
日 曜日 イベント名 場所 時間

津軽ひろさき検定　
第９回上級（おべ仙人検定）試験

弘前市民会館
２階　中会議室

１０：００～

第１７回　春の文化芸能祭 岩木文化センター「あそべーる」
１３：００～
（開場は１２：３０）

岩木山百沢スキー場　市民無料開放日 岩木山百沢スキー場 １０：００～１６：００

10 日 そうまロマントピアスキー場　市民無料開放日 そうまロマントピアスキー場 １０：００～１６：００

19 火
ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ特別編
　ＡＬＬＳＴＹＬＥ ２ ｏｎ ２バトル／ダンスショー

弘前市まちなか情報センター １８：３０～

3月以前からの継続イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

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 ９：００～１６：３０ 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

高岡の森の絵図展
（～３/１７）

高岡の森弘前藩歴史館 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

マンホールカードを配布します
（※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）

緑の相談所 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

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）

アート・展示会

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。
本県初公開となる、太宰治が官立弘前高等学校時代に下宿で愛用していた電気スタンドや、
太宰治直筆の最も古いはがきなど、多数展示します。
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

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）

アート・展示会

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

吉澤秀香書作展
（～３/３１）

鐵心書道会ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：鐵心書道会ギャラリー（０１７２－３４－６５５５） アート・展示会

桜のせん定枝無料配布
（～３/２２の毎週金曜日）

緑の相談所前（弘前公園内） ９：００～
無くなり次第終了

弘前公園でせん定した桜の枝を、来園者に無料配布します。
※原則１人５本まで（ただし、販売目的等での持ち帰りは禁止）／作業状況や天候により準備できない場合があります。
問：公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

その他

ヨークカルチャーセンター弘前作品展
（～３/２０）

イトーヨーカドー弘前店
５・７階

５階９：００～２０：００
７階９：００～２１：００

日本画、袋物教室など
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

鳥撮り４人展－青森の野鳥たち－
（～３/３）

百石町展示館 ９：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

役員によるミニ作品展
（～３/２９）

北門書道会ギャラリー ★９：００～１７：００ 問：北門書道会ギャラリー（０１７２－３２－５６１８　土・日曜と祝日休館） アート・展示会

お雛さま展
（～３/３）

ギャラリー芭蕉 １０：００～１７：００
日曜休館
問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

アート・展示会

３月のイベント情報
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

津軽焼陶人会展Ｖｏｌ．２２
（～１０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

弘前市、板柳町の津軽焼窯元６軒で構成する津軽焼陶人会の展示・販売会です。
地元の原料にこだわった伝統的な焼き物や現代的な作品をぜひご覧ください。　
入場料無料　
問：ひろの窯　野呂さん（０１７２－８７－０２１１）

．ＵＲＵＫＵＳＴ　ＥＸＨＴＢＩＴＩＯＮ（展示受注会）
（～１０日）

ａｏ＋水玉 １０：００～１８：３０
横浜にアトリエを構え、土平恭栄さんが手がけるレザーブランド『．ＵＲＵＫＵＳＴ』　の展示受注会を開催します。　
※期間中にご注文いただきました作品は、終了後ひとつずつお作りし、出来上がりましたら順次お渡しします。　
問：ａｏ＋水玉（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－５５－９９６２　ＨＰ：http://ao-to-mizutama.com　木曜日定休）

寺山修司列車が走る
（～７日）

弘南鉄道大鰐線列車内 問：めん房たけや（０１７２－３６－８９３８）

花の写真展
（～１０日　※４日を除く）

緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

農家のおかあさん直伝！「おぃのまんま」 清水交流センター １０：００～１２：００ 参加料：￥２，０００　定員：３０名（先着順）　内容：三色おいなりなどのまかない食を作ります。　持ち物：エプロン、三角巾、布巾　
申込・問：電話かファクスで、巧みなママねっと事務局 佐藤さん（ＴＥＬ０９０－９６３７－６３７７　ＦＡＸ：０１７２－９６－２６６０）へ。

講演・講座・セミナー

浄沼・須藤・立花　卒業企画　本当に卒業できるのか？
『千葉さんとゆかいな仲間たち』

喫茶れもん １８：３０～ 入場料無料（要ドリンクオーダー）　
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

第３１回絵画グループ８８展
（～６日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

公益社団法人弘前法人会 創立７０周年記念講演会
「落語家 林家木久蔵」

ホテル ニューキャッスル 開場１３：３０
開演１４：００

入場料無料※要事前申込。一般の皆様は弘前法人会まで電話又はメールにてお申込みください（入場整理券をお送りいたします）。
法人会会員の皆様は、専用申込書でお申し込みください。　定員：４００名（定員になり次第締切）　
内容：【第１部】講演　演題「木久蔵の笑いと健康」　【第２部】落語　
申込・問：公益社団法人 弘前法人会（ＴＥＬ０１７２－３６－８２７４　Ｅメール：hojinkai@jomon.ne.jp）

映画・演劇・舞台

劇団プランクスター 劇研マップレス 合同企画 
１５生卒業公演 －ＮＯＮＳＥＮＣＥ－ｗｗｗ
（～３日）

観劇料金（前売）：一般￥１，０００　大高生以下￥５００（当日￥５００増）　
あらすじ：突如街中に現れた謎の落書き｛ＷＷＷ」。作者も作意も不明なそれは便宜上「ＷＷＷ（アンノウン）」と名付けられた。
　　　　　　ライターの志村幸生は落書きの正体を掴むべく、情報提供者と喫茶で待ち合わせをしていた。
　　　　　　そんな彼の耳には未解決事件や自殺報道等の穏やかでない報せが流れ込むのであった。
チケット予約・問：伊藤さん（０８０－２８３８－０５６８　Ｅメール：maples_project@yahoo.co.jp）

映画・演劇・舞台

こぎん ｄｅ おしゃれインテリア作り教室
（他９日）

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

伝統工芸のこぎん刺しと廃材を使用したおしゃれでエコな壁掛けを作ってみませんか。　
参加料無料　対象：対象両日参加できる人２０名※小学生以下は保護者同伴。　講師佐藤陽子さん（佐藤陽子こぎん展示館館長）　
申込・問：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〉休み）へ。

講演・講座・セミナー

みんなで輝いて生きるために
～自殺対策活動の情報交換会です～

弘前市総合学習センター　
２階　大会議室

１３：３０～１５：３０
（受付１３：００～）

私たちが、それぞれ生きる支援として行っている活動や情報交換のための大交流会です。
みんなで対話を楽しむワールドカフェ方式で進行していきます。リラックスした雰囲気の中で活動等の情報交換しましょう。
参加料無料　テーマ：「私たちにできるサポートは、なんだと思いますか？」　
※申込は既に締切　※席に余裕があれば当日参加も可。　
問：みちのくエンカレッジの会　鳴海さん（０１７２－５３－９６１６）

講演・講座・セミナー

三省地区交流センター「ヨガ教室」
（他９・１６日）

三省地区交流センター １０：００～１１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：２０名（先着順）※申込は既に締切　
内容：無理せず手軽にできる初心者向けヨガ（体操）※ヨガマットを持っている人は持参を。
※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。持ち物は問い合わせを。
問：三省地区交流センター（０１７２－９５－３７６０、月曜日は休み）

スポーツ

平成３０年度　
岩木健康増進プロジェクト結果報告会

中央公民館岩木館　
２階　大ホール

９：３０～１２：３０
（受付９：１０～）

参加料無料※事前申込不要。　内容：岩木健康増進プロジェクト健診の結果、健康のレベルアップに役立つ最新情報や実践例など　
問：弘前大学大学院医学研究科社会医学講座（０１７２－３９－５０４１）／健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

