラリー

１０：００～１６：００

漆、陶磁、ガラス、染織、こけしなどジャンルは違えど、ものづくりが好きで青森に住み、手仕事をしている若手の
新鮮な息吹に満ちた作品を一堂に会し展示いたします。
入場料無料 主催：藤田記念庭園利活用事業実行委員会 問：（公社）弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

ベビー広場

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

①１０：３０～１１：３０
②１３：３０～１４：３０

赤ちゃんとママの広場です。楽しくおしゃべりしながら、簡単な製作をしたり、親子リズム遊びをします。
今月は冬の製作を持ち帰ります。
対象：①９か月～１２か月まで（１歳のお誕生会もします） ②～８か月まで 定員：各２０名※要事前申込
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

東北女子大学公開トークショー

東北女子大学

１６：１５～１７：３０

参加料無料※事前申込不要 定員：１８０名程度 内容：可能性を深めるトークショー「暮らしに潤いを 食と美」
講師：加藤秀夫さん（東北女子大学家政学部健康栄養学科教授）／岩井康賴さん（同児童学科教授）
問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９）

講演・講座・
セミナー

第１６回弘前高校写真部作品展（～２７日）

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー

１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

入場料無料 問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

アート・展示会

津軽の獅子踊研究Ⅰ「獅子踊の身体性」

弘前学院大学
１１５教室

１３：００～１５：３０

入場料無料※事前申込不要
問：弘前学院大学 文学部事務 成田さん（０１７２－３４－５２１１）

平成３０年度地域未来創生センターフォーラム
「自然栽培と農福連携
オリンピック・パラリンピック食材の供給」

弘前大学創立５０周年記念会館
岩木ホール

９：２０～正午頃
（開場９：００）

入場料無料※事前申込不要 対象：教職員、学生、一般の方などどなたでもご参加ください
問：弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター
（ＴＥＬ０１７２－３９－３１９８ 平日１０：１５～１７：００ Ｅメール：irrc@hirosaki-u.ac.jp）

１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

女性を対象に講習と交流会を開催します。多世代間で交流することで、価値観の違いを理解したり共有したり、
ワークライフバランスについて語り合い、いろいろな働き方を知るとともに自分らしく輝ける生き方を考えます。
受講料無料
対象者：年齢不問 ①～④のいずれかに該当する方
①弘前市在住のひとり親 ②弘前市内で在職中の方 ③弘前市内に就職希望の方 ④輝きたい女性
内容：
<第１部>手を読む技術 手相学とは？手と脳が繋がっている！？
テーマ「自分の資質や今の状態を手から知ることで、ストレスなく仕事をする」（１３：３０～１５：００）
☆こどもと一緒に受講ＯＫ！※要別途申込
<第２部>あるある女子交流会
テーマ「わたしのお手本！なりたい自分。」～イキイキと働くため世代を超えた女性たちの交流会～（１５：１０～１６：００）
☆第２部ではお茶を飲みながら交流会♪
申込期限：１/２３（水）１７：００まで
申込・問：必要事項を記入し、ＦＡＸ、電話、メールまたは、郵送か持参にて、
キャリアアップ支援センター マミースマイル（株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ） 三上さん・工藤さん
（〒０３６－８１８２ 弘前市土手町１３４－８ ＴＥＬ・FAX０１７２－３２－５８０１、Ｅメール：i.m.s@tea.ocn.ne.jp）へ。

株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ
４０２教室

リサイクルそり作り教室

環境整備センタープラザ棟

１０：００～１２：００

木材や竹ざおの切れ端を使ってそりを作ってみませんか。
参加料無料 対象：１５組（１名での参加も可。１組１台） 持ち物：金づち 講師：尾崎行雄さん
その他：完成後は屋外でそりを使って遊びます。参加する人はスキーウエア、手袋を持参してください。
申込・問：１/１３から弘前地区環境整備センタープラザ棟
（０１７２－３６－３３８８ ※受付時間９：００～１６：００(月曜日と年末年始〈１２/２９～１/３〉は休み)）

