2019年2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。

弘前城雪灯籠まつり
日 曜日

平成 ３１ 年 ２ 月

イベント名

場所

２ 日現在

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

桜の名所、弘前城の冬もまた格別。２００基に及ぶ大小様々な燈籠や雪像が公園内に配置されます。
灯りがともされたミニカマクラ群や雪像は照明に浮かぶ弘前城とあいまって幽玄の世界へ誘います。
みちのく五大雪まつりのひとつ弘前城雪燈籠まつりは、昭和５２年（１９７７）にスタートしました。雪燈籠は、長くて辛い北国の冬を楽しく演出しようと
市民手作りで行われます。 厳冬の夜、雪化粧した天守と老松がライトアップされ、幻想的で詩情豊かな郷愁を誘います。
本丸から岩木山に向かって望む蓮池の周りには、ローソクを灯したミニカマクラ約３００基が並び、あたりは雪と光のファンタジーに包まれます。
メイン会場の四の丸には、歴史的建造物などをかたどった大雪像や、大きな滑り台も作られ、雪を楽しむたくさんのイベントが行なわれています。

第４３回弘前城雪燈籠まつり
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弘前公園
（国指定史跡｢弘前城跡｣）

８日
開会式１０：００～

金

「開会式」８日１０：００～ 弘前公園内
「雪燈籠」公園全体 約１５０基
「ミニかまくら」西の郭（蓮池周辺） 約３００基
「露店」四の丸 約２０店 ９：００～２１：００頃(初日１０：００頃～)
「公園物産館」四の丸(賀田橋近く) ９：００～２１：００
「雪燈籠・雪像の夜間ライトアップ」１６：３０(日没)～２１：００(ミニカマクラにはロウソクが灯ります)
【大雪像】題材：旧弘前市庁舎
西洋建築を模して建てられた旧弘前市役所は、正面に隅切りされたポーチを設け、屋根は入母屋、外壁は下見板にオイルペンキ塗りで仕上げて
いました。旧弘前市庁舎は平成元年に大雪像テーマとしており、平成の最初と最後 同じ大雪像テーマで今年の雪灯籠まつりを演出します。
【プロジェクションマッピング】大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。
期間中毎日 ５回程度※投影時間の詳細は現在調整中です。決まり次第こちらでご案内いたします。
【弘前冬花火】レクリエーション広場にて打ち上げ花火を実施します。 花火タイム：９日(土)１９：００～※悪天候の場合は、１０日(日)１９：００～
【津軽錦絵大回廊】弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。
会場：弘前公園内二の丸遊園地前通路※下乗橋では「津軽錦絵ミニ回廊」を開催します。
【弘前雪明り】北の郭エリアにおいでいただいた方にキャンドルをお渡しします。それを思い思いの場所にどうぞ。
皆様がおいたキャンドルたちが、明りの溢れる空間を創り出します。
会場：弘前公園内北の郭 時間：１７：００～２１：００
テーマ：「弘前の魅力再発見～弘前のここが好き～」弘前市内の小学生に「さくらまつりの思い出」をテーマに自由に書いてもらったキャンドルホルダーが
会場内に飾られます。
【子供の遊び場】
大型滑り台：子供に大人気タイヤチューブで滑る大型滑り台です。 中型滑り台：そり専用の中型滑り台も設置されます。(そりの貸し出しもあります。)
【レクリエーション広場】雪あそび場ワークショップ：ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。
１１日(月祝)には、ブランデュー弘前による子供向けサッカースクールを開催します。
※日程・時間の詳細は現在調整中です。決まり次第こちらでご案内いたします。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

ひかりこども園演技

１０：３０～

ご当地キャラお散歩

随時

プロジェクションマッピング

①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④１９：３０～
⑤２０：００～⑥２０：３０～

ご当地キャラお散歩

随時
１０：００～１５：００

ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④２０：００～
⑤２０：３０～

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

弘前冬花火・花火タイム

１９：００～

レクリエーション広場にて打ち上げ花火を実施します。 悪天候の場合、１０日（日）１９：００～

ご当地キャラお散歩

①１０：００～②１１：３０～
③１３：３０～

雪あそび場ワークショップ

１０：００～１５：００

ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

ブランデュー弘前ＦＣ雪上サッカーフェスティバル

①１０：３０～②１３：３０～

詳しくは「ブランデュー弘前」で検索を

雪あそび場ワークショップ
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土
プロジェクションマッピング
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大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

弘前公園（メイン会場 四の丸）

日 チェリーライオンズクラブ
第３６回薬害防止キャンペーンチョコチョコ大作戦
「冬囃子・雪灯り」演奏

１２：００～
弘前公園 北の郭

プロジェクションマッピング
雪あそび場ワークショップ

弘前公園（メイン会場 四の丸）

11 月祝
プロジェクションマッピング

１９：００～
①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④１９：３０～
⑤２０：００～⑥２０：３０～

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

１０：００～１５：００

ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④１９：３０～
⑤２０：００～⑥２０：３０～

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

イベントピックアップ
日 曜日

イベント名

19

弘前公園周辺、土手町周辺、鍛冶町周辺、駅前周辺、
城東周辺、西弘周辺
１４：００～２４：００※営業時間は店舗によって異なります。

冬のアートフェスタ 冬の球場アート（～３日）

はるか夢球場
１０：００～２１：００（ライトアップは１７：００～）

雪で覆われたはるか夢球場が巨大なキャンパスに変身！！
入場料無料
【ＨＡＰＰＹメッセージ】球場内の電光掲示板に好きなメッセージと写真を投影します。
料金：１回￥１，０００ 募集数：１日１５組※申込は既に締切ですが、状況により当日も受け付けることがあります。 開催時間：１０：００～１９：００
【雪上バナナボート体験】スノーバナナボートに乗って雪上を駆け巡ります。
料金：中学生以上￥２００／小学生以下￥１００／未就学児無料（１人につき保護者１人の付き添いが必要）※事前申込不要。当日直接会場へ。
開催時間：１０：００～１６：００※天候により中止する場合あり。
【紙のスノークリスタルづくり】 参加料無料 開催時間：１０：００～１６：００
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

冬のアートフェスタ 冬のアートフェスタカフェ（～３日）

冬の球場アート会場内

１０：００～２１：００

東北栄養専門学校の学生と嬉野市（佐賀県）の学生が考案した地元特産物（リンゴ・トマト・イチゴ・酒かす）を使ったスイーツと、
嬉野市と共同開発したアップルティーの試飲・販売を行います。※なお、各商品は各日数量限定ですので、売り切れの際はご了承ください。
問：弘前市広聴広報課（０１７２－４０－０４９４）

弘前市まちなか情報センター

１８：３０～

観覧料無料
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

土

火 ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ
－男子／女子限定 ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ １ ｏｎ １ バトル－

1月以前からの継続イベント
日 曜日
通年

お問い合わせ先・備考

時間

前売￥３，５００ 当日￥４，０００（１冊５枚綴り）
チケット販売所：弘前バル街参加店／弘南鉄道弘前駅／中央弘前駅／平賀駅／黒石駅／弘前市立観光館／弘前市まちなか情報センター／
アートホテル弘前シティ／弘前パークホテル
※当日券はバル街ｉ（弘前バル街本部〈かだれ横丁〉、弘前市まちなか情報センター）、レストラン山崎で販売
●１７：００～１８：００津軽海峡圏観光ＰＲステージ（土手町コミュニティパーク）
●１８：００～パフォーマンス（かだれ横丁、弘前パークホテル響、レストラン山崎、土手町コミュニティパーク、焼肉食堂ぴょん吉にく仙人）
※詳しい情報はｆａｃｅｂｏｏｋ、ｔｗｉｔｔｅｒでお知らせします。
問：レストラン山崎内 弘前バル街実行委員会事務局（０１７２－３８－５５１５）

弘前バル街ｖｏｌ．１６（あとバル３～７日）
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場所

★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）

場所
弘前公園内 武徳殿休憩所

時間
９：００～１６：３０

お問い合わせ先・備考

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

イベント
ピックアップ

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）

７：００～２４：３０

「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）

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）

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）

Ｈ３０．
１２/１
（土）～

Ｈ３０．
１２/７
(金）～

高岡の森の絵図展（～３/１７）

高岡の森弘前藩歴史館

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

アート・展示会

1月以前からの継続イベント
日 曜日

★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

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）

時間

お問い合わせ先・備考

イベント分類

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

アート・展示会

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

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：２/１８（月）、３/１８（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

１/１２
（土）～

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

アート・展示会

１/３１
（木）～

工藤友哉小品展（～２/３）

ギャラリーまんなか
（弘南鉄道中央弘前駅館内）

１２：００～１８：００
（最終日は１７：００まで）

入場料無料 ねぶたの下絵など。 専用駐車場はございません。車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。
問：（ＴＥＬ０９０－６６２８－１０１９ Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

アート・展示会

ヨークカルチャーセンター弘前弘前作品展（～２/２０）

イトーヨーカドー弘前店

★９：００～２０：００

人物画、日曜絵画教室、袋物教室、日本画など。
問：イトーヨーカドー弘前店内 ヨークカルチャーセンター弘前（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

石岡みき子「きものリメイク展（～２/３）

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
アート・展示会
アート・展示会

Ｈ３０．
１２/１４
（金）～

お雛さま展（～３/３）

ギャラリー芭蕉

１０：００～１７：００

日曜休日
問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

役員によるミニ作品展（～３/２９）

北門ギャラリー

★９：００～１７：００

土・日・祝日は休館
問：北門ギャラリー（０１７２０－３２－５６１８）

２月のイベント情報
日 曜日

1

2

4

場所

時間

イベント分類

鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

２/５（火）休館日
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

弘前地区小・中学校美術展（～４日）

弘前文化センター

９：００～１７：００
（最終日は１５：００まで）

弘前地区の小・中学生の図工・美術の作品を展示します。期間中は中学校の壁新聞の展示も行います。
入場料無料 内容：絵画・版画・立体作品・工芸・デザインなどの作品の展示※２/２の１１：００から、造形ワークショップも開催します。
アート・展示会
問：学校指導課内 造形教育調査研究委員会（０１７２－８２－１６４４）

スポット企画展「新収蔵資料展」（～３/３１）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
※入館は１６：３０まで
（最終日は１２：００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）

豆まきごっこ
「みんなで一緒に豆まきごっこを楽しみましょう」

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

職員と一緒にお話しを見たり、鬼をやっつけたり、皆で楽しみましょう。赤ちゃんでも大丈夫。本物の豆は使いません。
定員：１００名※要事前予約、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

ふれあい高齢者ニュースポーツ研修会(～１４日）

すぱーく弘前
※種目によって開催日と時間が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

高齢者向けのニュースポーツで、健康の増進を図ってみませんか。
参加料無料 対象：おおむね６０歳以上の市民※申込は既に締切
種目と定員：ゲートボール(４０名)、グラウンドゴルフ(１００名)、ペタンク(４８名)、マレットゴルフ(４０名)、ターゲットバードゴルフ(４０)
問：すぱーく弘前（０１７２－３８－３２５０）