その他

みんなで輝いて生きるために
～自殺予防の情報交換会～

弘前市総合学習センター　
２階　大会議室

１３：３０～１６：００

参加料無料　テーマ：私たちにできるサポートは、なんだと思いますか　講師：つがる市精神保健福祉ボランティア「エールの会」　
申込方法：ファクスかＥメール（氏名・電話番号を記入）で青森いのちのネットワーク事務局
　　　　　　　　　　葛西さん（ＦＡＸ０１７３－４２－４３７３、Ｅメール：h-kasai@d6.dion.ne.jp）へ。　
問：青森いのちのネットワーク事務局 鳴海さん（０１７２－５３－９６１６）

その他

Ｉｓｈｉｇｏ－ｏｋａ Ｑｕｉｎｔｅｔ Ｌｉｖｅ ａｔ Ｌｅｍｏｎ 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）

ライブ・コンサート

※市民を証明できるもの（学校の名札、学生証、免許証など）の持参を。降雪の状況により、実施できない場合あり　
問：岩木山百沢スキー場（０１７２－８３－２２２４）／そうまロマントピアスキー場（０１７２－８４－２０２０）

アート・展示会

2019年3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。

                                                 平成　３１ 年 ２月 ２８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

２/１５
（金）～

１/１２
（土）～

通年

Ｈ３０．
１２/１４
（金）～

★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

2 土

1 金

イベントピックアップ

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１２：００から、最終日は１６：００まで）

★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。

Ｈ３０．
１２/７
(金）～

２/４
（月）～

２/１
（金）～

２/２８
（木）～

２/２２
（金）～

受験料：一 般￥３，０００（既合格者￥２，０００）　高校生以下￥１，５００（既合格者￥1，０００）※申込は既に締切　
問：（公社）弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

入場料無料※事前申込不要。　
内容・出演
「♪オープニング　みんなで歌おう」岩木コーラス、あそべーる歌の会、長谷川健Ｓｗｉｎｇ Ｈａｔ ＪａｚｚＯｒｃｈｅｓｔｒａによる「青い山脈」
「♪第一部」岩木コーラス（歌謡）／長谷川健Ｓｗｉｎｇ Ｈａｔ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ（バンド演奏）／相馬まどかさん（歌謡）／あそべーる歌の会（歌謡）／
　　　　　　　 岩木手踊り会（手踊り）／西川菊静会（新舞踊）／工藤正志＆ヒップスバンド（バンド演奏）／弘前相撲甚句愛好会（相撲甚句）／
　　　　　　　 岩木芸能愛好会（歌謡）／ 弘前櫻会（よさこいソーラン）　
「♪第二部」北野好美さん（演歌歌手）・本間あかねさん（演歌歌手）による歌謡ショー　「友情出演」若林勝夫さん、山口秀光さん　
問：岩木文化協会　長谷川さん（０９０－４６３８－４３２２）

観覧料無料　
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

２/２６
（火）～

※市民を証明できるもの（学校の名札、学生証、免許証など）の持参を。降雪の状況により、実施できない場合あり。　
問：岩木山百沢スキー場（０１７２－８３－２２２４）／岩木山総合公園（０１７２－８３－２３１１）

3

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
２日１７：００～／３日１３：００～、１７：００～（各回３０分前開場）



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

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）

自然教室「雪であそぼう！」 こどもの森 １０：００～１２：００
参加料無料※小学生未満は保護者同伴。要事前申込。　持ち物：飲み物、替えの下着・靴下、雨具、防寒着。　
冬季開館日：土・日曜日、祝日と小・中学校の春休み期間　
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）

手話と聴覚障害への理解を深めるイベント
「第２０回みみの日ふれあいデー」

ヒロロ　
３階　イベントスペース、多世代交流室

１０：３０～１５：００
参加料無料　対象：どなたでもお気軽に。　内容：展示／やさしい手話教室／手話劇／手話うた／「ろう・難聴を生きる」上映
問：弘前市身体障害者福祉センター内 第２０回みみの日ふれあいデー実行委員会
（ＴＥＬ０１７２－３６－４５２１　ＦＡＸ０１７２－３２－１１４４）

全４回その１　
弘前アップルパイガイドマップ制覇！？　
弘前のアップルパイ食べ尽くし散歩

集合：弘前駅１階　観光案内所前
                           （建物内部側）

１３：００～１６：００

第１回目は駅前周辺を散策しながら７件程度を巡ります。一緒にアップルパイ食べ歩きの旅に出かけましょう。　
料金：￥４，０００（アップルパイ７種程度、シェアする場合もあり）　募集：１２名（最少催行８名）※申込は既に締切　
行程：弘前駅周辺アップルパイ販売店→松森町周辺→弘前駅周辺（解散）
問：たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp)

ＨＩＧＨ ＨＯＰＥＳ ～ＦＵＮＮＹ ＴＨＩＮＫ １ｓｔ ｍｉｎｉ
「くだらない日々」リリースツアー～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０　
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：前売り￥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）

内山善雄バンド＆ヴォーカル Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １８：３０～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（ＴＥＬ０１７２－３４－５０７２）

弘前大学教育学部附属小学校合唱団・吹奏楽団 
卒業記念演奏会

弘前文化センター　ホール
開場１３：００
開演１３：３０

入場料無料　
問：弘前大学教育学部附属小学校（０１７２－３２－７２０２）

おりおりの会 ２０１９年 さきおり作品展
（～６日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

センチメンタル・アート展
（～６日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第６回我の絵馬コンテスト 発表・展示（～２４日） ギャラリーあねっこ ９：００～１６：００ 【表彰式】３/１０（日）１０：００～　　問：あねっこ（０１７２－８２－１０５５）

とうしん大学
第５回講座「青森県のことばの面白さ」

弘前文化センター　大会議室 １３：３０～１５：００

毎回幅広いテーマで多彩な講師の先生方がお話をしてくださいます。
平日のひととき、「とうしん大学」で心と身体をリフレッシュしませんか？　
入場料無料※事前申込不要※店頭の受講申込書（チラシ）を当日会場受付へご提出ください。　
問：東奥信用金庫（０１７２－３４－８４１６）
※本講座は「あおもり県民カレッジ」単位認定講座です。受講の都度、２単位を認定します。県民カレッジ手帳をお持ち下さい。

講演・講座・セミナー

美脚・美尻・骨盤ヨガ教室
（他１１・１８・２５日）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター　武道館 １９：００～２０：００

参加料：１回￥５００（傷害保険料込）　定員：各回２５名
その他：○希望する日にちを事前に予約してください。定員に達していない場合は、当日でも受付けます。
　　　　  ○運動のできる服装でお越しください。・水分補給用飲み物、汗拭きタオル、ヨガマットは各自ご準備ください。　
　　　　　○ヨガマットのない方は、１回￥１００にてお貸しします（申し込み時にお話しください。）
　　　　　○シューズは使用しません。　
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

健康セミナー

水泳教室〈バタフライ〉
（～２０日の毎週月・水曜日）

温水プール石川 １３：００～１４：００
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　内容：バタフライの基本泳法
※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。　
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