初心者向けりんご研修会（せん定）

集合：弘前市りんご公園 りんごの家
２階研修室

１０：００～１１：３０

参加料無料 対象：りんご作業（せん定）に興味のある市民、市内で就農を希望する人３０名（先着順）
持ち物：防寒着、防寒長靴、せん定道具（所有者のみ） 内容：初心者向けのりんごのせん定 講師：青森県りんご協会職員
申込・問：１/２３までに、青森県りんご協会（０１７２－２７－６００６）へ。

古文書解読中級講座（他２/２・９・１６日）

弘前図書館
２階 視聴覚室

１４：００～１６：００

参加料：￥７００（テキスト代として） 対象：古文書をある程度読める高校生以上の市民３０名
講師：蔦谷大輔さん（弘前大学国史研究会会員）
申込・問：１/４～２１日までに弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

説明会
「知って欲しい！安全安心を守る公務員のこと」

弘前市総合学習センター
２階 多目的ホール

１２：２０～１６：３０
（受付１２：００～）

対象：下記参加機関の職員を目指す人、その家族※事前申込不要。
参加機関：弘前警察署、弘前地区消防事務組合、青森海上保安部、自衛隊青森地方協力本部
その他：出入り自由。１２：００と１３：００にＪＲ弘前駅城東口から無料送迎バスを運行します。
問：自衛隊弘前地域事務所（０１７２－２７－３８７１）

ふれあい高齢者グラウンド・ゴルフ親善大会

克雪トレーニングセンター

９：００～１７：００

１チーム￥２，０００※申込は既に締切
内容：１８ホール、個人戦・団体戦

多重債務・消費生活法律相談会

ヒロロ
３階 市民生活センター

１３：３０～１５：３０

弁護士による多重債務者の生活再建に向けた相談および消費生活に関する法律相談 対象：市民４名（先着順）
申込・問：１/８の８：３０から、市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）へ。

定員：６０歳以上の市民で構成されたチーム（１チーム６人）が３６チーム
問：弘前市社会福祉協議会 古澤さん(０１７２－３３－１１６１）

アート・展示会

講演・講座・
セミナー

スポーツ
相談会

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」

弘前文化センター
２階 中会議室

１３：３０～１６：００

カナダ、ハンガリー、カメルーン、フィジーなど１０カ国の留学生が、日本語で母国の魅力を紹介します。留学生とお話もできます。
参加料無料 対象：留学生と話をしてみたい人、世界の国々に興味のある人５０名（先着順）
内容：留学生による出身国の紹介、留学生と日本語でお話
申込・問：１/２５までに、中央公民館
（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１ ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０ Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

星空観察会 ｉｎ プラネ
【親子で楽しもう♪冬の星空観察】

弘前文化センター
３階 プラネタリウム

１８：００～１９：３０
（受付は１７：３０～）

参加料無料 対象：市民４０名（先着順）※小学生以下は保護者同伴。 持ち物：防寒具
内容：親子向けとして、冬の星座の特徴について説明した後、屋外で星空観察を行います。
※天候不良で星が見えない時は屋内で別メニューを実施 講師：黒石すばるの会
問：１/２５までに、電話かファクスまたはE メール（住所、氏名〈ふりがな〉、年齢、電話番号を記入）で、中央公民館
（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１ ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０ Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ

ＨＩＧＨ ＨＯＰＥＳ
～Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｃｏｃｋｅｒ Ｓｐａｎｉｅｌ"没落"レコ発～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：前売￥１，５００ 当日￥２，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

６：３０～７：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：市民 内容：剣道の朝稽古
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：弘前剣道連盟事務局 堀内さん（０９０－３３６２－７４６５）