健康セミナー

誰でも簡単にできる 足もみ健康教室④頭痛編

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）

就労準備支援セミナー
～思いを伝える非言語コミュニケーションとは？！～

ヒロロ
３階 多世代交流室１

１０：００～１１：３０

受講料無料※申込は既に締切
内容：コミュニケーションにおける表情、しぐさ、身ぶりなどを学びます 講師：明珍友佳さん（ＪＭＴＣ弘前教室）
問：ひろさき生活・仕事応援センター 就労自立支援室（ＴＥＬ０１７２－３６－３７７６ ＦＡＸ ０１７２－３５－２９２９）

相続登記に関する無料相談
（～２８日※土・日・祝日を除く）

県内の各司法書士事務所

Ｐｏｃｈｅｔｔｅ ｖｏｌ．５～春を迎えるクラフト展～（～３日）

百石町展示館

１０：００～１６：００
（初日１１：００～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

平成３０年度 弘前大学教育学部美術教育講座
「卒業・修了制作展 学内展」（～６日※３日を除く）

弘前大学
文京キャンパス学生会館 ３階

１０：００～１９：００

入場料無料
問：弘前大学教育学部美術教育講座 冨田さん（０１７２－３９－３３８９）

弘前医療福祉大学短期大学部
県産食材を使った「料理作品展」

土手町コミュニケーションプラザ
１階 多目的ホールＡエリア

１１：３０～１５：００

入場料無料
内容：学生が考案した県産食材使用の日本・西洋・中国料理のコースメニューの展示、専門家による
審査・各賞選考・来場者による投票、学生による「アレンジ粥の汁〈けのしる〉」の試食提供（なくなり次第終了）
問：弘前医療福祉大学短期大学部 生活福祉学科食育福祉専攻／別科調理師養成・１年課程（０１７２ー２７－１００１）

弘前工業高等学校定時制
第１０回工業技術科展（～３日）

百石町展示館

１０：００～１７：００

機械・電気とインテリアの２コースがある工業技術科の特色を生かした、実習製作品や卒業製作品を展示します。
内容：金属加工、制御装置、木工家具、模型作品などの展示
問：弘前工業高等学校定時制 石動さん（０１７２－３２－６２４１）

Ｊｕｎｉ Ｊｕｎｉ ＫＩＤＳフェスティバル

弘前市民会館

１３：００～１５：００
（開場１２：００～）

入場料無料（要整理券）
問：東奥日報販売株式会社（０１７２－３１－２６２５）

おたのしみおはなし会（他９・１６・２３日）

弘前図書館
１階 閲覧室おはなしコーナー

２・１６日１１：００～１１：３０
９・２３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：『ふわふわ・ぬくぬく』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）

１３：００～１６：００

弘前城雪燈籠まつりに先立って、雪燈籠制作のワークショップを行います。
「雪燈籠を作ってみたいけど、作り方が分からない」という人は、この機会に雪燈籠を作ってみませんか。
対象：市民、今年の雪燈籠まつりでの雪燈籠制作新規申し込み団体 １５名程度※申込は既に締切
※制作はのこぎりなどを使いますので、小学生以下は保護者同伴で参加してください。
内容：市職員がサポートしながら、５人で１基の雪燈籠を制作します。
※２日間で１基を制作する予定ですが、いずれか１日のみの参加も可能です。
その他：制作用の道具は市で用意しますが、屋外での作業となりますので、防寒具・手袋・長靴は各自で準備してください。
弘前公園には駐車場がありませんので、あらかじめご了承ください。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）へ。

講演・講座・
セミナー

スポーツ

金

毎年２月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記に関する相談会を実施します。
費用：初回無料（２回目以降や具体的な手続きは有料）※事前に各司法書士事務所へ予約を。
問：青森県司法書士会（０１７－７７６－８３９８）

土
弘前公園

講演・講座・
セミナー

相談会

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

第５３回津軽雪上ラグビー大会（～３日）

東奥義塾高校 ラグビー・サッカー場

１０：００～

参加料：弘前ラグビーフットボール協会登録チーム￥２，０００～／その他のチーム￥５，０００～※傷害保険料を含む。
※申込は既に締切
対象【２日】「高校の部」県協会登録の選手で構成されたチーム
【３日】「スパイクの部」選手全員がスパイクまたはシューズなどの着用を希望するチーム／
「ながけりの部」選手全員がゴム長靴（金具の付かないもの）の着用を義務付けられたチーム／
「女子の部」部活動またはクラブチームに所属する選手で構成されたチーム。
問：東奥義塾高校内 弘前ラグビーフットボール協会 木村さん（０１７２－９２－４１１１ Ｅメール：kimura1961tohgi@yahoo.co.jp）

まぢながサミット

ヒロロ
３階 健康ホール

１３：３０～１５：３０

一緒にたのしむ「なかま」を捕まえよう！
入場料無料※要事前申込 定員：３０名程度（先着順）※申込は既に締切
プログラム：第１部「出演者トーク なかま獲得のコツは？？」１３：３０～／第２部「交流トーク なかまを獲得しよう♪」１４：２５～
問：市民協働政策課 齋藤さん、菊地さん
（ＴＥＬ０１７２－４０－７１０８ ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６ Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

その他

ヒキガタルヨル

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：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）

ライブ・コンサート

弘前こども・おとなミュージカルクラブ
第２回公演「ＭＡＲＹ ＰＯＰＰＩＮＳ（メリーポピンズ）」

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

開場１３：３０
開演１４：００

英語・ダンス・手話コーラスと楽器を織り交ぜたミュージカルを披露します。ぜひおいでください。
入場料無料※事前申込不要
問：弘前こども・おとなミュージカルクラブ 三明〈みはる〉さん（０８０－６００３－８０７１ Ｅメール：c3hi8ke6n.mluti-12@ezweb.ne.jp）

映画・演劇・舞台

自然教室「ソリであそぼう！」

こどもの森

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）

お子様向け催し・
子育て・教育

①１０：３０ ②１１：００
③１１：３０ ④１３：３０
⑤１４：００ ⑥１４：３０

参加料￥５００（大きな大王が２個作れます） 対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）各回１０組限定※要事前申込、先着順
市民先生：佐藤製菓専務 佐藤力雄さん
【同時開催】
◆むかし懐かしい津軽伝統駄菓子くじコーナー…「大王」「イモくじ」「糸引き」が体験できます。
参加料：くじを３回引いて￥２００※予約不要
◆駄菓子屋体験コーナー…菓子屋さんになって販売体験をしよう！※くじを引いた子は体験無料
問：ひろさきアフタースクール 担当・境さん
（ＴＥＬ０９０－１９３５－５５２７ ９：００～２０：００※不在着信の場合は折り返します。 Ｅメール：hirosakiafterschool@yahoo.co.jp）

ひろさきアフタースクール
「弘前市佐藤製菓オリジナル津軽伝統当物駄菓子
大王を作ろう！」

ヒロロ
３階 健康ホール

プロが教える！カクテル作り講座

弘前文化センター
３階 調理実習室

１５：００～１８：００
（受付は１４：３０～）

参加料￥１，５００（飲食代として） 対象：２０歳から５０歳までの市民２４名（先着順）※申込は既に締切
内容：プロのバーテンダーから、すぐに実践できるカクテルの作り方や、シェーカーの振り方などについて学びます
※アルコールが苦手な人のために、ノンアルコールカクテルも用意しています。 講師：佐藤聖也さん（ＢＡＲ聖〈ひじり〉オーナー）
問：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）

津軽三味線演奏会

弘大カフェ ２階

①１１：００～ ②１４：００～

入場料無料 内容：弘前大学教養授業「津軽三味線（発展）」の受講生と講師による演奏会です。
問：弘大カフェ（０１７２－５５－５７９７）

弘前文化センター

１４：００～

入場料￥３，０００
プレイガイド：〈弘前〉中三弘前店／平山萬年堂／弘前市まちなか情報センター／ヒロロ１階インフォメーション
〈青森〉成田本店／さくら野百貨店青森店／カワイ青森ショップ／リンクモア平安閣市民ホール
問：弘前バッハアンサンブル 島口さん（０１７２－３３－１５３９）

ライブ・コンサート

弘前バッハアンサンブル 定期演奏会

あねっこ「ひなまつりと手芸展」（～３/３）

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

サンライフ弘前「体力づくり教室」（他８日）

サンライフ弘前

１５：００～１６：３０

参加料：￥１００（保険料として）※要事前申込 定員：各回２０名（先着順） 内容：初心者向けの器具を使った体力づくり
※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：サンライフ弘前（０１７２－２７－２８１１ ※１/２６は休み）へ。

健康セミナー

りんご産業イノベーションセミナー
～りんご産業におけるスマート農業の可能性～

岩木文化センターあそべーる

１３：００～１６：３０

情報通信技術（ＩＣＴ）やロボット技術を活用し、省力化や高品質生産などが期待されるスマート農業の現状と展望を紹介します。
参加料無料 内容：スマート農業の現状や展望に関する講演（１４：００～）、スマート農業展示会（アシストスーツなど）
※詳しくは市ホームページに掲載します。
問：企画課（０１７２－４０－０６３１ ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６ Ｅメール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

講演・講座・
セミナー

日

月

お問い合わせ先・備考

陶と硝子 二人のＦＵＭＩＫＯ展（～１１日）

雪燈籠制作ワークショップ（～３日）

3

★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

講演・講座・
セミナー

★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。
日 曜日

5

火

イベント名

場所

時間

お問い合わせ先・備考

イベント分類

ｈａｒａｐｐａ ｓｃｈｏｏｌ ２０１９
音楽の時間「イギリスのピアノ小品」

百石町展示館

１８：３０～１９：３０

参加料：￥５００（ｈａｒａｐｐａ会員無料）＋別途１ドリンク※要事前予約
定員：４０名※席に限りがありますので、事前の申込みをお願いしています。
内容：普段のコンサートであまり取り上げられないイギリスの作曲家によるピアノ作品をご紹介し、
他の国の音楽とは一味違う魅力に触れて貰うことを目指します。
申込・問：ｎｐｏ ｈａｒａｐｐａ（０１７２－３１－０１９５ Ｅメール：post@harappa-h.org 平日９：００～１７：３０）

食生活改善推進員養成講座（他１２・１９・２８日）

弘前市保健センター
２階 大会議室

９：３０～１５：３０
（初回は１３：００～）

受講料：￥１，７２８（テキスト代ほか）
対象：原則、全日程受講でき、受講後に食生活改善推進員として活動できる市民２５名（先着順）※申込は既に締切
※託児室を用意します（先着５名、申し込みの際に申し出を）。 持ち物：エプロン、三角きん（初日を除く）、筆記用具
内容：食生活改善、生活習慣病の予防、食品衛生、調理実習（昼食は調理実習の試食）、栄養価計算など
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ。