スポーツ教室

楽しく話しておもてなし英語
～外国人に弘前名物を説明しよう～
（他７日）

弘前大学総合教育棟　
２階　イングリッシュ・ラウンジ

１４：３０～１７：３０ころ
（受付１４：００～）

外国人の先生からおもてなしの英語の基礎を習って、外国人観光客を想定した会話を楽しく練習します。
また、グループに分かれて外国人向けの観光企画を考案し、やさしい英語で紹介し合います。　
参加料無料（２日間参加が望ましいですが、１日のみも可）　
対象：英語が好きな方、国際交流に関心がある方３０名（先着順）※申込は既に終了　
問：弘前大学学務部教務課教務グループ
　　（ＴＥＬ０１７２－３９－３１０６　ＦＡＸ０１７２－３４－６９７４　Ｅメール：jm3106@hirosaki-u.ac.jp）

その他

岩木文化センター自主事業「昭和のうたコンサート」 岩木文化センター「あそべーる」
１４：００～
（開場１３：３０）

北海道歌旅座が贈る、全国で大人気の演目「昭和の流行歌」を独自にアレンジし、
視覚効果も存分に生かした、ヒットパレードショーです。　
入場料￥５００　入場券取扱所：中央公民館岩木館、さくら野百貨店弘前店、弘前市まちなか情報センター　
問：中央公民館岩木館（０１７２－８２－３２１４）

ライブ・コンサート

ヒロロ健康サークル
（～２６日の毎週火曜日）

ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１１：５０
（受付は１０：００～）

参加料無料（各自傷害保険に加入を）　対象：毎回継続して参加できる４０歳以上の市民３０名※申込は既に締切　
内容：あっぷる体操、あっぷるストレッチ、ゴムバンドトレーニングなど
※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。　問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

健康セミナー

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：特定非営利活動法人 スポネット弘前／医療法人 弘愛会／日本健康開発 株式会社　
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

ＨＡＷＡＩＩＡＮ６～Ｓｔｉｌｌ Ｄｏｉｎｇ Ｔｏｕｒ～ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：３０　
ＳＴＡＲＴ１９：００

前売￥３，０００　当日￥３，５００　
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

弦楽四重奏 喫茶れもん １８：００～ 入場料無料（要ドリンクオーダー）　　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

あおもり県民カレッジ講座 ｉｎ弘前　
第３回「健康探しの旅
～すい臓がんステージ４体験者が語る～」（他１２日）

ヒロロ
３階　多世代交流室２

１０：３０～１２：００ 受講料無料　定員：５０名※席が空いている時は当日参加できます。　講師：川嶋勝美さん（協同組合タッケン理事長）　
申込・問：あおもり県民カレッジ事務局（ＴＥＬ０１７ー７３９－０９００　ＦＡＸ０１７－７３９－２５７０）

講演・講座・セミナー

３月まひるのシャンソニエ
（～３/１２　※３/１０定休）

シャンソン酒場　漣 １４：００～ チケット:￥２，５００（漣友の会は￥２，０００）　
予約・問：秋田さん（０１７２－２６－２７１２（１０：００以降）または「シャンソン酒場　漣」０１７２－３３－０１９１（１９：００以降））へ。

ライブ・コンサート

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談
（他１４・２０・２４・２８日）

相談料無料　対象：市税などを滞納している人※申込は既に締切　
内容：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。　
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：市役所収納課（０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

相談会

第１５回　古布と和のぬくもり 洋のぬくもり展
（～１１日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前大学書道部　卒業展覧会（～１０日） 百石町展示館 １０：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

「青森の美しい村写真展」
弘前市岩木地区 地域おこし協力隊 鎌田祥史（～１４日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 「日本で最も美しい村連合」に加盟する青森の３地域(弘前市岩木地区、佐井村、田子町)による合同の写真展。
※佐井村夕陽ふぉとコンテスト人気投票同時開催　　休館：３/１２（火）　　　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

弘前大学書道部 卒業展覧会（～１０日） 百石町展示館 １０：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第３９回北興書展
（～１０日）

弘前文化センター
１階　美術展示室

１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

坂本理恵コレクション　身につける春漆展（～１３日） ギャラリー芭蕉 ★１０：００～１７：００ 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

かけっこ教室
（～２７日の毎週水・金曜日）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター １６：３０～１８：００
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：小学校１年生～４年生 ２０名※申込は既に締切　
内容：走る、跳ぶなどの全身運動、用具を使用したトレーニング
※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：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

お子様向け催し・
子育て・教育

ひろさき生活・仕事応援センターのセミナー
「知らないと怖い？ローン滞納・リボ払い」

ヒロロ　
３階　多世代交流室２

１０：００～１１：３０

安易に債務をつくることのリスクを学びます。　
参加料無料　講師：菅原伊佐雄さん（青森県金融広報委員会金融広報アドバイザー）　
申込・問：３/１（金）までに、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の上、
　　　　　　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。

講演・講座・セミナー

プールで筋トレ・脳トレ水中ウオーキング教室
（～２６日の毎週火・金曜日）

河西体育センター １３：３０～１４：３０
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：市民１５名※申込は既に締切　
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や脳トレ
※飲み物・タオルなどを持参の上、参加を。持ち物は問い合わせを。　問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

スポーツ教室

精神対話士の「ほっ！と相談」
（～１０日）

相談料無料※事前申込不要　
内容：病気や生活、仕事、人生に関する悩みなど、なんでも話せる場です。精神対話士が一歩先の解決に向けて一緒に考えます。　
問：メンタルケア協会青森事務所 寺山さん（０９０－７７９３－８５９５）

相談会

合同企業説明会 ｉｎ 弘前 アートホテル弘前シティ
３階　プレミアホール

１３：００～１６：００
参加料無料※事前申込不要。　対象：２０２０年３月卒業予定の大学生、短大生、専門学校生等および大学等卒業後３年以内の人　
内容：県内企業の人事担当者等による企業説明、職業適性診断コーナー、相談コーナー、就活メイク・身だしなみコーナーなど。　
参加企業：約５０社　　　問：ジョブカフェあおもり（０１７－７３１－１３１１　ＨＰ：http://www.jobcafe-aomori.jp/）

その他

藤田記念庭園 ｄｅ中国茶会
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）

津軽の文化祭～ひろさき和菓子物語・魅力再発見～ ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１６：００

「和菓子」をテーマとしたイベントです。　
参加料無料（野点体験は１回￥３００）※事前申込不要。　定員（野点のみ）：１００名（先着順）　
内容：講演「和菓子のまち弘前～和菓子で描く弘前の四季～」（１１：００～１２：００）／野点（お茶会　１０：００～１５：３０）／展示
講師：清水典子さん（『弘前の和菓子』著者）　
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〈８：３０～２１：００〉）

スロージョギング教室
（～３０日の毎週土曜日）

金属町体育センター １３：３０～１４：４５
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：市民１０名程度※申込は既に終了　
内容：簡単なウォーミングアップ運動やスロージョギングの姿勢など
※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。　問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

スポーツ教室

友部正人　ツアー２０１９＠ＡＳＹＬＵＭ ＡＳＹＬＵＭ ＯＰＥＮ１８：３０　
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：前売￥３，５００（＋１オーダー）　当日￥４，０００（＋１オーダー）　
問：ＡＳＹＬＵＭ（ＴＥＬ０９０－１０６７－７４８６　Ｅメール：asylum_jk@yahoo.co.jp ）

ライブ・コンサート

ドキュメンタリー最前線２０１９　越境する映画 ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １０：３０～

津軽三味線の巨星・高橋竹山や現代アメリカの縮図とも言える巨大スタジアム、日本文化が残る台湾の地方都市などを題材とした
近年話題の３作品を弘前で初上映します。　
チケット：〈１回券〉前売￥１，０００　当日￥１，２００／〈３回券〉￥２，５００※前売のみ／学生・会員￥５００　
チケット取扱所：中三弘前店、弘前市まちなか情報センター、弘大生協、コトリｃａｆｅ　
上映作品：①「津軽のカマリ」②「ザ・ビッグハウス」③「台湾萬歳」※③上映後、監督・酒井充子さんによるシネマトークを実施。　
問：ｈａｒａｐｐａ（０１７２－３１－０１９５）