スポーツ

１３：３０～１５：３０

認知症の方を抱える介護者同士がお互いに話し合い、介護の知恵を知ることが出来る場所です。
一人で悩まず語り合い、和やかな介護にしましょう。男性介護者の参加も歓迎いたします。
参加料無料 問：青森支部弘前地域世話人 中畑さん（０１７２－４４—４９５９※１８：００以降の連絡でお願い致します。）

講演・講座・
セミナー

弘前公園内 特設コースメイン会場（レクリエーション広場）
開場８：００～／参加チーム受付１０：００～１０：３０／
チーム代表者会議１０：３０～１０：４５／開会式１０：４５～１０：５５／
競技開始１１：００～／お楽しみ抽選・表彰式１４：１５～

参加料：１チーム￥１０，０００※要事前申込 募集数：５０チーム（定員になり次第締切）
※悪天候の場合中止あり※今回より、周回チェックについてはＩＣチップによる計測システムを導入します。
申込方法：～１/１３（日）までに、申込用紙を大会事務局に持参するか、
ＦＡＸか郵送またはＨＰ申込みフォームからの送信での受付となります。※ＴＥＬ申込は受付いたしません。
問：ＮＰＯ法人スポネット弘前
（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３ ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９ Ｅメール：info@sponet-h.com ＨＰ：http://relay.sponet-h.com）

スポーツ

アートホテル弘前シティ
１２階 スカイバンケット

１８：００～２１：００

参加料：男性￥４，５００ 女性￥２，０００ 対象：おおむね３０歳～５０歳の独身男女（ただし男性は市内に居住する農業青年）
募集人員：男女各２０名※男性は、スーツまたはジャケット着用で参加を。参加女性には、りんごをプレゼントします。
内容：農業青年と一緒に夜景を見ながら料理を楽しむ交流パーティー
申込・問：１/１８（金）までに、市農業委員会事務局内 弘前市青年交流会実行委員会事務局
（０１７２－４０－７１０４ Ｅメール：nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

その他

土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１３：３０～１５：００

いつまでも心に残るあの歌この歌一緒に歌いませんか。６０～８０年代フォークソング１６０曲の中からリクエストを募ります。
参加者のリクエスト曲をみんなで声を合わせて歌う会です。歌集も準備しています。
参加費無料※事前申込不要
問：ココナツ・クラブ事務局（０９０－２０２２－７４０７ Ｅメール：coconuts_club_2017@yahoo.co.jp）

喫茶れもん

１９：００～

入場料無料（要ドリンクオーダー） 問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

前売￥１，０００ 当日￥１，３００※ドリンクチャージとして別途￥５００
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

剣道寒中稽古会（～２７日）

認知症の人と家族のつどい ｉｎ 弘前

第五回弘前城リレーマラソン 平成最後冬の陣

27

講演・講座・
セミナー

弘前文化センター 大会議室
第４０回高等学校文化連盟美術部 津軽支部展（～２８日） ９：３０～１７：００（初日１３：００～、最終日１４：５０まで）

金

土

イベント分類
アート・展示会

第３回もっと輝く女性塾

26

お問い合わせ先・備考
土日祝休館 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

スポーツチャレンジ教室
（～２/２１の毎週木曜日）

25

時間
★９：００～１７：００

宅建協会弘前支部による一般公開無料セミナー

24

場所

役員によるミニ作品展（～３/２９）

弘前市青年交流会
日 「ナイトビューパーティー
～農業青年とのスイーツな出会い～」

第３回ココナツ・クラブ 想い出のフォークソングを歌う会

内山善雄ＪａｚｚＦｏｒｕｍ ２１ Ｊａｍ Ｓｅｓｓｉｏｎ
ヒキガタルヨル

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
弘前市社会福祉センター
２階

その他

ライブ・コンサート

日 曜日

28

29

31

イベント名

場所

時間
９：３０～１５：００
（受付は１４：００まで）

要事前申込 時間予約制、相談が終わり次第終了。
対象：１歳以上の幼児とその家族 持ち物：母子健康手帳 内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）
申込・問：１/７～２５日までに、健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