基礎的ＩＴセミナー「ネット炎上とＳＮＳの危険性」

Ｉ・Ｍ・Ｓ弘前教室

１３：００～１６：００

受講料：￥２，１６０ 対象：ネットやＳＮＳの利用に潜む危険性などに関心がある事業主や在職者１５名（先着順）※申込は既に締切
内容：ネット炎上と企業のダメージ、ＳＮＳの危険性
※詳しくはポリテクセンター青森ホームページ（http://www3.jeed.or.jp/aomori/poly/） をご覧ください。
問：ポリテクセンター青森（０１７－７７７－１１８６）へ。※事業主を通してお申し込みください。

居住支援セミナーおよび住まいと空き家相談会

ヒロロ
セミナー：３階 多世代交流室２ １３：００～１５：００
相談会：３階 多世代交流室１ １０：３０～１４：３０

初窯展（～１１日）

杜のギャラリー 陽久庵

【居住支援セミナー】
高齢者、障がい者世帯などの民間賃貸住宅への円滑な入居に向けたセミナーです。
入場料無料 定員：４０名（先着順）
内容：①新たな住宅セーフティネット制度について／②入居支援の福祉制度等について／
③障がい者・高齢者等の福祉と居住支援について
【住まいと空き家相談会】
住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、低額所得者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮が必要な世帯）が
安心して暮らせる住まいの確保と、空き家等の適正管理および有効活用についての相談会です。
相談料無料 相談員：宅地建物取引士、すまいアップアドバイザー（建築士）、司法書士

講演・講座・
セミナー

講演・講座・
セミナー
相談会

問：青森県居住支援協議会（０１７ー７２２－４０８６）
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7

★１１：００～１７：００

問：杜のギャラリー 陽久庵（０１７２－３２－８４６５）

アート・展示会
お子様向け催し・
子育て・教育

知っておきたい歯磨きのコツ

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１３：３０～１４：３０

歯磨きのポイント、呼吸や姿勢のことなど、歯医者さんならではの事がたくさん聞けます。ぜひ赤ちゃんのお母さんも、妊婦さんも
これからのために聞いてください。小学生のお母さんやどなたでも参加できます。
定員：２０名（託児は１５名まで） 内容：歯磨き嫌いにならない歯磨きのコツ 講師：デンタルオフィスよしだ 院長 吉田昭文先生
申込・問：ヒロロ ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

ツバキ展（～１７日）

緑の相談所

９：００～１７：００

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

アート・展示会

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談
（他１４・２１・２４・２８日）

弘前市役所 ２階 収納課
７・１４・２１・２８日１１：００～１２：００、１５：００～１６：００
（２１日は１８：００～１９：００の相談も受付）
２４日１１：００～１２：００、１４：００～１５：００

収納課では、収入不足や借金などの金銭問題が原因で、市税などを滞納してしまった人を対象に、ファイナンシャルプランナー
（家計や経営の収支・返済計画を見直し、総合的な診断とアドバイスを行う専門家）による納税相談を実施します。
収支を見直し、計画的な納税の方向性を一緒に考えましょう。
対象：市税などを滞納している人 相談方法：ファイナンシャルプランナーが個別に対応します（１人１時間まで、先着順）
問：弘前市役所収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）へ。

相談会

水

木 求人説明会・ミニ面接会（他２１日）
ヒロロ
３階 多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

２０１９秋 カーネギー公演決定記念
「佐藤ぶん太、（弘前）Ｙｕｉ Ｋｉｔａｍｕｒａ（ＮＹ）ライブ」

喫茶れもん

子どもたちのひろさき歴史学習作品展（～２７日）

２/ ８～１３：さくら野弘前店 ４階 リコルソ前ホール
２/１５～２０：イオンタウン弘前樋の口
２/２２～２７：ヒロロ ３階 ヒロロスクエア

弘前市の文化遺産を未来に残していく市内の児童のみなさんが、
文化財や歴史を見て・聞いて・触れて制作した作品をぜひご覧ください。
観覧料無料
主催：弘前市教育委員会 文化財課（０１７２－８２－１６４２）

「ふるさと名物応援宣言特別企画展～弘前の手仕事～」
×「まちなかクラフト村弘前工芸舎冬限定企画展」
（～１７日）

藤田記念庭園考古館
２階 ギャラリースペース

１０：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

市では市を代表する工芸品１３品を、「ふるさと名物」として特定し宣言することとしました。
今回の応援宣言を記念した工芸品の特別企画展を開催しますので、ぜひご来場ください。
入場料無料 問：商工政策課物産振興担当（０１７２－３５－１１３５）

写真展 「私の岩木山」（～１０日）

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー

★１０：００～１７：００

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

アートホテル弘前シティ
プレミアホール

１３：００～１７：１５

テーマ：「"ソーシャル・ヘルスイノベーションＰＪ最前線"ヘルスリテラシーをいかに高めるか：教育こそすべて」
内容：青森県の短命県脱却と県民・国民の健康寿命延伸、ＱＯＬ（生活の質）とＧＮＨ（幸福度）の最大化による「寿命革命」実現と
ＳＤＧｓへの貢献に向けて、弘前ＣＯＩ拠点の超多項目健康ＢＤを基盤とした社会実装戦力と真の「健康の未来」について
徹底討論するため、産学官金民トップが一同に会するサミットを開催する。
参加料無料 対象：一般市民、学生、医療関係者、大学、企画、研究機関等 定員：先着３００名
【ネットワーキングパーティ】１７：３０～１９：００ 参加費：￥３，０００（予定）
※キャンセルする場合は開催日７日前まで、それ以降は会費が発生※希望者多数の場合は先着順、定員に達し次第締切。
申込・問：チラシ裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたはＥメールで、弘前大学ＣＯＩ研究推進機構
（ＴＥＬ０１７２－３９－５５３８ ＦＡＸ０１７２－３９－５２０５ Ｅメール：coi_info@hirosaki-u.ac.jp）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：クロールで２５ｍ泳げる市民１５名※申込は既に締切
※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：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１

スポーツ

弘前大学ＣＯＩ
ヘルシーエイジング・イノベーションサミット２０１９
－寿命革命：『健康ＢＤ』と『新健康モデル』で
ＱＯＬ＆ＧＮＨを最大化しＳＤＧｓに貢献する－

金 水泳教室〈背泳ぎ〉（～３/１５の毎週金曜日）

２０１９ けの汁列車（他１５・２１・２２日）

「弘前雪明り」ボランティア募集（～１１日）

青色申告研修会
第２９回弘前らん展（～１１日）

9

その他

弘南バスでは、バス運転士の仕事に興味のある方を対象に、ヒロロ（弘前市）にて会社説明会を開催いたします。
男性のみならず、女性の方も大歓迎です！当日参加でも構いませんので、お気軽にご参加ください。
内容：バス運転士の業務内容、給料形態、社内研修、大型二種免許取得支援制度について。
※ヒロロ駐車場は３時間まで無料でご利用いただけます。
問：弘南バス株式会社人事部 古川さん・葛西さん（０１７２－３２—２２４１）、ハローワーク弘前（０１７２－３８—８６０９）

弘南バス会社説明会 ｉｎ ヒロロ

8

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：弘南バス株式会社／株式会社ムジコ・クリエイト 翠明荘／特定非営利活動法人 スポネット弘前
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）

１９：００～

入場料￥２，５００（ワンドリンク付）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

アート・展覧会

内容：背泳ぎの基本泳法

８日（金）弘前発１８：３５
１５日（金）平賀発１８：２８※満席御礼
２１日（木）黒石発１８：３０
２２日（金）弘前発１８：３５※満席御礼

お友達やご家族と一緒に、弘南鉄道のちょい旅にでかけませんか？もちろん、お一人での参加も大歓迎です！
列車の中でけの汁を味わい、冬の津軽をご堪能ください！
参加料：大人￥３，５００（飲み放題、折詰 、けの汁付き）※カラオケ＆お楽しみ抽選会あり
※当日の払い戻しや人数変更は出来ません。
定員：各運転日とも９０名（※完全予約制） 運転区間：弘南線 弘前駅～黒石駅間（１往復）約２時間
【８日（金）運行便は特別企画！】光と影の芸術『スノーアート』見学ツアー(入場券付)
田んぼアート駅で途中下車して『冬の田んぼアートを観に行く』特別限定けの汁列車です！
申込・問：弘南鉄道本社（０１７２－４４－３１３６）

弘前城雪燈籠まつり会場内
弘前公園北の郭

市民手作りのお祭り「弘前城雪燈籠まつり」の期間中、弘前公園北の郭（くるわ）で開催される「弘前雪明り」の運営ボランティアを
募集します。園内を飾る、ろうそくのほのかな明かりをあなたの手でともしてみませんか。※申込は既に締切
内容「昼の部」ろうそくを入れるカップへの雪詰めおよびカップの会場内への設置など
「夜の部」ろうそくを入れるカップへの雪詰め、ろうそくの点火、来場者へのカップの配布、終了後のカップの回収など。
その他：謝礼や交通費、食事の支給・提供はありませんが、弘前城無料入園券を１枚進呈します。
屋外での作業のため、防寒対策を忘れずに。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）へ。

弘前市民会館
１階 大会議室
さくら野百貨店弘前店
４階 文化ホール

昼の部１３：００～１６：００
夜の部１６：００～２１：３０

１３：００～１６：００
１０：００～１６：００

その他

参加料無料 対象：市内農業者 持ち物：筆記用具、電卓 内容：収入保険のポイントなどの解説、初心者向け青色申告のポイント
申込・問：２/１までに、農業政策課内 弘前市担い手育成総合支援協議会（０１７２－４０－０７６７）へ。
入場料無料 内容：カトレア・デンドロビウム・胡蝶蘭などの洋蘭・セッコク合わせて約３００株を展示します。
問：弘前城愛蘭会 対馬さん（０１７２－２７－５４４２）

ＳＥＶＥＮ’Ｓ ＭＡＲＫＥＴ ２０１９
ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＧＯＯＤＧＯＯＤＳ（～１０日）

百石町展示館

１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

出店：Ｍａｒｔｙ’ｓ ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＯＲＥ（布・アメリカン雑貨）、ＴＳＵＲＵ-ＷＯＲＫＳ（ビーズアクセサリー）、
Ｓｔｅｅｌ ｗｏｏｄ（スチールインテリア家具）、 しいの木（蜜蝋キャンドル）、Ａｔｅｌｉｅｒ ｍｕｇｕｅｔ（フラワーアレンジ＆花雑貨・布小物）、 アート・展示会
Ｅａｓｔ Ｂｌｖｄ（レザークラフト）、 ＭＡＲＴＹ’Ｓ ＳＴＹＬＥ（インテリア雑貨）
問：Ｍａｒｔｙ’ｓ ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＯＲＥ（０１７２－６８－０２９４）

青森県弘前市在住映像創作人
五十嵐仁映像個展（～１１日）

ＬＩＧＨＴ ＭＡＧＩＣ
（土手町ＣＩＥＮＴＯ ２階）

１１：００～１９：００

入場料無料
問：ＦＢ（http://www.facebook.com/2019human/）

おもちゃ病院（毎月第２土曜日開催）
※おもちゃ広場はお休みです

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

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）はご負担願います。
また、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などは、全部ご持参ください。 ※乾電池や説明所があるときは、一緒にご持参ください。
※弾の出るピストルなど、危険性のあるおもちゃは暑いか居ません ※捨てるおもちゃがあったらお譲りください。
問：ヒロロ ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

