
さくらまつり・さくらまつり関連イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間

東天書道会 第１５回 弘前さくらまつり書道展
(～５/６）

のりば：弘前公園 東内門石橋付近

運行時間：９：００～１７：００
※最終乗船は１６：３０まで
（ただし、天候・乗船者の状況
により変更あり）

弘前公園南内門近く『特設桟敷席』
１１：００～２０：００
各プラン参照

弘前街歩き 着物レンタル（～５/５） ｋｉｍｏｎｏ＊ｇｒａｃｅ（弘前公園北門前） １０：００～１７：００

1 水祝 第５２代青森県民謡王座 一戸平ニ 津軽民謡ショー

2 木休 第４２代青森県民謡王座 川村貞男 津軽民謡ショー

黒石八郎と仲間たち
①１１：００～
②１４：３０～

弘前さくらまつり
早朝ノルディックウォーキング
（～４日）

集合：
弘前市民体育館駐車場５：５０
（弘前公園内）

６：００～７：００

第６０回 津軽錦絵展（～５日） 弘前市立観光館
９：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

さくらすまいる＆フレンズ歌謡ショー １１：００～

第５２代青森県民謡王座 一戸平ニ 津軽民謡ショー
①１４：３０～
②１８：３０～

２０１９・弘前さくらまつり花見おカヌー体験
（～５日）

弘前公園西堀ボート乗り場 ６：３０～７：３０

弘前さくらまつり
第１回弘前肉グルメ選手権大会（～６日）

青森県中弘地区消防協会定期観閲式
第１会場：追手門広場付近
第２会場：弘前公園内
　　　　　　 レクリエーション広場

第１会場：７：００～８：１５
第２会場：９：００～１２：００

ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ（リンゴミュージック）桜まつりライブ １１：００～

さくらまつりライブ２０１９～令和元年ＳＰ～ １４：３０～

スプリングジャズライブ １９：００～

6 月振 第６２代 青森県民謡王座　高田透
第６４代 青森県民謡王座　本間愛音　津軽民謡ショー

①１１：００～
②１４：３０～

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

1 水
弘前駅オープンデッキイベント「ＥＫＩＤＥＫＩ（えきでき）」
～観桜客おもてなしライスボールミニコンサート～
（他４・５日）

5 日祝 ２０１９桜花グランプリ争奪
第３４回津軽五大民謡全国大会

弘前市民会館
大ホール

開場９：３０
開演１０：００

14 火 ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
－ＢＲＥＡＫ １ｏｎ１ バトル／ＨＩＰＨＯＰ １ｏｎ１ バトル－

弘前市まちなか情報センター １８：３０～

29 水 東北楽天ゴールデンイーグルスＶＳ埼玉西武ライオンズ はるか夢球場 １８：００～
（開場１６：００）

「EKIDEKI(えきでき)」は、弘前駅自由通路オープンデッキの活用と、弘前駅周辺のにぎわい創出を図るため、市民の皆様に発表の場として
提供していくイベントです。※雨天中止
出演：ライスボール（リンゴミュージック）
問：（公社）弘前観光コンベンション協会内 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会（０１７２－３５－３１３１）

ＪＲ弘前駅 自由通路オープンデッキ
１日：①１０：３０～　②１４：３０～
４日：①１０：３０～　②１４：００～
５日：１４：３０～

全国から民謡愛好者が参加し、桜花グランプリ大会は本選出場の成績上位者によって競います。
チケット（全席自由）：￥前売・当日共￥１，０００
部門：津軽じょんから節、津軽あいや節、津軽小原節、津軽よされ節、津軽三下り、ジュニアの部
チケット販売：陸奥新報社営業局事業部※日曜・祝日の取り扱い、電話での受付はいたしません。
申込・問：（株）陸奥新報社営業局事業部（０１７２－３４－３１１１）

お問い合わせ先・備考

観覧料無料　問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

2019年5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。

        令和元年 ５ 月 １ 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

参加料：１回￥５００※要事前予約、各自傷害保険等に加入を　定員：各回１０名程度※約３ｋｍ 歩ける方。
持ち物：ノルディックウォーキング用ポール（レンタル可）、水分補給用飲み物、動きやすい服装、汗拭き用タオル
※両手がふさがりますので小さめのリュックまたはウエストポーチなど
ポールレンタル料１回￥１００※レンタル用ポールの数には限りがあります。お早めにお申し込みください！
申込・問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