求人説明会・ミニ面接会

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満員になり次第受付終了
持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を。
内容：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可）
参加事業所：株式会社 ニチイ学館青森支店、株式会社 横浜ファーマシー（スーパードラッグアサヒ）、株式会社 介護サポート
問：ヒロロ３階 弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

弘前市総合学習センター

１０：００～１５：００

参加料無料 対象：表計算ソフトの基本操作ができる市民 ３０名（先着順） 持ち物：筆記用具、ＵＳＢメモリ、昼食
内容：表計算ソフト（エクセル２０１０）の活用方法など
※エクセル２０１０以外のバージョンを使っている人は操作方法が異なりますので、ご注意ください。
申込・問：１/６（日）から、総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００〈８：３０～１７：００〉）へ。

動物駆逐用煙火消費保安講習会

中央公民館岩木館
２階 大ホール

１０：３０～１１：４５

受講料無料 鳥獣などの追い払いに使用する花火等の適正な取り扱い方法を学びます。参加者には煙火を無償で提供します。
申込・問：１/２３（水）までに、農業政策課（０１７２－３５－１１１１〈内線５８５〉）へ。

スタイ作り
「てぬいでちくちくスタイづくり」

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１２：００

裁縫が苦手でも大丈夫。簡単かわいいスタイをつくってみましょう。妊婦さんも大歓迎！
先輩ママさん達に色々聞きながら赤ちゃんのためにスタイを作りましょう。 講師：ｉｎｏｒｉｎｏ
材料費：￥５００※要事前申込。当日徴収 定員：１５名 ※託児１５名まで
申込・問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

エアロビクス教室（～２/２８の毎週木曜日）

市民体育館
フィットネスルーム

１９：００～２０：００

参加料：１回￥５００（全５回コースは￥２，０００ いずれも保険料含む） 定員：市民各１２名 内容：リズムに合わせた楽しい有酸素運動
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
健康セミナー
問：事前に、弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５）へ。

市民ボランティアによるパソコン講座
【エクセル２０１０応用講座】（他２/５・１２日）
火 ※３日間で１セットの講座です

木

イベント名

講演・講座・
セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

※下記ツアー以外にもたくさんのコースがございます。詳細は｢ひろさき街歩き｣ホームページ(http://machi-aruki.sakura.ne.jp)をご覧下さい。
※ツアーの参加はいずれも事前予約が必要です。 ※年末年始はお休みです。
◆申込・問：(公社)弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ 受付時間 平日９：００～１７：００）

津軽ひろさき街歩きツアー
集合時間・所要時間、集合場所・コース

ツアー内容・備考

１７：３０～１９：００（徒歩）
・コース行程：弘前市立観光館 （集合場所）
⇒旧弘前市立図書館⇒旧東奥義塾外人教師館
⇒青森銀行記念館⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒百石町展示館⇒かくみ小路⇒弘前昇天教会
⇒弘前市まちなか情報センター（解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで 参加料：お一人様￥１，５００（税込・記念品付）
・定員：１０名 ガイド団体：弘前路地裏探偵団
～冬期限定版スペシャルツアー！～
飲み屋街のある路地裏を歩いて抜けた先。てっぺんに雪を乗せてポツンと佇む、愛らしい教会や冬の空気のなか輝きを増す
イルミネーションが目の前に現れると、まるで迷宮に誘い込まれてしまったような、ちょっぴり不思議な気分に。
そんな幻想的な景色はきっと、この旅の宝物となることでしょう。弘前の冬ならではの”とっておき”をご覧ください。
ガイドブックには載っていない裏の弘前のお話を交えながら弘前路地裏探偵団がご案内します。
感動で寒さも忘れられる…？かもしれませんけれど、ご参加の際は、暖かい服装と滑りにくい靴でお越しください☆