映画・演劇・舞台

講演会
「改めて思い起こす東日本大震災のことⅡ
～３．１１小さな命の意味を考える～」

弘前文化センター　大会議室 １３：３０～
（開場１３：００）

入場料無料※要整理券（整理券配布場所：弘前文化センター、弘前市民会館、弘前市総合学習センター）※定員になり次第締切　
定員：２００名　講師：佐藤敏郎さん（「小さな命の意味を考える会」代表）　
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１　※第３火曜日は休館）

市民公開講座
「アレルギーとどう付き合うか
～さまざまなアレルギーとその対処法～」

中三弘前店　
８階　スペースアストロ

１４：００～１６：００

参加料無料※事前申込不要　
内容：「花粉症への対策」　講師：高畑淳子さん（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座講師）／
        「喘息と吸入療法」　講師：山本勝丸さん（国立病院機構弘前病院呼吸器科医長）／
        「小児のアレルギー（食物アレルギーを中心に）」　講師：柿﨑良樹さん（かきざき小児科アレルギー科院長）／
        「アトピー性皮膚炎への対策」　講師：野村和夫さん（青山のむら皮膚科院長）
問：弘前大学保健管理センター　高梨さん（０１７２－３９－３１２６）

春の庭木のせん定 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

グループ展「晩翠」
（～１０日・１６～１７日・２３～２４日）

ＣＩＥＮＴＯ
２階　ＬＩＧＨＴ ＭＡＧＩＣ

１１：００～１９：００
（最終日１５：００まで）

人物画と花、詩・エッセーと歌のコラボ
問：佐々木すきまさん（０９０－８９０６－３６４１）

アート・展示会

メエメエさんおはなし会　（他１６・３０日） 岩木図書館　児童室 １０：３０～１１：００ 内容：絵本の読み聞かせ※事前申込不要。　問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

おたのしみおはなし会
（他１６・２３日）

弘前図書館
１階　閲覧室おはなしコーナー

９・２３日１５：００～１５：３０
　  １６日１１：００～１１：３０

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：「家族」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）

土

アート・展示会

6 水

7 木

8 金

4 月

5

百石町展示館
１０：００～１６：００（初日１２：００～、最終日は１４：００まで）

百石町展示館
９：００～１９：３０（初日１４：００～、最終日は１６：００まで）

弘前市役所　２階　納税課
【７・１４・２０・２８日】１１：００～１２：００、１５：００～１６：００
　※２０日は１８：００～１９：００の相談も受け付けています
【２４日】１１：００～１２：００、１４：００～１５：００

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１３：００～、最終日は１６：００まで）

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

アート・展示会

その他

講演・講座・セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

3 日
その他

ヒロロ　
３階　多世代交流室１（９日は多世代交流室Ｂ）
１０：００～１４：００

火
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日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

ジュニアゴルフ教室 岩木川市民ゴルフ場　管理棟 １０：００～１１：３０ 参加料：￥１，０００※各自傷害保険に加入を　対象：小学生４名　内容：ゴルフの基本や、パターを使用したゲームなど
問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

お子様向け催し
・子育て・教育

地域未来創生センターフォーラム
「東日本大震災からの復興を考える
－レジリエンス社会を作るために
　　　　　　　　　　　　　　地域大学が担うべき役割とは－]

ヒロロ　
４階　弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１７：００
参加料無料※事前申込不要。　対象：１００名　　内容：基調講演、講演、パネルディスカッションなど
講師：ジェニファー・ホーニーさん（デラウェア大学〈米国〉教授）、葉山茂さん（国立歴史民俗博物館研究部特任助教）　
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〉）

環境整備センタープラザ棟の教室
「ハーバリウム作り教室」

弘前地区環境整備センタープラザ棟 午前の部９：３０～１１：３０
午後の部１３：００～１５：００

手作りのドライフラワーと空きびんで、リユースハーバリウムを作ってみませんか。　
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）　講師：石田美津子さん　
申込・問：２/２４（日）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〉、月曜日は休み）へ。

かっこいい大人養成講座４
「ハンドマッサージ講座～あなたの手をより美しく！～」

弘前文化センター　
２階　第３会議室

午前の部１０：００～１１：３０
午後の部１４：００～１５：３０

手や腕をマッサージすることで副交感神経が刺激され、リラックス効果が期待できます。
家族や友達にマッサージをしてあげませんか。
参加料無料　対象：市内に在住または通勤・通学しているおおむね１８歳～５０歳の人 各回１０名（先着順）　
持ち物：バスタオル１枚、フェースタオル２枚、筆記用具　 　講師：木村富士子さん（ＡＥＡ上級認定エステティシャン）　
申込・問：３/１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・性別・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。

高岡の森弘前藩歴史館　第３回歴史館講座 高岡の森弘前藩歴史館 １４：００～１５：００ごろ

参加料無料（別途観覧料が必要）※要事前申込。（観覧料：一般￥３００ 　高校・大学生￥１５０   小・中学生￥１００ ）　
定員：３０名（先着順）　　テーマ：「日本刀の魅力－津軽為信はなぜ相州綱廣を呼び下して刀を作らせたのか－」
講師：中畑貢さん（日本美術刀剣保存協会青森県支部長）　
◎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〉、２/１８は休館日）

認知症の人と家族のつどい ｉｎ 弘前
弘前市社会福祉センター
２階

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。）

弘前市青年交流会「農業ガール～クッキング交流会～」 弘前文化センター　調理実習室 １６：００～１９：００

弘前産りんごを使ったクッキングとフリートークを楽しみながら交流しませんか。　
参加料：￥１，５００
対象：おおむね２５歳～４５歳の独身男女（女性は市内在住で農業に従事または手伝いをしている人、
　　　　男性は農業に関心のある人）各８名　
内容：りんごドライカレー、りんごのサラダ、りんごゼリーなどを作ります。　講師：水嶋優子さん（栄養士）　持ち物：エプロン、三角巾　
申込・問：３/１までに、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
            （ＴＥＬ０１７２－４０－７１０４　Ｅメール：nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

こぎん刺し体験と小物販売
（他２４日）

鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
（体験受付は１４：３０まで）

体験料：￥２５０～（コースター・しおり等）　
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

『起死回生』ｖｏｌ．６　Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ　Ｌｉｎｅ　２ｎｄ　Ｄｅｍｏ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：００　
ＳＴＡＲＴ１６：３０

チケット：前売￥１，５００　当日￥２，０００　高校生以下￥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

11 月 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 興亜エージェンシー、株式会社 国際パトロール
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

藤田記念庭園クラフト展　創作活動４０周年記念　
工藤ぬい～籠に魅せられて～（～２１日）

藤田記念庭園 
匠館（旧考古館）　２階　ギャラリー

１０：００～１６：００
入場料無料　
問：弘前市広聴広報課内　藤田記念庭園利活用事業実行委員会事務局（０１７２－４０－０４９４）

アート・展示会

あおもり県民カレッジ講座 ｉｎ弘前　
第４回「弘前藩と忍者」

ヒロロ　
３階　多世代交流室２

１０：３０～１２：００
受講料無料　定員：５０名※席が空いている時は当日参加できます。　講師：清川繁人さん（青森大学薬学部教授）　
申込・問：あおもり県民カレッジ事務局（ＴＥＬ０１７ー７３９－０９００　ＦＡＸ０１７－７３９－２５７０）