ＷＡのりんご～もっとりんごを身近に～『シードル講座』

弘前市民会館 中会議室

１４：００～１６：００

参加料無料 定員：３０名
内容：横森洋一さん（サントネージュワイン醸造部）を講師に迎え、弘前における果実酒の歴史と弘前のシードル紹介などをします。
【交流会】講座終了後、交流会があります。 参加費：￥２，０００※要事前申込
問：Ａプロジェクト 草刈さん（０９０－３７５９－４２４８）

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「実践編第４回」
東北女子大学公開講座
夏目漱石の小品「夢十夜」をていねいに読み解く

集合：弘前公園追手門前

１４：００～１７：００

東北女子大学

１０：３０～１２：００

エコスイーツを作ろう

弘前地区環境整備センタープラザ棟

９：３０～１２：００

暴力から子どもを守るための公開ワークショップ
（～１１日）

【９・１１日】弘前市民会館 第１・２会議室
９日：１４：００～１６：００ 中学校以上の教職員
１１日：１４：００～１６：００ 小学校以下の教職員
【１０日】弘前市総合学習センター 第２・３研修室
１０：００～１２：００ 中学・高校生の保護者
１３：３０～１５：３０ 小学生以下の保護者

いじめ・誘拐・虐待・性暴力など、さまざまな暴力から子どもを守る知識とスキルを学びます。
参加料無料
講師：矢島宏美さん（子ども・人権・エンパワメントＣＡＰながの代表）
申込・問：２/７までに、電話またはＥメール（参加希望日、氏名、電話番号を記入）で、
あおもりＣＡＰの会中弘南黒地区 佐藤さん（０９０－９４２１－６１５９ Ｅメール：mitinoku2011_8@yahoo.co.jp）へ。

あなたは自分で自分の美しさをデザインできる！
～美ライフデザイン・美容編～ 簡単お顔セルフケア

ヒロロ
３階 多世代交流室Ａ

１１：００～１２：３０

セミナーから帰るときには、お顔は引き締まり体と心はポカポカになる簡単セルフケア。
参加料：￥１，０００（当日軽ランチ付き） 定員：１０名※事前予約がオススメです。
内容：①美ライフデザインってなに？ ②簡単：お顔セルフケアの説明 ③簡単：お顔セルフケアを体験 ④皆で楽しいランチタイム
申込・問：Ｃｌａｒｏｕｓｅ〈クラルース〉（Ｅメール：clarouse.akemi@gmail.com）

高校受験本番直前」！！！
保護者のための
当日をいい状態で迎えるためのメンタルレポート
１ヶ月前からでもやれる！心構えとあり方

田辺塾
（駅前２丁目３－４０ ２階）

１３：００～１５：００

「子どもにどう接していいのかわからない」「子どもよりも自分の方が焦っている」などの不安を抱えている保護者の方へ、
発表当日までおだやかに見守るためのコツをワークショップ形式でお伝えします。
参加費￥３，０００（事前振込制） 当日￥３，５００ 定員：２０名 対象：受験生の子を持つ保護者
内容：親の気持ちが伝わる５つのコツ／おだやかに見守るために大切な３ステップ／今日から！始めること・やめること、など。
※講座内容に若干の変更がある場合があります。
講師：渡部智絵さん（銀座コーチングスクール認定コーチ）
申込・問：チラシのＱＲコード、またはメールから（Ｅメール：meteor0531@gmail.com）

藤田記念庭園で冬の風物詩
「かまくら」を楽しもう（～１１日）

藤田記念庭園 高台部

１０：００～１６：００

クラフト＆和カフェ匠館で販売している限定メニューや振る舞いの豚汁（９日の正午から配布）をかまくら内で楽しむことができます。
入園料無料 ※天候により内容など一部変更となる場合があります。
問：広聴広報課内 藤田記念庭園利活用事業実行委員会事務局（０１７２０－４０－０４９４）

Ｄｒ．中路の健康道場 修了イベント

ヒロロ
３階 イベントスペース

１２：４５～１５：３０
（受付は１２：００～）

健康に関する「食べる」「動く」「知る」を体験できます。
参加料無料※事前申込不要 内容：健康講座・講評、浜内千波先生のクッキング講座、暮らしのヒント集（歯磨き講座など）
問：ウェバランス内 大人の健康力向上コンソーシアム事務局（０１７２－３９－７３３３）

１０：４５～

対象：おおむね３歳～小学生２０名※申込は既に締切 持ち物：ぬいぐるみ（１人１体）
内容：ぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しんだ後、ぬいぐるみを図書館にお泊まりさせます。ぬいぐるみが図書館で過ごした様子を
アルバムにしてプレゼントします。※ぬいぐるみは２/１０以降、アルバムは２/１５以降に受け取れます。
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４ ※９：３０～１７：００）

土

ぬいぐるみのおとまり会 ｉｎ 弘前図書館

弘前図書館
２階 会議室

お子様向け催し・
子育て・教育

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）
受講料無料※事前申込不要 対象：中学生以上
問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９）
牛乳パックを再利用した型で、残りがちなホットケーキミックスを使い切る、簡単なおやつを作ります。
参加料無料 定員：１５名※小学生以下は保護者同伴 持ち物：エプロン、切り開いた牛乳パック２枚
申込・問：１/２７から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８ 受付９：００～１６：００※月曜日は休み）へ。
講演・講座・
セミナー

その他

★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。
日 曜日
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イベント名

開場１４：３０
開演１５：００

２０１９冬のトモロー塾（イグルー作り）

岩木山総合公園

９：４５～１４：００

岩木川市民ゴルフ場スノーパーク
冬のゴルフ場で遊ぼう！（～１１日）

岩木川市民ゴルフ場

１０：００～１１：３０
１３：００～１４：３０

講演会 健康な生活のための「体内リズム」

弘前文化センター 中会議室

１０：００～１１：３０

地域の子育て支援および健康増進を目的とした講演会を開催します。
参加料無料 定員：９０名
申込・問：電話かファクスまたはＥメール（氏名・連絡先を記入）で、弘前草右会本部事務局
（ＴＥＬ０１７２－３４－７６００ ＦＡＸ０１７２－３４－７６０１ Ｅメール：souyuukai@wit.ocn.ne.jp）へ。

高岡の森弘前藩歴史館 第２回歴史館講座

高岡の森弘前藩歴史館

１４:００～１５：００頃

参加料無料※別途観覧料が必要。要事前申込 定員：３０名（先着順） 講師：瀧本壽史さん（弘前大学大学院教育学研究科教授）
テーマ：弘前藩政の中の高照神社～高照神社蔵「神社創設ノ由来」（大正５年）を通して～
●無料シャトルバス
【行き】市役所本庁舎（市民防災館玄関前）発１３：１０、岩木庁舎（正面玄関前）発１３：２５／【帰り】歴史館発１５：２０
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０〈８：３０～１７：００〉※１/２１・２２休館日）

第３０回市民ボウリング教室（～１１日）

１０日：弘前ファミリーボウル
（高崎２丁目）
１１日：アサヒボウル（土手町）

９：３０～１２：００

つながろう！ここから生まれる地域のきずな
第８回市民ボランティア交流まつり

ヒロロ
３階 ヒロロスクエア

１０：３０～１４：３０

「ビブリオバトル ｉｎ 弘前図書館」観戦者募集

弘前図書館
２階 視聴覚室

１３：３０～１５：００

スノーシュー体験会

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
多目的広場

１０：００～１１：３０

ＨＩＧＨ ＨＯＰＥＳ

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

弘前交響楽団 第３１回定期演奏会

弘前市民会館 大ホール

開場１３：３０
開演１４：００

弘前市民劇場第３３４回例会
劇団弘演「おこんじょうるり」

弘前文化センター

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミ
ナー

スポーツ

その他

参加料：￥１００（傷害保険料含む） 対象：小学生以上、２０名程度※当日の申し込みも可
持ち物：長靴（スノトレ可）、手袋、帽子、タオル、飲み物、着替え※吹雪などの悪天候時は中止します。
内容：スノーシューの体験（履き方、ポールを使用した歩き方、雪上散策）※スノーシューの無料貸し出し有り。
申込・問：電話またはファクス（住所・氏名・過去の体験の有無・電話番号を記入）で
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＴＥＬ０１７２－８２－５７００ ＦＡＸ０１７２－８２－５７０１）へ
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）
入場料（全席自由）：一般￥１，０００ 小・中・高生￥５００
チケット取扱：弘前市民会館／弘前文化センター／ヒロロ／中三弘前店／弘前市まちなか情報センター／さくら野百貨店弘前店
／さくらミュージック／成田本店しんまち店
問：古川さん（０９０－３１２１－８４０１）

ライブ・コンサート

開場１８：３０
開演：１９：００

会員のみ観覧可能（当日入会すれば入場可）※入会金と毎月の会費だけで、年間６本も観劇できてしまいます！
内容：【第１部】一人語り「火くいごんげさま」／【第２部】民話劇「おこんじょうるり」
観劇希望・入会・問：演劇鑑賞会 弘前市民劇場（０１７２－３６－５４０２ １１：００～１８：００※日・月・祝日休み、土曜は１６：００まで）

映画・演劇・舞台

９：００～１５：１５
（集合８：５０）

参加料：￥４，５００（昼食付き） 定員：２５名（先着順）※最少催行人数２０名
内容：岩木山神社七日堂神賑祭と高岡の森弘前藩歴史館の見学※バスで移動します。 申込締切：２/７（木）
申込・問：弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ ＦＡＸ０１７２－３１－５４４５）

感交劇場ツアー

１４：２０～１５：２０

「青森ジョップス」車椅子バスケ交流会
岩木山総合公園 体育館
ｉｎ 岩木山総合公園

１０：００～１５：００

藤田記念庭園 ｄｅ中国茶会
（他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）

その他

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

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
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

１４：００～１５：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 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。
定員：６５歳以上の市民、各２５名（先着順） ※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。

健康セミナー

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１２：００

アイシングクッキーとは、焼いたクッキーの表面に砂糖を着色してデコレーションしたものです。
贈る相手の好みにあわせて作ることができるので、想いを伝えるバレンタインデーのプレゼントにぴったりです。
材料費￥８００（当日徴収）※要事前申込 定員：２０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）

講演・講座・
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：ふたば行政書士事務所内、弘前コスモス会 二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

相談会

えほんのもりのおはなしかい

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）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前文化センター
第３会議室

１８：３０～２０：００

参加料無料※事前申込不要
「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。
対象：弘前市及び近隣にお住まいの高校生・一般の方
内容：エネルギー開発や政策をめぐる世界の動きを紹介しながら、
自然エネルギーの「地産地消」に注目した地域未来の創生について考えてみます。
講師：人文社会科学部教授・細矢 浩志氏（専門：経済政策・産業発展論）
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）