弘前さくらまつり
（～５/６）

現在、公園内には、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、八重桜など、約５０種類２，６００本の桜が咲き誇ります。
公園内の桜は、ソメイヨシノの場合、樹齢１００年を超えた老木でも１つの花芽から咲く花の数が４個から５個と多いのが特徴で、
満開の枝をじっくり眺めてみると花にボリュームがあり、どっしりと咲く優美な桜は、日本一の徹底した管理から生まれています。
また、弘前公園の桜は散り際まで人々を魅了し、
花びらが濠の水面を流れていく「花筏（はないかだ）」、花びらで濠を埋め尽くすほどの「桜の絨毯」も話題となっています。

入園料
【本丸・北の郭】大人￥３１０ 小人￥１００ （団体料金：大人￥２５０ 小人￥８０）
【弘前城植物園】大人￥３１０ 小人￥１００（団体料金：大人￥２５０ 小人￥８０）
【共通券（本丸・北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園）】大人￥５１０  小人￥１６０（団体料金：大人￥４６０ 小人￥１３０）
※団体料金は１０名様以上に適用
●「桜ミク」が公式応援キャラクターに就任！弘前さくらまつりを皮切りに、今後２年間コラボ展開していきます。ご期待ください。
●さくらまつり会場案内
【露店・出店の営業】園内約２００店（９：００～２１：００）
【観光ボランティアガイド】　受付：追手門、東門※左記の各門を入るとテントがありますので直接お越し下さい。
　　※まつり期間中の予約はできません。※まつり期間中以外については、お問い合わせください。
【西濠ボート】時間：９：００～１７：００　料金：￥１，０００（６０分）
　　※雨天時、営業を見合せる場合あり。※救命胴衣の着用をお願いします。(大人小人共通)
　　※定員は３名です。(大人小人共通)※危険行為、飲酒後の乗船は禁止します。
【与力番所の抹茶】時間：９：００～１７：００　料金：一服￥５４０(税込)
【下乗橋前休憩所(予約制※空きがあれば、当日受付も可。）】
　　時間１０：００～２０：００（１回２時間）　ゴザ貸出料(必須)：１枚￥５００　申込・問：(公社)弘前観光コンベンション協会
【園内の貸しゴザ】貸出場所：下乗橋前休憩所、本丸（１０：００～２０：００）　料金：１枚￥５００(１畳サイズ、１～２名)

●ペットをお連れの皆様へ ペットの散歩はご遠慮ください。(ほ助犬を除く)　ケージ、ペットカート(バギー)、抱きかかえにより入場できます。
　ただし、建物内への入場はご遠慮頂いております。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前公園
（国指定史跡「弘前城跡」）

有料区域および有料時間
■本丸・北の郭
　７：００～２１：００
　（４/２０～４/２２　５/６は９:００～１７:００）
■弘前城植物園
　９：００～１８：００（入場券の販売は１７：３０まで）
■夜間特別照明
　日没～２３：００（予定）

レンタル料金：￥５，４００（要予約）　お出かけ時間：３時間
レンタル内容：着物一式・草履・バッグ・足袋（貸）　おまかせヘアアレンジ付き（飾り無料貸出）
※レンタル賞品のひどい汚れや破損・紛失等は追加料金頂きます。　※駐車場はありません。
その他：手づくりこぎん刺し小物販売中です！日差しが強い日もありますので、日傘などお持ちになる事をお勧め致します。
予約・問：ｋｉｍｏｎｏ ｇｒａｃｅ（０１７２－２６－２０４０）