講演・講座・セミナー

温水プール石川～健康サポート教室
（他２６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。

スポーツ教室

女性弁護士による女性のための法律相談 弘前市民参画センター １４：００～１６：００
定員：３名※要事前申込　相談時間：１名４０分程度　
内容：家庭や職場、地域などで女性が抱える法律に関する問題についてアドバイスします。　
問：アピオあおもり内 青森県男女共同参画センター相談室（０１７－７３２－１０２２　９：００～１６：００※水曜日を除く）

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　弘前コスモス会 二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

「ポスト地方創生　大学と地域が組んでどこまでできるか」
出版記念シンポジウム

弘前大学大学会館　
３階　大集会室

１４：００～１７：００

入場料無料※要事前申込　
内容：開会式１４：００～（開場・受付３０分前）／
　　　　【第１部】基調講演１４：０５～ 講師：徳島大学総合科学部准教授 田口太郎氏／
　　　　【第２部】討論会「ポスト地方創生」１５：００～／
　　　　情報交換会１７：１５～　会費￥４，５００、〈場所〉弘前大学大学会館２階 レストランスコーラム　申込締切：３/５（火）　
申込・問：ＥメールまたはＦＡＸで、弘前大学大学院地域社会研究科 武田さん
（ＴＥＬ０１７２－３９－３９６０　ＦＡＸ０１７２－３９－３９６１　Ｅメール：jm2112@hirosaki-u.ac.jp）へ。

講演・講座・セミナー

お気軽に相談を！！「まちのよろず支援」 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

げんねんＥＣＯスクール　
チェーンとツイストコードの２Ｗａｙネックレス
（イヤリングｏｒピアス付き）

弘前商工会議所会館　
２階　２０１室

１０：００～１２：３０
（受付９：３０～）

〈第一部〉１年間の総まとめ　講師：長谷川 浩氏（日本原燃（株））　
〈第二部〉チェーンとツイストコードの２Ｗａｙネックレス（イヤリングｏｒピアス付き）
　　　チェーンとツイストコードのどちらを上にしても使える２Ｗａｙロングネックレスと、お揃いのイヤリング（ピアス）を作ります。
　　　シンプルで年齢層を問わないデザインになっています。　
参加費：￥５００　定員：３０名程度※託児無料（１歳児～未就学児童対象）※申込は既に締切　　講師：ソライロボックス 野澤 葉子氏
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」から、または「はがき」でお申し込みください。
（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。）　
問：日本原燃(株) 広報部 ＥＣＯスクール係（０１７－７３１－１５６３　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お願いします｡

アメリカンフラワー体験「シュガーパイン」 どて箱 １３：３０～１６：３０ 料金：￥２，８００　定員：８名※先着順　
申込・問：どて箱（０１７２－３４－０１９６）

ベテランズセミナー 弘前文化センター
２階　中会議室

９：３０～１１：００

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：「４代藩主津軽信政ｐａｒｔ２～明と暗・貞享検地と元禄飢饉（ききん）～」　講師：福井敏隆さん（弘前市文化財審議委員長）
申込・問：３/１３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。

和の昔こ
（他６/１４、９/１０、１２/１２）

中三弘前店 
３階　カフェレストラン エミリオ

１５：００～１６：００
（受付１４：４５頃～）

会費：￥１，０００（限定スイーツ＆ドリンク付）※予約可（ご予約のお客様が優先となります）　
申込・問：中三弘前店 ３階 カフェレストラン エミリオ（０１７２－３６－１４１１）

職業訓練説明会
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館　ホール

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、または弘前就労センター総合案内へ
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　４２＃）へ

夜間納税相談
（他１８～２０・２２日）

弘前市役所
２階　収納課

１７：００～１９：３０ 収納課では、夜間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　２階　収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

相談会

第３３回鶴聲会書展
（～１７日）

百石町展示館 １０：００～１８：００
（最終日は１７：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

桜の花展　（～２４日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ １８・２２日休館日　問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

津軽塗技術保存会成果発表会
～津軽うるし万華鏡５～
（～１７日）

旧紺屋町消防屯所 １０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

入場料無料※駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用を。
内容：伝承者養成研修生の作品展示、古津軽塗再現作品の展示、津軽塗に関する道具や解説パネルなどの展示
問：文化財課内　津軽塗技術保存会事務局（０１７２－８２－１６４２）

津軽千代造窯　電動ろくろ体験
（～１７日）

鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
（所要時間約４５分）

体験料：￥１，６００（飲み物付き）※予約優先・当日も受け付けています。作品は焼成後、後日お引き渡しになります。　
対象：小学生以上　内容：電動ロクロを使った器作り
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・セミナー

「ほっこり日和展」ＴＯＷＡ
（～２４日）

鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

ネコをメインにした心温まる水彩画約２０点を展示します。　休館日３/１９(火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

第２１回ＮＨＫ文化センター講座　ねぷた絵教室発表会
（～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）

ふれあい高齢者ゲートボール親善大会 克雪トレーニングセンター ９：００～１６：３０
参加料：１チーム￥３，０００（当日徴収）　定員：６０歳以上の市民７名以内で構成されたチーム※申込は既に締切　
内容：リーグ戦のゲートボール大会※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：弘前市社会福祉協議会（０１７２－３３－１１６１）または弘前市ゲートボール協会 五十嵐さん（０９０－８９２８－２３２８）

スポーツ

津軽あかつきの会　
春の津軽の料理 七福神舞を楽しむ

弘前市役所石川公民館 １２：００～１４：３０

津軽地方に古くから伝えられてきた「伝承料理」と、歴史ある「板柳表町七福神保存会」の舞を楽しみながら、
皆様とゆっくりとしたひとときを過ごしたいと思います。　
料金：お一人様￥２，５００　定員：２５名程度（定員になり次第締切）　
申込・問：３/９までに、工藤さん（０１７２－４９－７００２）へ。

まち育て発表会
ヒロロ
３階　健康ホール

１４：００～１６：００
（受付は１３：３０～）

「まち育てミーティング」を開催した地域の成果発表会です。　　※事前申込不要
内容：【事例発表】発表者：まち育てミーティング参加者（東中学校区、北辰中学校区）
　　　　【パネルディスカッション】コーディネーター：北原啓司さん（弘前大学大学院地域社会研究科長）
問：都市政策課（０１７２－３５－１１３４）

れもん Ｓｐｅｃｉａｌ ＪＡＺＺＬＩＶＥ　荒武裕一朗トリオ
～アルバム「Ｃｏｎｓｔａｎｔ ａｓ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｓｔａｒ」
　　　　　　　　　　　　　　　　発売記念東北ツアー ２０１９～

喫茶れもん １９：００～ チケット：￥３，０００（ドリンク別）　
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

弘大ジャズ研バンドライブ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ 午後 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（ＴＥＬ０１７２－３４－５０７２）

布ぞうり作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００

家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って布ぞうりを作ってみませんか。　
参加料無料　定員：２０名　持ち物：使い古しのフェースタオル（色付き）４枚、裁ちばさみ、昼食、飲み物
※汚れてもよい服装で参加を。　講師：尾崎行雄さん　
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８〈９：００～１６：００〉、月曜日は休み）へ。