講演・講座・
セミナー

お気軽に相談を！！「まちのよろず支援」（他３/１３）

弘前商工会議所会館
５階 相談コーナー

１３：００～１７：００

日常、業務を行う中で、許認可の必要性やその他、商取引でわからないこと、お困りの方に無料相談会を開催しております。
相談内容：法人の設立、建設業の許可申請他各種許可・登録申請、相続の手続き等について。
※お待ちいただくことのないよう予約制とさせていただきますが、当日都合の悪い方で相談がある方も調整が可能の場合も
ありますので、経営支援課までお問い合わせください。
問：弘前商工会議所 経営支援課（０１７２－３３－４１１１）

相談会

ホビーライフ展 ｉｎ 弘前さくら野百貨店（～１７日）

さくら野百貨店 弘前店
３階 催事場

１０：００～１８：００
（最終日は１７：００まで）

様々なハンドメイド作家が大集結！ロザフィのアクセサリーも数多く並びます。
問：さくら野百貨店 弘前店（０１７２－２６－１１２０）

アート・展示会

１０：００～１２：３０
（受付９：３０～）

〈第一部〉日本原燃の安全対策について 講師：長谷川 浩氏（日本原燃（株）広報部副部長）
〈第二部〉蜜蝋で作る「多肉の寄せ植え風 キャンドル」
（水やり不要のインテリアキャンドル。パーツの配置によっては色々な表情の鉢に七変化）
参加費：￥５００ 定員：３０名程度（応募者多数の場合は抽選）※託児無料（１歳児～未就学児童対象）
応募方法：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、受講希望日、会場名、託児サポートの有無（お子様のお名前・ふりがな・
生年月日・性別）を明記の上、「日本原燃ホームページ」または「はがき」でお申込みください。
（ご参加の有無は応募締切後、「はがき」にてご連絡をいたします。）
申込締切：２/５（火）必着※ＨＰは１５：００まで。電話・ＦＡＸ・メールでのお申込みは不可
申込・問：〒０３０－０８０２ 青森市本町１－２－１５ 日本原燃(株) 広報部 ＥＣＯスクール係
（ＴＥＬ０１７－７３１－１５６３ 平日９：００～１７：００ ＨＰ：http://www.jnfl.co.jp/ja/pr/event/eco-school/201812.html）
※第二部（カルチャー講座）のみのお申し込みはできません。※お問い合わせ・お申込み後のキャンセルは必ずお電話で。
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。

温水プール石川～健康サポート教室（他２６日）

火 アイシングクッキー作り
「バレンタインデーのプレゼントに」

地域未来創生塾＠中央公民館
水 第９回「再生可能エネルギーで地域未来創生を考える」

げんねんＥＣＯスクール
蜜蝋で作る「多肉の寄せ植え風 キャンドル」
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集合場所：弘前市観光案内所前

参加料：￥１，０００（１日だけの参加は￥５００）※各自傷害保険に加入を。 対象：市民（初級・中級）
内容：ボウリングの基本動作など※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：２/７までに参加料を添えて、
弘前ファミリーボウル（０１７２－２７－４１４５）、アサヒボウル（０１７２－３５－０３６３）フロントへ。
入場料無料
発表：１０：４５～オカリナ・アンサンブルこだま〈大小のオカリナでの合奏〉 ／ １１：１５～おななしるんるん〈楽しいおななしをします〉
１１：４５～スポネット弘前〈子供たちのチアダンス〉 ／ １２：１５～華の会〈フラダンス〉
１２：４５～みちのくエンカレッジの会〈ミニ講演：わらしべ長者とヘレヘレじいさん〉
１３：１５～スポネット弘前〈子どもたちのチアダンス〉 ／ １３：４５～ザ・エクレシア〈ピアノの弾き語り〉
体験：パルーンアート、マッサージ、押花づくりなどを体験できます♪
販売：パン、焼き菓子、木工製品、裂き織り、手作り小物などを販売します♪
展示：各団体 その他：スタンプラリーもあるよ！スタンプ１０個で景品をゲット！
問：第８回市民市民ボランティア交流まつり実施委員会事務局
（ＴＥＬ０１７２－３８－５５９５／３１－２５００ ＦＡＸ０１７２－３６－１８２２）
参加料無料 定員：４０名（先着順）
内容：図書館職員によるビブリオバトルの観戦※ビブリオバトルとは、発表者が推薦する本の魅力を順番に紹介し、
観戦者による質疑応答の後、参加者全員の投票で「一番読みたい本」を決めるゲームです。
問：弘前図書館カウンターまたは電話で、弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

イベント分類
映画・演劇・舞台

７０歳からの健幸講座 ヘルシーエイジング無料公開講座 ヒロロ
（他２５日、３/４）
３階 健康ホール

盛岡ｃｌｕｂ ｃｈａｎｇｅ×弘前Ｍａｇ－Ｎｅｔ「雪中行軍２０１９」
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お問い合わせ先・備考
チケット：前売￥２，０００ 当日￥２，５００
プレイガイド：中三弘前店／弘前市まちなか情報センター／弘前芸術鑑賞会／ＥＬＭインフォメーション
問：弘前落語ふぁん倶楽部（０８０－６５６２－５９９１）
参加料：￥１，０００※各自傷害保険に加入を。 定員：市内の小学生２０名 ※無料送迎あり、要予約。
内容：イグルーの制作※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：開催日の７日前までに、岩木山総合公園
（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５ Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。
参加料￥５００（当日徴収）※要事前申込 対象：幼児～小学生、各コース３０名（先着順）※幼児は保護者同伴。
持ち物：飲み物、着替え 内容：スノーアスレチック、スノーフィッシング、そりカーリング、バナナボート体験
申込・問：各開催日の３日前までに、電話かファクス（氏名・性別・学校名または園名・学年・電話番号・希望コースを記入）で、
岩木川市民ゴルフ場（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３６－７８５５ １０：００～１７：００）へ。

中三弘前店
８階 スペースアストロ

日

11 月祝

13

時間

桂宮治 独演会

ふるさと再発見バスツアー 冬の神事めぐり
岩木山神社七日堂神賑祭見学ツアー
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場所

温水プール石川

弘前商工会議所会館
２階 ２０１室

木

入場料無料※要入場整理券 入場整理券配布場所：弘前総合保健センター、百石町展示館 対象：どなたでも
内容：講話「終活」 講師・村井麻矢氏（専求院寺庭）
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）
参加料無料※各自傷害保険に加入を。内容：車いすバスケチームを招いた、車いすバスケ体験、バスケ用車いすの操作など。
定員：４０名（見学自由） ※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：２/７までに、岩木山総合公園
（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５ Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。

ミサワホーム ｄｅ フラワーアレンジメント教室

東北ミサワホーム 弘前展示場

１３：３０～１６：００

ベテランズセミナー
「４代藩主津軽信政ｐａｒｔ １
～二人の師・山鹿素行と吉川惟足～」

弘前文化センター
３階 視聴覚室

１０：００～１１：３０

Ｍｏｓｔｌｙ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｏｐ．１１

百石町展示館

開場１８：００
開演１８：３０

吉澤秀香書作展（～３/３１）

鐵心ギャラリー

★１０：００～１７：００

平成３０年度 弘前大学教育学部美術教育講座
「卒業・修了制作展 学外展」（～１７日）

ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ
１０：００～１９：００（初日１６：００～、最終日１８：００まで）

入場料無料
問：弘前大学教育学部美術教育講座 冨田さん（０１７２－３９－３３８９）

ＮＨＫ文化講座書道展（～１７日）

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー

★１０：００～１７：００

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

第３３回 弘潤“磊”書展（～１７日）

弘前文化センター

１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

電動ロクロ体験（～１７日）

鳴海要記念陶房館

１０：００～１５：００

農作物づくり講演会

岩木文化センター あそべーる

１３：３０～１６：００

就労準備支援セミナー
「時短でお手軽！家計にやさしいクッキング講座」

ヒロロ
３階 健康ホール

１０：３０～１２：００

参加料：￥３００（材料費として） 対象：ひろさき生活・仕事応援センター相談者、市民 持ち物：エプロン、三角巾
申込・問：ひろさき生活・仕事応援センター（ヒロロ３階）に備え付けの申込書に必要事項を記入し、２/８までに持参かファクスで、
ヒロロ３階 就労自立支援室内 ひろさき生活・仕事応援センター（ＴＥＬ０１７２－３６－３７７６ ＦＡＸ０１７２－３５－２９２９）へ。

第４回 克トレグラウンド・ゴルフ大会（個人戦）

克雪トレーニングセンター

９：００～１４：００

参加￥５００（保険料含む） 定員：１１２名（先着順）※申込は既に締切 内容：２４ホール個人戦
※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：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

市民太極拳教室
①２/１５～３/８の毎週金曜日
②２/１６～３/９の毎週土曜日

笹森記念体育館武道場

①１３：００～１５：００
②１０：００～１２：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 定員：市民３０名 内容：太極拳の心構えと技術の習得
※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：弘前武術太極拳連盟 鹿内さん（０８０－１８０９－１２７３）

金

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）
内容：為信から数えて４代目にあたる藩主津軽信政公に焦点をあて２回シリーズとして開催します。
１回目の今回は信政公自身の人物像にせまります。
講師：福井敏隆さん（弘前市文化財審議委員長）
申込・問：２/１３までに、電話かファクスまたはE メール（住所〈町名まで〉・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メール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。
お話しを交えた、アットホームなコンサート。 ※演目・出演者は変更する場合があります。
チケット：前売￥１，０００（当日￥１，２００） 学生・ｈａｒａｐｐａ会員￥５００
チケット取扱：コトリｃａｆｅ／弘前市まちなか情報センター／弘前大学生協
予約・問：ＮＰＯ ｈａｒａｐｐａ（ＴＥＬ０１７２－３１－０１９５ Ｅメール：post@harappa-h.org）

講演・講座・
セミナー
スポーツ

講演・講座・
セミナー

ライブ・コンサート

問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

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）
農業経営の発展に取り組む農業者で組織する認定農業者連絡協議会が、農作物づくりのための講演会を開催します。
参加料無料※事前申込不要 テーマ：「今年の天候と農産物づくり」 講師：佐藤士郎さん
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関などのご利用を。
問：岩木総合支所総務課農林係（０１７２－８２－１６２１）

アート・展示会

講演・講座・
セミナー

スポーツ

★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。
日 曜日
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土

イベント名

場所

ＦＵＫＵＴＯＰＯ ｖｏｌ．９
沢山の作家達の作品が並ぶ手作り作品展（～１８日）

百石町展示館

２０１９メキシコ｜日本コンテンポラリーダンス
弘前滞在制作・公演
「ＴＨＥ ＡＮＯＮＹＭＯＵＳ ＢＯＤＹ－無名の光－」
（～１７日）

ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ
１６日：〈マチネ〉開場１３：３０ 開演１４：００
〈ソワレ〉開場１７：３０ 開演１８：００
１７日：〈マチネのみ〉開場１４：００ 開演１４：３０