タクシーで巡る すてきな洋館とおいしいフレンチ
【ハイカラ洋館めぐりと“弘前フレンチ”】
（※毎週日曜日、さくら・ねぷた期間、年末年始は休み）

・１０：００～１３：００（食事時間を含む３時間程度 タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒百石町展示館
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒青森銀行記念館⇒追手門広場⇒フレンチ店

※要予約：実施日の７日前まで
・参加料：お一人様￥６，５００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入館料含む
・定員：２０名（最少催行人員２名） ・お食事処：「ポルトブラン」または「シェ・アンジュ」からお選び下さい
独特な津軽の文化を育てる為に、さまざまな技術や西洋文化を取り入れた津軽藩。明治・大正期に建てられた洋風建築には津軽独特の
特徴を見ることが出来ます。そんなハイカラな洋館が数多く残る街を、おべ様（物識り）タクシードライバーがご案内してくれます。
洋館を巡った後は、地元食材を使用した弘前フレンチで素敵なランチタイムをお楽しみ下さい。

タクシーで巡るレトロな洋館 ほっと一息ゆったり時間
【ハイカラ洋館めぐりとティータイム】
（※さくら・ねぷた期間、年末年始は休み）

・１３：００～１６：００（ティータイムを含む３時間程度 タクシー移動）
・コース行程：宿泊施設⇒弘前昇天教会⇒百石町展示館
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒青森銀行記念館⇒追手門広場⇒喫茶店

※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥５，０００（税込）※タクシー代・喫茶代・施設入館料含む
・定員：２名様より催行 ・選べる喫茶店：ｄ．サロン・ド・カフェ アンジュ（無休） ｅ．大正浪漫喫茶室（無休） ｆ．ブラッスリー・ル・キャッスル（無休）
海もないのに、弘前には明治時代の洋風建築物が。
生活圏に溶け込む洋風建築を物識りタクシードライバーがご案内。たっぷり洋館を堪能したあとは喫茶店自慢のスイーツを召し上がれ♪

１２/１７ ＤＥＥＰなひろさきの人情にふれる旅
（月）～ 【冬の夜の洋館迷宮さんぽ】（～２/２８）
（※毎週日曜日、年末年始は休み）

タクシーで巡るステキな洋館とおいしいフレンチ
【ハイカラ洋館めぐりと『弘前フレンチ』】

・１０：００～１３：００（ティータイムを含む３時間程度 タクシー移動）
・コース行程：宿泊施設（集合場所）
⇒弘前昇天教会⇒百石町展示館
（※各店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、年末年始は休み） ⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒青森銀行記念館⇒追手門広場⇒フレンチ店

※要予約：実施日の７日前まで
・参加料：お一人様￥６，５００（税込）※タクシー代・喫茶代・施設入館料含む※レストラン山崎を選択の場合は＋￥５００
・定員：２名様より催行 ・ガイド：北星交通
・選べるフレンチ店 ａ．レストラン山崎（毎週月曜日休み） ｂ．ポルトプラン（毎週日曜日休み） ｃ．シェ・アンジュ（毎週日曜日休み）
城下町でありながら、洋館が点在するハイカラな街・弘前。
物識りタクシードライバーのご案内のあとは、ちょっぴり優雅なランチタイムを。地元食材を使用した「弘前フレンチ」は絶品！

・１０：００～１３：００（食事時間を含む３時間程度 タクシー移動）
津軽家ゆかりの古刹（こさつ）を訪ねて
・コース行程：宿泊施設⇒石場家住宅⇒誓願寺
【タクシーで巡る「古都ひろさき」と和料理満喫】
（※各店舗店休日、さくら・ねぷた期間、年末年始は休み） ⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒和料理店