春の庭木の病害虫防除 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

世界腎臓デー　市民公開講座
「ＳＴＯＰ！慢性腎臓病（ＣＫＤ）
　　　　　　　　　　　　　～ご存知ですか? 腎臓のこと～」

弘前中三
８階　多目的ホールスペースアストロ

１４：００～１５：３０

参加料無料（事前申込不要）　対象：市民
内容：講演「腎臓の働きを知ろう」　講師・中村典雄さん（弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座准教授）／
　　　　　 　 「腎臓にやさしい食事とは？」　講師・三上恵理さん（弘前大学医学部附属病院栄養管理部管理栄養士長）／
　　　　 　　 「わかりやすい検査結果の読み方」　講師・島田美智子さん（弘前大学医学部附属病院腎臓内科講師）
※病院からもらっている検査結果があれば当日持参してください。
問：弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座（０１７２－３９－５０５７）

ほっと・ぼらんてぃあ 弘前市民参画センター　
３階　グループ活動室２

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：「自分のこと－どんな自分にもＹＥＳ！」～私の、そしてあなたの、失敗したこと、辛かったこと、楽しかったこと、
うれしかったこと、いろんなことをおしゃべりしながら「傾聴」について学んでみませんか？～　
講師：寺山静夏さん（精神対話士）　
問：弘前市民参画センター内　ボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）

福祉・ボランティア

16 土

相談会

10 日

12 火

その他

講演・講座・セミナー

その他

講演・講座・セミナー

15 金
アート・展示会

アート・展示会

その他

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

13 水

14 木



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

全日本一輪車競技大会　舞台演技部門
～「美」への誘（いざな）い　一輪車は羽ばたく～

弘前市民会館
開場９：００　開会１０：００　演技開始１
０：２０

県内外10 団体による美の競演をお楽しみください。
入場料：指定Ｓ席￥２，０００　指定Ａ席￥１，５００　指定Ｂ席￥１，０００
※３歳以下のお子様で、保護者の膝の上に座る場合チケットは不要となります。　
チケット取扱所：弘前市民会館／平川市平賀児童館／東部児童センター／豊田児童センター　
問：豊田児童センター内　ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ Ｕｎｉ－ｄａｎｃｉｎｇ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ実行委員会
　　（ＴＥＬ０１７２－２７－７８２８　ＦＡＸ０１７２－２６－７２９９）

映画・演劇・舞台

ブックスタートおはなしかい
（他２７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歳児とその保護者※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（絵本２冊とアドバイス集など）の引き換えは、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）

マタニティ＆ベビーフェス ヒロロ
３階　イベントスペース、健康ホール

１０：００～１５：００

妊婦ママ・ベビーとそのご家族だけではなく、出産祝いのためになど興味のある方どなたでも遊びにきてください。
入場料無料
内容：手作りベビー雑貨・小物・洋服の販売、お菓子・お弁当・飲み物の販売、ネイルケア・キッズネイル・似顔絵・アロママッサージ・
　　　　ベビーマッサージ体験、ステージイベント（ハイハイ競争、講演会「パパママタイプ別 子育てをもっと楽しくする方法」、
　　　　「産後の為に知っておきたいコト」）※講演会時の託児あり※要事前予約
※イベントの詳細はヒロロスクエアホームぺージ（http://www.hirorosquare.jp/）で確認できます。
【料理教室～塩分控えて美味しくバランス食～】１０：３０～１３：００
参加料無料※要事前申込　対象：妊婦またはその家族２０名※子連れ参加可。
【親子ふれあい遊び】１３：００～１４：００
参加料無料※要事前申込　対象：０歳～２歳の幼児とその保護者２０名
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

第３５回太宰治文学講座「太宰文学の魅力について」 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） 講演・講座・セミナー

休日納税相談（他２４日）
弘前市役所
２階　収納課

９：００～１６：００
収納課では、休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　２階　収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

相談会

月例登山『春の久渡寺山登山』 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０

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、タオル、替えの下着・靴下、防寒着、雨具
冬季開館日：毎週土・日曜日、祝日、小・中学校の春休み期間
申込・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）

ひろさき広域出愛サポートセンター
３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。
事前予約不要
問：ひろさき広域出愛サポートセンター（０１７２－３５－１１２３　日・月曜日、祝日を除く１０：００～１９：００）

葛西 悟＆フレンズ ｖｏｌ．２８ 喫茶れもん ＯＰＥＮ１３：３０　
ＳＴＡＲＴ１４：００

入場料無料※要予約（要ドリンクオーダー）　　１部：Ｃｌａｓｓｉｃ　２部：Ｊａｚｚ＆Ｆｕｓｉｏｎ
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ＵＮＩＯＮセッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（ＴＥＬ０１７２－３４－５０７２）

美しすぎる永遠の名曲コンサート 弘前文化センター　大ホール
開場１３：３０
開演１４：００

チケット：一般￥２，５００／大学生以下￥１，０００／会員（弘前芸術鑑賞会）￥１，０００　
チケット取扱場所：弘前芸術観賞会事務局／ヒロロ／中三弘前店/まちなか情報センター／弘前市民会館／弘前文化センター／
弘大生協シェリア／成田本店しんまち店（青森市）／ＥＬＭインフォメーション（五所川原市）／大館市民文化会館（秋田県大館市）　
問：一般社団法人弘前芸術観賞会事務局（０１７２－４０－４０８２）

『年中☆夢中 ２０１９』 
近藤金吾、単独弾き語り単独ライブ ｉｎ 弘前ＡＳＹＬＵＭ

ＡＳＹＬＵＭ
ＯＰＥＮ１８：３０ 
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：￥２，５００＋１Ｄｒｉｎｋ　
問：ＡＳＹＬＵＭ（ＴＥＬ０９０－１０６７－７４８６　Ｅメール：asylum_jk@yahoo.co.jp ）

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）

相談無料※要事前予約　対象：市民で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：３/４～１５日に、弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

ｈａｒａｐｐａ ｓｃｈｏｏｌ ２０１９　
映画の時間「ミステリを読んで、見よう！」

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：ミステリのなかでも、レイモンド・チャンドラー描く探偵フィリップ・マーロウはカッコいい。村上春樹の訳もきまってる。ならば、
彼はどんな姿形をしてるのか。映画の中から、これぞマーロウという男を選んでみよう。　
申込・問：ｎｐｏ ｈａｒａｐｐａ（ＴＥＬ０１７２－３１－０１９５　Ｅメール：post@harappa-h.org　平日９：００～１７：３０）

弘前市女性大学　第１０回「一年を振り返って」 弘前文化センター １０：００～１２：００予定

身近な学習課題を取り上げ、知識を深めるとともに家庭や社会における女性の立場や役割を認識し、
より良い地域づくりに役立つよう、この女性大学を開設します。　
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：皆勤賞の表彰。茶話会「講座に対する意見や希望を話しましょう。」　
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）

ひろさき生活・仕事応援センターのセミナー
【会話力養成講座】

ヒロロ
３階　多世代交流室２

１０：００～１１：００

面接に勝てるようなコミュニケーション力を身につけ、就職を目指したいと考えている人を対象に開催します。
参加料無料　講師：笹村弓子さん（フリーアナウンサー）
申込方法：３/１２までに、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の上、
　　　　　　 持参かファクスで申し込みを。
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　ＦＡＸ０１７２－３５－２９２９）

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 相談無料※要事前申込　内容：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　
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

消費税軽減税率制度説明会（事業者向け）
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１５：３０
内容：消費税軽減税率制度およびインボイス制度の概要について／軽減税率対策補助金（複数税率対応レジの導入等支援）につい
て　　　　／業種ごとの個別事例について
問：弘前税務署法人課税第一部門（０１７２－３２－０３３１〈音声案内に従い「２」を選択してください〉）