４/２２
（月）～

ゲスト：立花竜司、オスカル、荒田流宝声会他
主催：黒石八郎一座

①１１：００～
②１４：３０～
③１８：３０～

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

3 金祝

問：津軽錦絵作家協会（０１７２－３８－３３７７）

観覧料無料
問：弘前市まちなか情報センター（０１７２－３１－５１６０）

弘前市まちなか情報センター
９：００～２１：００（初日は１１：００頃～、最終日は１５：００頃まで）

弘前さくらまつり
弘前公園中濠観光舟
（～５/６）

栃木市で「蔵の街遊覧船」で運行している「和船」と船頭によるお濠めぐりを楽しめます。※事前予約不可
　　運行時間：９：００～１７：００※最終乗船は１６：３０まで（ただし、天候・乗船者の状況により変更あり）
　　乗船時間：桟橋から出港から帰港までは約２０分を予定（天候、乗船者の状況により多少変更あり）
　　の  り　ば：東内門石橋付近　運行コース：東内門前の石橋前乗船桟橋から辰巳櫓を曲がり、杉の大橋を潜り、折り返し来たコースを戻ります。
　　乗  船  料：中学生以上￥１，０００(税込)、小学生￥５００(税込)※就学前は無料（大人１人につき１人まで）
　　乗船定員：１９名（船頭、ガイド含め２１名）※就学前も１名と数えます。
　　乗船ルール・お願い：乗船については係員の指示に従ってください。乗船　される方は、必ず救命胴衣を着用してください。
　　　　　　　　　　　　　　  水上で立ち上る等の行為は、大変危険ですので、絶対にやめてください。飲酒、酒気帯びでの乗船はできません。
　　　　　　　　　　　　　　  途中下船はできません。乗船の雰囲気を高めるため、半纏をお貸しします。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前さくらまつり
さくら桟敷（～５/６）

津軽三味線生演奏を聴きながら、特製のお花見弁当と地酒をお楽しみいただく、上質な新しいお花見の提案です。
屋根付きの桟敷席は、雨天時でも安心してお食事することができます。（※完全予約制、希望日の３日前まで）
【時間とプラン】
①１１：００～１３：００（お弁当プラン）／②１４：００～１４：３０（プチ・アップルパイプラン）／③１５：００～１５：３０（プチ・アップルパイプラン）／
④１６：００～１６：３０（プチ・アップルパイプラン）／⑤１７：００～１７：３０（プチ・アップルパイプラン）／⑥１８：００～２０：００（お弁当プラン）
【料金】
○お弁当プラン（１２０分）
　お一人様￥５，４００(税込) 弁当、飲み物、絵はがき付。津軽三味線演奏有。
　缶ビール１本・地酒ワンカップ１本を基本でお付けします。※アルコールＮＧの方にはリンゴジュースやお茶等ソフトドリンクを３本お付けします。
　お弁当は「郷土料理弁当」「洋風弁当」「酒宴向け弁当」の３類。お好みに合わせてお選びいただけますので、ご予約の際にお申し付けください。
　※「酒宴向け弁当」は１８：００のプランのみの提供となります。
○プチ・アップルパイプラン（３０分）
　お一人様￥１，０８０(税込)プチ・アップルパイ、りんごジュース、絵はがき付。津軽三味線演奏有。
　津軽三味線をメインに楽しんでいただくプランです。
◆津軽三味線演奏(約２０分)
　お弁当プラン、プチ・アップルパイプランの両方に津軽三味線の演奏が付きます。演奏は、弘前市民俗芸能保存連合会が担当します。
ｗｅｂ予約：「津軽まちあるき予約サイト」からお申込み下さい。※プランと時間帯ごとに予約ページが異なりますのでご注意ください。
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

４/１９
（金）～

４/２０
（土）～

主催：リンゴミュージック

出演：小山内創介、古屋敷裕大、他
主催：（公社）弘前観光コンベンション協会

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

主催：夜間演芸世話人会

参加料：一律１人１回￥１，０００（各自傷害保険に加入をお願いします）。当日会場にて受付時に徴収いたします。（定員になり次第締切）
対象：小学生から一般まで各回１０名（初心者５名、経験者５名）
内容：カヌーの基本技術のレクチャーを受け、初心者はインストラクターとペアカヌーに乗る。経験者は１人乗りで自由に乗って頂く。
　　　 日本一の桜の下で桜とカヌーを存分に満喫して頂く内容となっております。
特典：①ドリンクサービス有 ②希望者には記念写真のプレゼント ③祭り期間の市民体育館駐車場無料券（１回）
服装：運動しやすい恰好（水上スポーツですので濡れる可能性も考慮して下さい）。
駐車場：市民体育館正面駐車場をご利用下さい（※申込時に車で行くかどうかをお伝え下さい）。
※雨天中止の場合は前日の１７：００までに決定し、ご連絡いたします。
申込方法：電話又はＦＡＸ、メールでお申込みを。
申込・問：各開催日の前日１５：００までに、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（ＴＥＬ０１７２－３３－４５４５　ＦＡＸ０１７２－３３－４５８３　Ｅメール：www.hirosaki-taikyo.com　９：００～２１：００※毎週火曜日休館）へ。