ふるさと再発見バスツアー 津軽のごはん旅
～あかつきの会とつくる旬料理と、
さくらの杜のしいたけ栽培見学～

集合場所：弘前市観光案内所前

園芸用土と肥料の話
青柳省吾によるちょきちょき 桃の節句 切り絵体験
（～１７日）

イベント分類
アート・展示会

“なにものにも縛られない<自由なからだ>は無限の創造性の光となる。その光でコンテンポラリーダンスは輝きはじめる”
入場料：〈一般〉前売￥２，５００ 当日￥３，０００／〈高校生以下〉前売￥１，０００ 当日￥１，５００※未就学児無料
※１７日は市内中学生有志によるワークショップ参加者のパフォーマンスがあります。
チケット取扱い：ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ、弘前市まちなか情報センター
問：ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）、加藤さん（０９０－８２５８－９９２２ Ｅメール：dancetect@gmail.com）

映画・演劇・舞台

９：３０～１４：３０
（集合９：２０）

参加料：￥６，５００（昼食、お土産付き） 定員：２５名（先着順）※最少催行人数１５名
内容：津軽あかつきの会による料理体験・実食・講話、さくらの杜しいたけ栽培ハウスの見学・収穫体験※バスで移動します。
申込締切：２/１４（木）
申込・問：弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ ＦＡＸ０１７２－３１－５４４５）

感交劇場ツアー

緑の相談所

１３：３０～１５：３０

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

鳴海要記念陶房館

１０：００～１５：００

ひな祭りを彩る吊るし飾りを切り絵で作ろう！
●フレーム￥１，２００～／モビール￥２，０００～※制作時間３０分～２時間、事前予約不要、時間内随時
※縄文土偶等の切り絵も作れます。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

１０：００～１３：００頃

参加料無料 定員：２４名 持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具 内容：県産の食肉を使った肉料理を３品作ります。
申込方法：往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、２/７（必着）までに、青森県食肉事業協同組合連合会
（〒０３０－０１１３ 青森市第二問屋町３丁目５の２５）へ。
※往復はがき１枚で２名まで応募可（住所、氏名、年齢、電話番号は、２名分記入してください）。応募者多数の場合は抽選で決定。
問：青森県食肉事業協同組合連合会事務局（０１７－７２９－８０７８）

青森県産のお肉を使った料理教室

弘前医療福祉大学
１階 調理実習室

パンフェスタ＆ママフェスタ

ヒロロ
３階 イベントスペース

１０：００～１４：００

市内外で人気のパン屋が、ヒロロスクエアに大集合！
ママサークルによるハンドメイド作品の展示販売、製作体験が楽しめるママフェスタも同時開催します。
入場料無料※ワークショップや特別企画など一部有料
その他：￥８００で参加店のパンの食べ比べができます（スープ付き、１人１プレートのみ、各回３０セット限定）。
時間：①１１：００～、②１２：００～、③１３：００～
食券：２/３～１２日に、市民文化交流館受付窓口で事前販売（先着順、食券の返金はできません）。
問：市民文化交流館内 ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

風の吹奏楽団コンサートⅢ

弘前文化センター ホール

開場１８：００
開演１８：３０

ちょっとマニアックな完全バリアフリーの吹奏楽コンサート。障がいのある方もない方もどなたでも自由に鑑賞できる
完全バリアフリーコンサートです。演奏中も一部ドアを開放していますので、自由に出入りできます。
入場料無料 問：風の吹奏楽団 佐藤さん（０９０－４４７７－２３５４）

何となく僕達は大人になるんだ ｖｏｌ．３

ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ

講演・講座・
セミナー

その他

チケット：前売￥１，０００ 当日￥１，５００（＋１ドリンク￥５００）
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

弘前大学教育学部 音楽教育講座 今田匡彦研究室主催 弘前大学創立５０周年記念会館
第１６回卒業記念 スプリングコンサート
みちのくホール

開場１７：３０
開演１８：００

Ｆｕｓｉｏｎ ａｎｄ Ｈｙｂｒｉｄｉｔｙ ｉｎ Ｍｕｓｉｃ 混ざり、溶け合う音楽
入場料無料（どなたでもおきがるにどうぞ）
問：（ＴＥＬ０１７２－３９－３３７９ Ｅメール：timada@hirosaki-u.ac.jp ＨＰ：https://humusicedu.wixsite.com/hu-music-edu）

平成最後の冬
ａｎｋｙ ＮＥＷ ＳＩＮＧＬＥ
「ｇｏｏｄ ｎｉｇｈｔ」ｒｅｌｅａｓｅ ｔｏｕｒ ２０１９

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

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）

百石町展示館

１０：００～１８：００
（最終日は１５：００まで）

第１１回 東奥義塾高等学校 美術部展（～１９日）

※販売する陶器は毎日追加をしますが、当日分売り切れの際はご容赦ください。駐車場は近隣の有料駐車場もございます。
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ライブ・コンサート

アート・展示会

※駐車場は近隣の有料駐車場もございます。
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

親子体操教室
「おやこでスッキリ！楽しく体を動かそう」
（他３/１０）

ヒロロ
３階 健康ホール

ブックスタートおはなしかい（他２７日）

ヒロロ
１０：３０～１１：００
３階 こども絵本の森 おはなしコーナー

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）

第２回 町会便り作成講座～パソコンで作ってみよう！～

弘前市総合学習センター 学習情報館
コンピュータ研修室

１３：３０～１６：３０

町会便りをパソコンで「簡単に」「分かりやすく」「見栄え良く」作成するためのコツを学びます。
参加料無料
対象：文書作成ソフト（ワード）の基本操作ができる人で、これから町会便りを作りたい人または作成の工夫に興味がある人３０名
持ち物：ＵＳＢメモリ（作成データ持ち帰り用）、カメラや付属のケーブル（パソコンに写真を取り込めない人のみ）
内容：サポーターが支援しながら、パソコンを使って１人で町会便りを作成します。
申込・問：２/１３までに、電話かファクスまたはＥメール（氏名・町会名を記入）で、
市民協働政策課（ＴＥＬ０１７２－３５－１６６４ ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６ Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

誰でも簡単にできる 足もみ健康教室④血圧安定編

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）

第３４回「太宰治文学講座」太宰治との出会い
（他３/１７、４/２１、５/１９、７/２１、８/１８、１０/２０、
１１/１７、１２/１５）

太宰治まなびの家

１４：００～１５：００

入場料無料
問：太宰治まなびの家（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－１１３４ 受付時間１０：００～１６：００）

らの会によるミニセミナー

弘前市民会館 第一小会議室

１０：００～

参加料無料※事前申込不要 定員：各３０名
内容：講演「公認会計士がやさしく教える確定申告のいろは！」１０：００～ 講師：黒瀧泰介さん（公認会計士）
／「弁護士の仕事について～離婚・交通事故・刑事事件～」１１：００～ 講師：鍋嶋正明さん（弁護士）
問：専門家集団「らの会」 三上さん（０１７２－３８－１８２９）

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して
「認知症介護者教室」

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
（講話は１３：３０～１５：００）

参加料無料※事前申込不要
内容：認知症の人や家族、地域住民を対象に認知症介護者教室を開催します。認知症の基本的知識についての講話の他、
各種相談コーナーや福祉用具等の展示も行います。
問：介護福祉課（０１７２－４０－７０７２）

新雪深雪やぶこぎ大会

岩木山総合公園特設会場

９：００～１２：００
（受付は７：３０～）

参加料：一般￥２，０００ 小・中学・高校生￥１，０００※各自傷害保険に加入を。 定員：小学生以上
内容：カテゴリーごとに決められた距離（２．３～６．９ｋｍ）の雪やぶコースでの競走
※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：２/３までに、電話かファクスまたはＥメール（氏名・性別・年齢・電話番号を記入）で、岩木山総合公園
（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５）へ。

スポーツ

無料よろず相談会

弘前市民会館 第一、第二小会議室

１３：００～１６：００
（受付は１５：３０まで）

さまざまな問題に複数の専門家が無料で相談に応じます。※事前申込不要
相談員：弁護士、公証人、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、
社会福祉士ほか
問：専門家集団「らの会」 三上さん（０１７２－３８－１８２９）

相談会

毎回大好評！第４弾
贅を尽くした旧高谷家別荘・懐石昼食付
「翠明荘まるごと観賞会」

集合・解散：翠明荘

１２：３０～１６：００

参加費：１人￥５，８００（たびすけ特別懐石昼食、散策後コーヒー付き、当日徴収いたします）
募集定員：２０名（最少催行２名）
行程：翠明荘（懐石ランチ）→弘前公園（荒天時、弘前教会、カトリック教会、津軽工房社など）
→翠明荘（館内見学、コーヒーブレイク）
申込・問：２/１４までに電話もしくはホームページより、たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８ ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp）へ。

月例登山 行けるとこまで行ってみよ

集合：こどもの森ビジターセンター

９：３０～１４：３０

雪かきわけて、行けるとこまで。
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：飲み物、昼食、タオル、替えの下着・靴下、雨具、防寒着（雨天決行）
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）

弘前市民会館 大ホール

１５：００～１７：００
（開場１４：３０～）

新体操アスリートとしての技術を学んだ青森から日本全国、そして世界へ挑戦し続けるＢＬＵＥ ＴＯＫＹＯが
青森県の皆さんに日々の感謝を込めて冬フェスを開催。
チケット（全席指定）：ＢＴ席￥８，０００（前方確約、パンフレット付、終演後ステージにて出演者面会有）
Ａ席￥４，０００ Ｂ席￥３，０００（２階または１階後方）※当日￥５００増
チケット取扱：弘前市民会館／ローソンチケット（Ｌ：２２４３８）／チケットぴあ（Ｐ：８４１－４３３）／ｅ＋（イープラス）／八戸市公会堂
／リンクモア平安閣市民ホール
問：ＧＩＰ（０２２－２２２－９９９９）

婚活Ｐａｒｔｙ ｉｎ カラオケ合衆国

カラオケ合衆国 １０２バイパス店

午前の部：１１：００～１２：５０
（受付１０：４０～）
午後の部：１３：３０～１５：２０
（受付１３：１０～）

参加料：男性￥５，０００ 女性￥３，０００（初めての方、または２名様以上でご参加の方￥５００割引き）
※軽食＆ソフトドリンク付き、アルコールなし。当日カラオケは行いません。
定員：男女各８名※参加料は当日受付にてお支払いください。その際、身分証明書の提示もお願いいたします。
対象：〈午前の部〉２５～３７歳までの独身男女／〈午後の部〉３８～４９歳までの独身男女
キャンセル料について：４日前から前日８０％、当日１００％（ご連絡いただかない場合＋￥２，０００）
※個人情報保護のため、当日はパーティーネームでの開催となります。
申込・問：婚活サークルＡｒｈｅａｒｔ～アルハート～ 工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