その他

サエラライブ～津軽を愛し、津軽を歌う～ 百石町展示館 開場１６：３０　開演１７：００ チケット（全席自由）：￥３，０００※完全予約制　　申込・問：サエラ事務所（０１７３－２６－７７５５） ライブ・コンサート

商品計量調査体験学習会 ヒロロ
３階　多世代交流室１

１３：００～１６：００
日頃買い物をする店舗で計量調査を体験してみませんか。　対象：１８歳以上の市民１０名（先着順）※申込は既に締切　
内容：計量制度の説明、市内スーパーでのグラム売り商品の購入、商品の計量調査（調査後、購入した商品は持ち帰り）　
問：弘前市役所　商工政策課（０１７２－３５－１１３５）へ。

市民ボランティアによるパソコン講座
【デジタルカメラ画像入門講座】
（他２７日）

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００

※２日間で１セットの講座です。
参加料無料　対象：文字入力およびキーボード・マウスの操作ができる市民３０名（先着順）
内容：デジタルカメラで撮影した画像の取り込み、保存整理の仕方、活用方法など
持ち物：筆記用具、デジタルカメラのメモリカードと対応のカードリーダー、ＵＳＢメモリ、昼食
申込・問：３/３～、弘前市総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００　８：３０～１７：００）へ。

セカンドライフセミナー
～地域貢献編　市民後見人～

弘前愛成園
体育館

１０：００～１２：００

将来的な人材不足が見込まれている「成年後見人」分野でのアクティブシニア（50 歳以上の元気な中高齢者）の活躍の仕方として、
「市民後見人」に関するセミナーを開催します。
参加料無料　対象：５０歳以上の人（５０歳未満で興味のある人は相談を）
内容：成年後見人制度、市民後見人の活躍談、ボランティア活動の案対象
問：愛成会事務局 縄巻さん（０１７２－３３－１１８２）

弘大ジャズ研追い出しコンサート＆コンパ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ 午後 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（ＴＥＬ０１７２－３４－５０７２）

ＯＰＥＮ ＭＩＣ ｖｏｌ．１４ 入場料無料（※最低１ドリンクオーダーのみ、お願いします。）　
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

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（全席自由）：￥２，０００（１ドリンク付き）
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第２０回ヒロロ寄席
「入船亭扇辰 独演会」

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

木戸銭：前売￥２，５００　当日￥３，０００
　　　　　 ※大学生以下の学割有り。当日会場受付で、学生証の提示により￥５００キャッシュバックします。　
チケット取扱：ヒロロインフォメーション／弘前市まちなか情報センター／弘前市民会館／弘前芸術鑑賞会／成田本店しんまち店
　　　　　　　　　／ＥＬＭインフォメーション
問：弘前落語ふぁん倶楽部（０８０－６５６２－５９９１）

映画・演劇・舞台

おとなの朗読会～２０１９春～ 温水プール石川　研修室 １４：００～
入場料：￥５００（ワンドリンク付）　対象：市民４０名
内容：「ヴィヨンの妻（太宰治）」「さぶ（山本周五郎）」「春琴抄（谷崎潤一郎）」「ビルマの竪琴（竹山道雄）」　　朗読者：三上あきこ氏
申込・問：事前に温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

その他

さくらミュージック「ガラ・コンサート」 弘前市民会館　大ホール
１３：３０～１６：００
（開場１３：１０）

入場料：全席自由￥５００（前売、当日共）　チケット取扱：さくらミュージック
問：さくらミュージック株式会社（０１７２－２８－１１７１）

ライブ・コンサート

22 金 弘前大学卒業式 Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（ＴＥＬ０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

春の扇舞会 弘前文化センター １２：００～ 入場料無料　　問：西川宝翔さん（０１７２－３４－４２０８） 映画・演劇・舞台

ステンドグラス体験
「お好きな色でフラワーベース」

どて箱 １３：００～１６：００ 料金：￥３，８００　　定員：６名※先着順　　持ち物：エプロン　申込方法：どて箱スタッフまで　
問：どて箱（０１７２－３４－０１９６）

相続素人でも“わかった”になる！
相続学校開校（連続３回シリーズ）　
第２回「次は応用編！相続税の計算法」
（他４/２０）

ヒロロ　
３階　多世代交流室２

１３：００～１４：３０
（受付１２：３０～）

１回～３回まで受講いただくことで相続専門でない税理士よりも詳しくなるかも？！　
参加料無料　こんな方におすすめ：そもそも相続って何か全然わからない。土地とか建物持ってるけど相続心配。実際、自分に
相続税がかかるか心配。相続が発生した時の対応がわからない。　
内容：トラブルから学ぶ“争”続回避術！相続税上の評価方法を学ぶ。　講師：宮川敬一氏（（株）成都地所 賃貸チーフ　
申込・問：電話かＦＡＸ（チラシに記入）で（株）成都地所　宮川さん（ＴＥＬ０１７２－３８－０９８０　ＦＡＸ０１７２－３３－４９９３）へ。

シンビジウムの植替え 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

ヒロロマルシェ～ひろまる～ ヒロロ　
３階　イベントスペース

１０：００～１５：００

ヒロロマルシェって？！想いのつまった「ハンドメイド作品」や「こだわりフード」がヒロロに大集合！
作り手さんの「想い」が「つたわる・ひろまる」ことを目的に開催します！ヒロロからたくさんの「想い」をお届けします♪　
※詳しい情報はヒロロスクエアＨＰを見てね。　
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

その他

年度末コピーバンド歌合戦 Ｍａｇ－Ｎｅｔ チケット：前売￥５００　当日￥８００　※ドリンクチャージとして別途￥５００　　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

第１０回ココナツ・クラブ　うたごえ音楽会 弘前市民参画センター　
３階　グループ活動室

１３：００～１５：００

いつまでも心に残る あの歌この歌 いっしょに歌いませんか？　
入場料無料※事前予約不要
プログラム（予定）：「第１部」メンバーによる演奏発表／「第２部」ご来場の皆様による〈うたごえ〉セッション　
問：ココナツ・クラブ事務局（ＴＥＬ０９０－２０２２－７４０７　Ｅメール：coconuts_club_2017@yahoo.co.jp）

Ｏｒａｎｇｅ Ｔｒｅｅ「アコースティック特集」 ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ チケット：前売￥１，０００　当日１，５００※共に＋１ドリンク￥５００　
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

春の親子体験！楽しいそば打ち 弘前市総合学習センター
２階　調理実習室

①１０：００～１１：３０
②１４：００～１５：３０

参加料：１組￥１，０００　対象：親子各回１２組（先着順）　持ち物：エプロン、三角巾、マスク
※打ったそばは会場でゆでて食べてもらいます。
申込・問：３/９の１０：００～、弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

トーオー楽器ヤマハ音楽教室
 システムグループ発表会

入場料無料　
問：ヤマハ特約楽器店トーオー楽器株式会社（０１７２－３３－８５１１）

その他

内山善雄ＪａｚｚＦｏｒｕｍ ２１ Ｊａｍ Ｓｅｓｓｉｏｎ 喫茶れもん １９：００～ 入場料無料　　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ゆっきー企画　“ＧａｔｈｅＲｉｎｇ ａｎｄ ＳｈａＲｉｎｇ”ｖｏｌ．１６
～ＳＴＵＮＮＥＲ “ＫＡＤＯＤＥ ＴＯＵＲ弘前編”～

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

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

25 月 ヒロロすこやか相談
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１１：３０
（受付は１０：３０まで）