※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥７，０００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入館料含む
・定員：２名様より催行 ・ガイド団体：北星交通
・選べる和料理店：ｇ．割烹 藤棚（日曜日休み） ｈ．おまかせ料理 すゞめのお宿（日曜日休み・月１回不定休）
弘前藩ゆかりの名所旧跡を物識りタクシードライバーがご案内！
弘前のルーツを辿った後は、津軽の和料理ランチで舌鼓♪古都ひろさきの薫りを満喫するスペシャルな旅を、どうぞご堪能ください。

あなたがつくる世界にひとつだけのＢＵＮＡＣＯ
【ブナコ製作体験 タクシープラン】

・午前の部 ９：１５～１３：０５（タクシー移動）
・午後の部１３：００～１６：５０（タクシー移動）
・コース行程：弘前市内宿泊施設⇒ブナコ西目屋工場見学・制作体験
⇒ＢＵＮＡＣＯ ＣＡＦＥで飲食⇒弘前市内宿泊施設

・９：００～１４：００（食事時間を含む５時間程度 タクシー移動）
ちょっと足を延ばして いにしえの歴史をたどる
・コース行程：宿泊施設⇒石場家住宅⇒長勝寺⇒最勝院五重塔
【津軽の奥日光 岩木山神社とマタギ飯】
⇒誓願寺⇒革秀寺⇒岩木山神社⇒高照神社⇒山のホテル（昼食）
（※店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、年末年始は休み） ⇒弘前市内中心部
通年

イベント分類

弘前市保健センター

月

日 曜日

お問い合わせ先・備考

のびのび子ども相談

※要予約：実施日の１４日前まで
・参加料：お一人様￥１６，０００（タクシー代、ブナコ製作体験代、飲食代を含む）
・定員：２名～ ガイド：北星タクシー
いまや日本のインテリアブランドとなった「ブナコ」製品。自身の手で生み出す造形の楽しさとモノづくりの喜びを体験してみませんか？
※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥９，８００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入館料含む
・定員：２名様より催行 ・ガイド団体：北星交通 ・お食事処：「マタギ亭」
パワースポットとしても名高い岩木山神社・高照神社をタクシードライバーがご案内。
神聖なおいしい空気を吸ったあとは･･･ マタギ（狩人）達が好んで食べた山菜等が入った混ぜご飯「マタギ飯」をどうぞ♪

お城が動いた！ 今しかみられない限定風景
【弘前城２時間１本勝負！】
（※さくらまつり期間、８/１３・１４日、９/２３、
年末年始３/２１は休み）

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒弘前公園（弘前城）
⇒津軽藩ねぷた村

※要予約：実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥１，０００（税込・弘前公園有料区域入場料含む）
・定員：毎回１０名（最少催行人員１名） ・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
弘前の観光スポットと言えばご存知、弘前城。２０１５年には石垣修理工事に伴う天守の曳屋工事で「動く城」として世間を賑わせました。
東京ドーム約１０コ分の広大な城郭を、いいとこどりでご案内します。♪

みちのくの小京都 ぶらり歴史探訪
【五重塔と新寺町界隈めぐり】
（※８/１１～１４・９/２３・年末年始、３/２１は休み）

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒貞昌寺⇒稲荷神社
⇒袋宮寺⇒最勝院五重塔⇒追手門広場

※要予約・実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥１，２００（税込）
・定員：１０名（最少催行人員１名） ・ガイド団体：弘前路地裏探偵団 チーム アパ・テ・ドラ、弘前観光ボランティアガイドの会
弘前城下は約４００年前、城の東西南北に獣神を置く「四神相応」の思想を町割りに取り入れました。
新寺町界隈は、南の守護神「朱雀」に見立てた大きなため池跡があったり藩政時代の建物としては本州最北の五重塔があったり、
弘前の歴史がたくさん詰まった場所。昔の弘前の街並みを歩いて、いにしえのロマンをたどってみませんか？