コール・デル・メディコ 第１５回定期演奏会

弘前文化センター ホール

開場１３：３０ 開演１４：００

入場料無料
問：コール・デル・メディコ 坂本さん（０１７２－３９－６５５１）

プラネタリウム特別企画
「アカペラ×プラネ～ドームに響け！声のハーモニー～」

弘前文化センター
３階 プラネタリウム

１８：００～２０：００
（受付１７：３０～）

参加料無料 対象：市民５０名（先着順）※小学生以下は保護者同伴
内容：アカペラの生演奏を交えながら、冬の星座や星にまつわる物語を投影します。
申込・問：２/１６までに、電話かファクスまたはＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で、
中央公民館（０１７２－３３－６５６１ ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０ Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp 火曜日は休み）へ。

ＵＮＩＯＮセッション

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ

１９：００～

問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

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

１０：００～１０：３０（受付）

参加料無料※事前申込不要。左記時間に受付した人の相談に応じます。
対象：０～５歳児の家族（プレママさんも相談できます）
内容：育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談 持ち物：母子健康手帳、歯の相談希望者は普段使っている歯ブラシ
問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

１０：３０～１２：００（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：男性合唱の特徴をお話頂き、その歌声を聴きましょう。 講師：弘前メンネルコール 代表・鴻野孝典さん
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）

コトリｃａｆｅ

１８：３０～２０：００

参加料￥５００（ｈａｒａｐｐａ会員無料）＋別途１ドリンク※要事前予約
定員：１５名※席に限りがありますので、事前の申込みをお願いしています。
内容：青森・岩手を中心に仏師の手によらない「民間仏」を紹介した『かわいい仏像 たのしい地獄絵』（著：須藤弘敏氏ほか）。
本では紹介しきれなかった、都でつくられた仏像とは異なる、稚拙ながらも存在感を放つ地方仏の魅力をお伝えします。
申込・問：ｎｐｏ ｈａｒａｐｐａ（ＴＥＬ０１７２－３１－０１９５ Ｅメール：post@harappa-h.org 平日９：００～１７：３０）

市民弓道教室（～３/２１の毎週月・木曜日）

武道館近的弓道場

１０：００～１２：００

参加料：￥３００※各自傷害保険に加入を。 定員：市民５名 内容：弓の扱い方、基本動作、射技指導、巻藁稽古、的前稽古
※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。
申込・問：２/１３までに、弘前弓道会 福島さん（０９０－５２３１－９５６２）へ。

スポーツ

夜間納税相談(～２２日）

弘前市役所
２階 収納課

１７：００～１９：３０

収納課では、日中に納税相談ができない人のために、夜間納税相談日を設けています。
問：弘前市役所 収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

相談会

９：００～１６：００

※混雑状況によっては早めに受け付けを終了することがあります。
※来場の際は公共交通機関のご利用を。市立観光館駐車場を利用しても、無料駐車券の発行はしません。
※会場設営期間前は弘前税務署内を含め、申告会場を設置していませんので、市立観光館の会場設営期間内にお越しください。
問：弘前税務署個人課税第一部門（０１７２－３２－０３３１ ※自動音声に従って「２」を選択してください）

その他

日

ＢＬＵＥ 冬大祭
～エンターテイメントで青森を結びたい～

弘前市女性大学 第９回「音楽に親しむ」
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１０：００～１８：００

お問い合わせ先・備考
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第５１回 東奥義塾高等学校 陶芸展（～１９日）

17

時間

月 ｈａｒａｐｐａ ｓｃｈｏｏｌ ２０１９ 仏像の時間
「りっぱでない仏像の魅力」

所得税・消費税確定申告書作成会場の開設
（～３/１５ ※土・日曜を除く）

弘前文化センター 大会議室

弘前市立観光館
１階 多目的ホール

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）

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

その他

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

日 曜日
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イベント名

場所
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参加料：￥４，０００（夕食・奉納ろうそく付き） 定員：２５名（先着順）※最少催行人数２０名
内容：沢田ろうそくまつりの見学※バスで移動します。 申込締切：２/１５（金）
申込・問：弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ ＦＡＸ０１７２－３１－５４４５）

感交劇場ツアー

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。
※要事前申込※「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

１４：００～１６：００

受講料無料 内容：旅行前だけでなく、旅行中、後もスマートフォンが利用され、今ではホテルの予約や観光情報の収集ツール。
その旅行者に、どのように情報を伝え、発信してもらうのかなどインターネットやＳＮＳ等を活用した情報発信のコツをお伝えします。
申込・問：２/１４（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（ＴＥＬ０１７２－３２－２４０７ ＦＡＸ０１７２－３２－２４５１ Ｅメール：ch-renkei@pref.aomori.lg.jp）へ。

水
ヒロロ
３階 イベントスペース

１１：００～１４：３０

農村女性や消費者が互いの活動や生活技術などを交換する発表展です。
※事前申込不要
内容：食酢を活用した料理の実演・試食／農村のくらしを楽しむ活動や農産物・加工品の紹介／
お酢に関する講演 講師：櫛引英揮さん、葛西明子さん（ともにカネショウ）
問：中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 小松さん（０１７２－３３－４８２１）

入園グッズ作り
「絵本バッグを作ってみましょう」

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：００

入園に必要な絵本バッグを作ってみましょう。まだ入園でない方も参加できます。
とても簡単な作り方ですので、ぜひこの機会に覚えてください。
材料費￥８００（当日徴収）※要事前申込 定員：各１０名※託児は各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）

市民ボランティアによるパソコン講座「インターネット講座」 弘前市総合学習センター 学習情報館
（他２８日※２１、２８日の２日間で１セットの講座です。）
コンピューター研修室

１０：００～１５：００

参加料無料 対象：パソコン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：インターネットの利用方法など。
申込・問：総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００※８：３０～１７：００）へ

アライグマ被害防除対策講習会

１０：００～１２：００
（受付９：３０～）

受講料無料 内容：アライグマの生態や被害防除、捕獲方法など。※受講者は狩猟免許がなくても捕獲ができます。
申込・問：２/１８までに農業政策課（０１７２－４０－７１０２）へ。

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：株式会社バリューＨＲ 弘前カスタマーサポートセンター／株式会社 興亜エージェンシー／
株式会社ムジコ・クリエイト 翠明荘
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）

その他

★１０：００～２０：００

問：さくら野百貨店 弘前店（０１７２－２６－１１２０）

アート・展示会
お子様向け催し・
子育て・教育

弘前市民会館 中会議室

ヒロロ
３階 多世代交流室２

第３４回棟方志功大賞県下小・中学生あおもり版画まつり
さくら野百貨店 弘前店
（～２４日）
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お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

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。楽しくおしゃべりをしながら、簡単な製作をしたり、親子リズム遊びをします。
定員：各２０名※要事前申込
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 内容：おひなさま飾りを持ち帰ります。
問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

気軽にスポーツ体験教室（～３/２９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１５名 内容：ソフトバレーボール、ラージボール卓球等の軽スポーツ
※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：２/１５（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、
金属町体育センター（〒０３６－８２４５ 金属町１－９ 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。

スポーツ

カナハリマ個展 Ｈｉｒｏｓａｋｉ（～２４日）

ギャラリーまんなか

１３：００～

入場料無料 デジタルペイントの人物画など。
専用駐車場はございません。車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。
問：（ＴＥＬ０９０－６６２８－１０１９ Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

アート・展示会

金

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）

第２回弘前図書館市民講座

弘前図書館
２階 会議室

１３：３０～１５：００

参加料無料 対象：小学生以上６０名（先着順）
内容：弘前市（旧岩木町）出身の絵本作家ささやすゆきさんによる、作家になるまでや現在の作家活動などについての講話
申込・問：弘前図書館カウンターまたは電話で、弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

小枝のお雛さま作り教室

弘前地区環境整備センタープラザ棟

９：３０～１２：００

せん定した小枝でおひなさま作りと不要になった畳で敷き物を作ってみませんか。
参加料無料 対象：小学校４年生以上、１５名※小学生は保護者同伴。※汚れてもよい服装で参加してください。
申込・問：２/１０から弘前地区環境整備センタープラザ棟
（０１７２－３６－３３８８〈９：００～１６：００〉、月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み）へ。

お雛様アレンジフラワー教室

ワークトーク弘前

１０：００～１１：３０

参加料：￥１，５００（材料費として） 定員：１５名（先着順） 持ち物：花ばさみ（工作用でも可）、新聞紙、布巾、持ち帰り用袋
内容：おひなさまをテーマにしたフラワーアレンジメント作り 講師：川村江利子さん
申込・問：２/１５までに、直接来館するか電話で、ワークトーク弘前（０１７２－３８－３７１１ 月曜日と２/１２は休み）へ。

健やか女子クッキング教室
「郷土料理を作ろう」

ヒロロ
３階 健康ホール

１０：３０～１３：００

参加料無料 対象：市内在住の２０代～４０代の女性、先着１０名（先着順） 持ち物：エプロン､三角巾、はし
内容：食育講話、調理実習（ごままんま、ほっけつみれ汁、人参子和え、芋餅お汁粉）、試食
その他：託児は先着５名まで
申込・問：２/６～１５日までに弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ。

タムラファーム×弘前フランス料理研究会共同企画
シードルナイト

フランス料理 シェ・アンジュ

１９：００～

料金：￥８，０００（飲み放題付）
チケット取り扱い：レストラン山崎／ポルトプラン／サロン ド カフェ アンジュ／シェ・アンジュ
問：フランス料理 シェ・アンジュ（０１７２－２８－１３０７）

土

～フランスの風を讃えて～クラシックコンサート

喫茶れもん

１４：００～

入場料無料※要ドリンクオーダー
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

～Ｓｏｎｇｓ Ｏｎ Ｔｈｅ Ｒｕｎ ｖｏｌ．４１
トラベリンレモンハーツ・デュオ～

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

チケット：前売￥１，５００ 当日￥２，０００（＋１ｄｒｉｎｋ）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０ Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

弘前ジャズプレイヤーズサークル「ジャズ友セッション」

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ

１９：００～

問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

講演・講座・
セミナー

その他

ライブ・コンサート

ａｔｏｍギターサークル
懐かしいフォークソングをもう一度！歌の集い

弘前市勤労青少年ホーム
１階 集会

１４：００～

懐かしい、胸ときめかせたあの歌をみなさん一緒に歌いませんか？みなさんと歌う会です。ぜひ、おいでください！
参加料無料
問：ａｔｏｍギターサークル事務局（０９０－４４８９－２７８０）

ＬＯＣＯ ＳＴＵＤＩＯ ダンス発表会
「ＨＥＲＩＴＡＧＥ ２０１９」

岩木文化センター あそべーる

１６：００～１９：００
（開場１５：３０～）

チケット：指定席￥３，０００ 自由席￥２，５００※座席を必要としない幼児は無料 プレイガイド：弘前市まちなか情報センター
問：カルチャースクールＬＯＣＯ ＳＴＵＤＩＯ（ＴＥＬ０１７２－５５－６４７３ Ｅメール：info@loco-studio.com）

映画・演劇・舞台
お子様向け催し・
子育て・教育

２０１９冬のトモロー塾（スノーハイク教室）

岩木山総合公園

１０：１５～１２：３０

参加料：￥２００※各自傷害保険に加入を。 定員：市内の小学生２０名 内容：スノーシューを履いて雪山を歩きます。
※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。※無料送迎あり、要予約。
申込・問：開催日の７日前までに、岩木山総合公園
（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５ Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。