内容：育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談。　対象は０歳～５歳児とその保護者。
※母子健康手帳の持参を。歯の相談をする人は、普段使っている歯ブラシの持参を。　
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
エントリー受付１７：００～　演奏開始１９：００目安

19 火

20 水

21 木祝

17

ライブ・コンサート

弘前市民会館　大ホール
①１０：３０～１２：００（開場１０：００）
②１４：１５～１５：３０（開場１３：３０）

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

日

18 月

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

23 土

24 日

お子様向け催し・
子育て・教育

その他

ライブ・コンサート



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

26 火
ｈａｒａｐｐａ こどもびじゅつ部特別講座
「アニマルランド 公園のなかの動物園」

弘前文化センター
３階　工作自習室

１０：００～１５：００

ライオンやクマ、キリンやトカゲなど動物の彫刻をつくっている彫刻家・三沢厚彦さんや、衣装を着たり装飾したりして
いろいろな場所でユニークな集合写真をとっている写真家・浅田政志さんと一緒に、動物園をつくるワークショップです。
参加料：￥１，０００　対象：小学生２０名（先着順）
持ち物：昼食、飲み物、お気に入りの動物図鑑や絵本（名前などを書いて持参してください）　※汚れてもよい服装で参加を。
申込方法：３/４の１２：００から、ｈａｒａｐｐａ ホームページ（http://harappa-h.org/） 内の申し込みフォームに必要事項を記入の上、
　　　　　　　申し込みを。
申込・問：ｈａｒａｐｐａ事務局（ＴＥＬ０１７２－３１－０１９５　平日９：００～１７：３０）

お子様向け催し・
子育て・教育

27 水
福島第一　海からの眺め
３．１１原発災害で何が起こったのか？
現在何がおきているのか？

弘前大学文京キャンパス
弘前大学創立５０周年記念会館
岩木ホール

１８：００～１９：２０

最新の研究成果を一般の方々に向けて発表します。
入場料無料※会場に直接お越しください。
講演者：ケン・ブッセラー博士（米国ウッズホール海洋研究所上席研究員／日本学術振興会外国人招へい研究者）
※日本語の字幕付講演となります。通訳付きで質問に答えます。
問：弘前大学被ばく医療総合研究所（０１７２－３９－５４０１）

講演・講座・セミナー

春休みかけっこ教室
（他２９日、４/１・３・５日）

河西体育センター
①１２：３０～１３：５０
②１４：００～１５：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：①小学校１～３年生 ２０名／②小学校４～６年生 １０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
※室内用シューズや飲み物・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：３/１５（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（希望の時間帯も）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。

お子様向け催し・
子育て・教育

地元を知ると毎日が楽しくなる！知っとこ！ひろさき
百石町まるごと探検隊！
（他３１日）

集合：弘前市まちなか情報センター １０：３０～１３：３０

その名の通り、江戸時代は武士居住区であった百石町。明治・大正期は、映画館が何件もあったり大きなスーパーに銭湯等々、
商店街として大変活況を呈していた街。明治創業のラグノオの先進的な歴史に触れ、手芸店しまやさんでのプチ体験、
スイーツにランチなど、今の百石町も存分に楽しんでいただけます
参加料：各￥３，５００（ランチ・スイーツ付き）　定員：各１５名（最少催行７名）　
コース：まちなか情報センター→スクランブル交差点→百石町商店街→鞘師町→百石町小路→徒町川端町→ランチ　
申込・問：３/２５（月）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。

その他

29 金 ＮＨＫ水彩教室「ふるさとの風景を描く会」作品展
（～３１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・展示会

あおもりいのちの電話 公開講演会
「難病を乗り越えて
～生きると決めた日、運命は変わり始める～」

ヒロロ　
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：１５～１４：４５
（開場１２：４５～）

入場料無料　定員：１００名（先着順※定員になり次第締切）　講師：さくらい りょうこ氏（人生を奏でる講演家、パワーオカリナ奏者）　
申込方法・締切：チラシ（ヒロロスクエアのＨＰからもダウンロード可）に必要事項を記入し、３/２８までにＦＡＸでお申込ください。
※定員に達したあとＦＡＸをいただいた方には、事務局よりご連絡します。　
申込・問：あおもりいのちの電話事務局（ＴＥＬ０１７２－３８－４３４３　ＦＡＸ０１７２－３８－５３５５）

講演・講座・セミナー

ＢＬＥＵ ＦＯＲＥＳＴ＠れもん　Ｌｉｖｅ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎ 喫茶れもん １７：３０～
チケット：￥５００（要ドリンクオーダー）　
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＣＨＡＯＳ ＳＬＵＭ
～ＧＩＧＳ２０１９“ＰＵＢＬＩＣ ＥＹＥ”ＴＯＵＲ
－ＨＩＫＡＧＥ’ｓ ＳＩＸＴＹ ＷＩＴＨ ＮＥＷ ＳＯＮＧＳ－～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＳＴＡＲＴ１７：００ チケット：前売￥３，５００　当日￥４，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００　
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

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（ＴＥＬ０１７２－３４－５０７２）

第１９回青森県ちびっこ手踊り王座決定戦 弘前市民会館　大ホール 開場９：１５
開演１０：００

青森県ちびっこ手踊り王座決定戦は、民謡王国青森県の伝統芸能である 「津軽民謡手踊り」「南部民謡手踊り」の後継者を
育成することを目的に 開催します。大会では、ちびっこ手踊り「個人の部」ならびに「組踊りの部」の第１９回王座を決定します。　
入場料無料※要入場整理券（入場整理券は陸奥新報社事業部および支社局で３/１（金）より差し上げます〈１人５枚まで〉。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※みちのく銀行では取り扱っておりません。）　
問：陸奥新報社営業局事業部（０１７２－３４－３１１１）

映画・演劇・舞台

Ｚｙａｐｐｅｒ’ｓ Ｌｉｎｅ「明日やれることは、、、」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０　
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット￥１，５００（１ｄｒｉｎｋ込み）　
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

Ｔｈｅ Ｒｏｂｂｉｎｓ Ｎｅｓｔ 
Ｂｅａｔｌｅｓ Ｔｒｉｂｕｔｅ Ｂａｎｄ ｓｅａｓｏｎａｌ ｇｉｇ ｖｏｌ．７

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１６：００　
ＳＴＡＲＴ１７：００（～２０：００）

チケット：６０枚限定￥２，０００（＋１ドリンク）　※場内完全禁煙とさせて頂きます。　
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

津軽ひろさき街歩きツアー

日 曜日 イベント名

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）

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）

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』】
（※各店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始は休み）

津軽家ゆかりの古刹（こさつ）を訪ねて
【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）

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】

ちょっと足を延ばして  いにしえの歴史をたどる
【津軽の奥日光 岩木山神社とマタギ飯】
（※店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始は休み）

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）

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）

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）

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）

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）

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！】

ライブ・コンサート

ツアー内容・備考

※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。

※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）

・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

・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

・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

・９：００～１４：００（食事時間を含む５時間程度　タクシー移動）
・コース行程：宿泊施設⇒石場家住宅⇒長勝寺⇒最勝院五重塔
⇒誓願寺⇒革秀寺⇒岩木山神社⇒高照神社⇒山のホテル（昼食）
⇒弘前市内中心部

・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

・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：宿泊施設⇒石場家住宅⇒誓願寺
⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒和料理店

通年

・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

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

・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）

・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

・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

集合時間・所要時間、集合場所・コース

・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
⇒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￥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♪

※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♪

※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￥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。

※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！

※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）

※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。

※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♪

※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。♪

※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？

※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。

30 土

31 日

28 木

ライブ・コンサート