老いも若きも集まれ 街ぶらしたい女子達よ！
「弘前のメインストリート
〈かっちゃ〉と歩く土手町界隈ぶらぶら散歩」
※女子限定ツアー （カップルはOK！）
（※８/１３・１４日、９/２３、年末年始、３/２１は休み）

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒日本弘前昇天教会⇒土淵川⇒百石町展示館⇒菓子処 笹の舎
⇒カトリック弘前教会⇒日本基督教団弘前教会⇒青森銀行記念館
⇒弘前市立観光館

※要予約・実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥２，０００（税込・施設入館料・おみやげ代含む）
・定員：１０名 ・ガイド団体：弘前路地裏探偵団 チーム アパ・テ・ドラ
婦人探偵チームアパ・テ・ドラと歩く女子限定（カップルはＯＫ♪）の街歩きツアー！
教会や洋風建築が自然と生活圏に溶け込む土手町界隈を「どてぶら」しながら、独特の文化が薫るハイカラな街を体感♪

弘前城の裏鬼門を守る地・お寺がずらり！
【禅林街界隈 寺町さんぽ】
（※８/１１～１４、９/２３、年末年始、３/２１は休み）

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒栄螺堂⇒長勝寺
⇒弘前天満宮⇒大阪屋⇒弘前市立観光館

※要予約：実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥１，０００（税込）
・定員：毎回１０名 ・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
曹洞宗３３ヶ寺と杉並木がずらりと立ち並ぶ禅林街。
厳かな雰囲気で、いるだけで不思議と心が落ち着きます。有事の際は第二の城としての機能を併せ持っていたこの地。
今も残る往時の町割が歴史を物語ります。

弘前の思い出 形に残そう 一針ひと針に想いを込めて
【津軽の手しごと「こぎん刺し」体験とレトロ洋館散歩】
（※毎週日曜日は休み）

・１３：３０～１６：００
（約２時間３０分 こぎん刺し体験約１時間を含む）
コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒弘前市土手町⇒弘前市一番町⇒日本基督教団弘前教会
⇒カトリック弘前教会⇒しまや（手芸店・こぎん刺し体験）

※要予約：実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥２，５００（税込※こぎん刺し体験料含む）
・定員：１～１０名 ・ガイド団体：路地裏探偵団チームアパ・テ・ドラ
津軽のかっちゃ(お母さん)ガイドと楽しくおしゃべりしながら中心商店街の土手町界隈に散らばるかわいいモノを探してみましょ。
まちなか散策をたっぷり楽しんだあとは、地元民ご用達の手芸店でこぎん刺し体験を。
一見難しそうですが、お店の方がしっかり丁寧に教えてくれるのでぶきっちょさんでも安心ですよ。
最後は髪留めにして、そのままお土産にできちゃうのが嬉しい♪
ひろさきであなただけの“カワイイ”を見つける旅。とっておきの思い出になること、間違いなしです。

目の前に広がる名場面！最先端技術で体感
【弘前公園スマートグラスガイドツアー！】

午前コース：１０：３０～１１：４０
午後コース：１４：００～１５：１０ ※所要時間７０分
コース行程：藤田記念庭園⇒弘前公園追手門口⇒南内門⇒下乗橋
⇒弘前城本丸⇒北の郭・武徳殿

※要予約：実施日の３日前まで ・体験料：お一人様￥１，０００ ・対象：中学生以上 定員：１～２０名まで
スマートグラスを使用し、ツアーガイドと共に弘前公園を巡ります。
スマートグラスで弘前公園の満開の桜や弘前城の曳屋（ひきや）の動画を楽しんでみませんか？
※スマートグラス…装着することにより音声付映像や３６０度のパノラマ映像が楽しめるメガネ型の機器
・対応言語：日本語、英語、北京語、韓国語、タイ語、フランス語
※ご予約のお客様を優先しております。催行時間や所要時間等、左記以外でのご希望がございましたらお問い合わせ下さい。
予約・申込：弘前市みどりの協会 藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）