脳卒中県民公開講座

弘前パークホテル
４階 ラ・メェラ

１３：３０～１５：３０
（受付は１３：００～）

参加料無料※当日参加も可能ですが、なるべく事前の申し込みを。
テーマ：「高血圧や脈の乱れが影響する脳卒中」 講師：大熊洋揮さん（弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座教授）
申込・問：電話かファクス（氏名・電話番号を記入）で、がん・生活習慣病対策課
（ＴＥＬ０１７－７３４－９２１２ ＦＡＸ０１７－７３４－８０４５）へ。

１３：３０～１５：３０

参加料無料
対象：市内に在住、または通勤・通学している男性で、結婚・出産・育児について気になる人、結婚予定の人、現在育児中の人、
１０名（先着順）
内容①パートナーの妊娠や出産による心と体の変化や、心身をいたわるためのちょっとしたコツの紹介
②もく浴など、子育てに欠かせない実技の体験
講師：三崎直子さん（弘前大学大学院保健学研究科准教授） その他：託児室（有料）の利用は、事前の申し込みが必要です。
問：２/２３までに、電話かファクスまたはＥメール（住所〈町名まで〉・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メール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

１４：００～１５：００ころ

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）※（ ）内は２０名以上の団体料金です。
※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。
定員：１００名（先着順） テーマ：「明治天皇巡幸と弘前藩の雅楽」 講師：北原かな子さん（青森中央学院大学看護学部教授）
申込・問：２/４から、弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００ ８：３０～１７：００）へ。

アートホテル弘前シティ
３階 エメラルド

１３：２０～１６：１０
（開場１２：５０）

参加料無料 対象：どなたでも
プログラム
１３：２０～開会のあいさつ
１３：２５～基調講演「がんとあなたのお付き合い」（高畑 武功 先生 弘前大学医学部附属病院 腫瘍内科 診療准教授）
１４：００～講 演
「がん治療にかかるお金の話」（佐藤 誠人 先生 弘前中央病院 医療ソーシャルワーカー）
「セカンドオピニオン ～納得して治療に挑むために～」(高谷真吏絵先生 弘前大学医学部附属病院 認定がん専門相談員)
「なるほど！薬剤師の訪問薬剤」（岡野聡先生 日本調剤弘前薬局 薬剤師）
「在宅診療、緩和医療ってもう最期なの？」（佐々木洸太先生 あおもり協立病院・協立クリニック 内科）
１５：４０～質疑応答／１６：００～閉会のあいさつ
問：「未来がん医療プロフェッショナル養成プラン」弘前大学事務局 宮本さん
（ＴＥＬ０１７２－３９－５２０６ ＦＡＸ０１７２－３９－５２０９
Ｅメール：ganpro@hirosaki-u.ac.jp ＨＰ：http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/～ganpro3/）

弘前市役所
２階 収納課

９：００～１６：００

収納課では、平日に納税相談ができない人のために、休日納税相談日を設けています。
問：弘前市役所 収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

①１１：００～１２：３０
（受付１０：４０～）
②１４：００～１５：３０
（受付１３：４０～）

５０代６０代の婚活を応援します！！お茶を飲みながら楽しくお話しませんか？※当日は清潔感のある服装でお越しください。
参加料：男性￥４，０００ 女性￥２，０００※お茶やお菓子をご用意しております。アルコールなし。
定員：男女各８名※参加料は当日受付にてお支払いください。 対象：①５０～６２歳までの独身男女 ②６３～７２歳までの独身男女
キャンセル料について：４日前から前日８０％、当日１００％（ご連絡いただかない場合＋￥２，０００）
申込・問：婚活サークルＡｒｈｅａｒｔ～アルハート～ 工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

新米パパ応援講座

第５回市立博物館歴史講座

24

講演・講座・
セミナー

第４４回生活技術発表展

求人説明会・ミニ面接会

22

イベント分類

１６：４０～２１：１５
（集合１６：３０）

火

木

お問い合わせ先・備考

集合場所：弘前市観光案内所前

第２回中南地域インバウンド集客セミナー
弘前文化センター 中会議室
「スマートフォン時代のインバウンド向け
情報発信セミナー」
20

時間

ふるさと再発見バスツアー 冬の神事めぐり
沢田ろうそくまつり見学ツアー

未来がん医療プロフェッショナル養成プラン
日 がんプロ市民公開講座
「大人のがん教室」

休日納税相談

第１回 お茶婚

弘前文化センター
２階 第１・２和室

弘前市立博物館 ホール

ヒロロ
３階 多世代交流室Ｄ

岩木山ウィンターフェスティバル

岩木青少年スポーツセンター

１０：００～１５：００

クロスカントリースキー体験のほか、毎年好評の雪上バナナボートやチューブそりなど、冬ならではの遊びを体験できます。
今年は新競技のスノーストライダー（雪上自転車）大会も行います。
参加料無料※スキーの無料貸し出しあり。
内容：クロスカントリースキー体験会／エアボード／チューブそり／雪上バナナボート体験／スノーモービル体験／
スノートレッキング／スノーストライダー大会／ニュースポーツ体験／
雪上ダンスパフォーマンス＆デザイン角巻ファッションショー／馬そり
【スノーストライダー大会】
定員：８０名※要事前申込 対象：２才～年長児（各クラス２０名、先着順）
申込・問：文化スポーツ振興課内 岩木山スキーフェスティバル実行委員会（０１７２－４０－７１１５）

弘前交響楽団 アンサンブルコンサート２０１９

百石町展示館

開場１２：３０
開演１３：００

入場料無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｌｉｖｅ～学生ＬＩＶＥ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１６：００
ＳＴＡＲＴ１６：３０

チケット：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￥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）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
春はＢＬＵＥＳ
「Ｂｉｌｌｉｅ’ｓ ｂｏｕｎｃｅ Ｃｏｏｌ ｓｔｒｕｔｉｎ Ａｌｌ ｂｌｕｅｓ」

百石町展示館

開演１８：００

チケット：当日￥１，０００※小・中学生無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

講演・講座・
セミナー

相談会

その他

ライブ・コンサート

★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。
日 曜日

イベント名
刺繍体験
「刺繍で自分マーク作り」

場所
ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

７０歳からの健幸講座 ヘルシーエイジング無料公開講座 ヒロロ
（他３/４）
３階 健康ホール

25

26

月

平成３０年度りんご栽培講座（～２７日）

りんご公園
りんごの家 ２階 研修室・園地

時間

１４：２０～１５：２０

入場料無料※要入場整理券 入場整理券配布場所：弘前総合保健センター、百石町展示館 対象：どなたでも
内容：講話「ゲートキーパーの心得」 田中 真氏（弘前大学大学院保健学研究科助教）
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

１０：００～１５：３０

受講料無料※要事前申込 対象：３日間受講できる人、３０名（先着順） 持ち物：筆記用具、防寒具
内容：りんごのせん定の実技、病害虫の防除、りんごの品種など※天候等により変更する場合あり。
講師：野呂昭司さん（りんご公園専任指導員）ほか
申込・問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

１４：００～１６：００
（受付１３：３０～１４：００）

内容：①職業訓練制度の概要について（ハローワーク弘前）
②職業訓練内容の説明（各訓練施設）
③ジョブカード制度について（株式会社キャリアフォレスト）
持ち物：雇用保険受給者のみ、雇用保険受給資格者証持参
申込：参加申込み書に必要事項をご記入の上、ハローワーク弘前総合案内（南富田町５－１）
または弘前就労センター総合案内（駅前町９－２０ ヒロロ３階)へ
問：弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）へ
※訓練に関するお問合せは、ハローワーク弘前職業紹介 第２部門（０１７２－３８－８６０９）へ

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。
対象：【２６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。
【２７日】１歳７ヵ月～２歳３ヵ月（２歳のお誕生会もします）
【２８日】１歳１ヵ月～１歳６ヵ月
定員：各２０名※要事前申込 内容：「お雛さま製作」
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

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

職業訓練説明会

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

キッズ広場(他２７・２８日）

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

のびのび子ども相談

弘前市保健センター
９：３０～１５：００（受付は１４：００まで）
※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：２/４～２５日までに弘前市保健センター（０１７２ー３７－３７５０）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

勤労青少年ホーム
２階 体育室

１９：００～２１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 定員：市内に勤務または居住するおおむね３５歳までの人、１０名（先着順）
内容：音楽に合わせてゴムバンドを使った股関節体操と筋トレ運動
※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。持ち物は問い合わせを。
申込・問：２/２２までに、勤労青少年ホーム（０１７２－３４－４３６１）へ。

スポーツ

その他

ゴムバンド（ラバー）を使った筋力トレーニング教室
（他３/５・１２日）

津軽西海岸の魚介料理をがっつり喰らう食楽の宵。
「第６回 大漁食堂」

ホテルニューキャッスル

１８：３０～２１：００
（受付１８：００）

「白神の魚」が贈る、年に一度の大食楽祭。ホテルシェフが織りなす和洋の本格料理、海を知り尽くした漁師の浜料理、
食欲をそそる匠の実演料理、さまざまな「白神 の魚」から、お好きなものをお好きなだけ。
飲み放題、“フリーの着席スタイル”で、気軽にゆっくり楽しめます。
チケット：前売￥７，０００（当日券の販売はありません）
チケット販売：ホテルニューキャッスル／ＴＥＫＵＴＥＫＵ編集部（弘前市山下町２－１２ パインビル２階）／白神の魚提供店など。
特別料理・イベント（予定）：●特選料理コーナー（約３品）●マグロ解体ショー●波岸会長の一本釣りコーナー●握り寿司コーナー
●西海岸オリジナルカクテル●津軽西海岸・漁協のお母さんの料理コーナー●白神の魚推奨日本酒コーナー
問：ＴＥＫＵＴＥＫＵ編集部内 白神の魚普及実行委員会･事務局（０１７２－３１－２１３６）

地域未来創生塾＠中央公民館
「人口８０万人時代の青森を考える」

弘前文化センター

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。
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
内容：最近の人口予測では、青森県の人口は２０４０年代には８０万人台まで減少すると見込まれています。
本講座では、人口減少が地域社会にもたらす影響を地域経済と労働市場の観点から解説し、人口８０万人の青森県で
持続可能な地域社会を作るための課題を皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
講師：人文社会科学部教授 李 永俊〈専門：労働経済学）
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）

講演・講座・
セミナー

百石町展示館

９：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

アート・展示会

27

水

28

木 野鳥の会写真展（～３/３）

※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
イベント名

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♪

Ｈ３０． ＤＥＥＰなひろさきの人情にふれる旅
１２/１７ 【冬の夜の洋館迷宮さんぽ】（～２/２８）
（月）～ （※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

刺繍が苦手でも大丈夫。刺繍の基本を教えてもらい、幼稚園・保育園グッズのマークにしましょう。妊婦さんも大歓迎！
材料費￥５００（当日徴収）※要事前申込 定員：８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）

火

日 曜日

お問い合わせ先・備考

１０：００～１２：００

※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）