4 土祝

前売￥３，０００（￥６００券５枚１セット※ドリンク券付）、当日￥３，０００（￥６００券５枚１セット）
※商品の購入は「グルメチケット」のみの精算となり、現金・つり銭は不可。※チケットを追加で購入する場合は「当日券売り場」でお求めください。
※屋外店特設会場（蓬莱広場）のイートインスペースは大型エアロシェルター（エアドーム）の中に設置！雨の日も快適にお過ごしいただけます！
チケット発売所：弘前商工会議所／ＦＭアップルウェーブ／中三百貨店１階／ルネスアリーインフォメーション／参加各店
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８）

【店舗会場】下土手町・中土手町・百石町商店街の参加各店舗
時間：商店街参加店舗：各店の営業時間内
【屋外店特設会場】土手町 蓬莱広場
時間：１０：３０～１７：００(最終日は１６：００まで)

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

出演：Ｓｗｉｎｇ Ｈａｔ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
主催：ＮＰＯ法人ジャズネットワーク

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

5 日祝

青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市役所周辺と弘前公園内で行われます。
消防団員の機械点検や部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振り、はしご乗りの演技を披露します。
内容【第１開場】機械点検、放水訓練、自動車部隊分列行進
　　　【第２会場】人員服装点検、徒歩部隊分列行進、まとい振り・はしご乗り演技、式典
〈交通規制にご協力を〉当日は、６：１５から８：３０まで市役所周辺～弘前文化センター外濠沿いで一般車両の通行が規制されます。
　 　　　　　　　　　　　　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
問：弘前市防災課（０１７２－４０－７１１７）

【１塁側】東北楽天ゴールデンイーグルス／【３塁側】埼玉西武ライオンズ
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）



りんご花まつり
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前りんご花まつり２０１９（～１２日） 弘前市りんご公園
１０：００～１５：００
（１１日は２０：００まで）

ふれあいパーク ｗｉｔｈ ブランデュー弘前ＦＣ ふれあい広場 １０：００～１５：００

３ｍの巨大アップルパイふるまい １１：３０～
(焼き上がり後開始)

フードコーナー（他１１・１２日） １０：００～１５：００

りんご農作業体験〈～１２日〉 受付：本部テント １０：００～１５：００

りんごで花茶会〈～１２日〉

津軽の音コーナー（～１２日）

キュアエールがやってくる！ ①１１：００～　②１３：３０～

城東保育園おゆうぎ １０：３０～

ほのかりんご ミニライブ １２：３０～

シードルナイト２０１９ 弘前市りんご公園 １６：００～２０：００

りんごの花迷路（～１２日） 体験教育園

りんごの木で工作（～１２日）

絵入りりんごシール作り（～１２日）

りんご園で人力車（～１２日） 農家住宅付近

弘前りんご花まつりオリジナル
りんごクレープふるまい（～１２日）

配布場所：ステージ横 １１：３０～

ＪＵＭＰＩＮＧ☆ＰＯＭＭＥＳ １０：３０～

ＧＬＩＴＴＥＲ ＤＡＮＣＥＳ ＳＴＵＤＩＯ １１：３０～

和太鼓の会 １２：３０～

大西ライオンお笑いステージ １３：３０～

りんご棒パンを作ろう！（お一人様￥２００ １０：００～１５：００

お出かけ動物園 ふれあい広場 １０：００～１５：００
※１２：００～１３：００は休み

４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
（有料区域のため入園料が必要）

９：００～１６：３０
お殿様・お姫様になりきって写真撮影！こども用や甲冑もあり、家族で楽しめちゃいます。服の上から衣装を着るので、
撮影も含めて１０～１５分で体験できます。
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

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

発掘調査速報展（～９/２７） 旧弘前市立図書館
９：００～１７：００
（変更の場合あり）

道路建設や住宅建築などに伴い、遺跡の発掘調査を実施した成果を公開します。
観覧料無料
内容：大浦城跡（五代字早稲田）、寺沢（１）遺跡（清水富田字寺沢）、坂本館（館後字新田）の出土遺物や写真パネルの展示
問：文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

アート・展示会

郷土文学館スポット企画展
「生誕１１０年　今官一と太宰治の交流」
（～６/２０）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

明治４２（１９０９）年に津軽で生まれ、文学の友・心の友であった今官一と太宰治の交流を紹介します。
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）

アート・展示会

企画展１「津軽の美～武士の工芸・庶民の民芸～」
（～６/２）

併催：常設展
「ひろさきの歴史と文化～原始から近現代へ～」

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

大名の生活を彩った工芸作品の研ぎ澄まされた美意識と、庶民の暮らしの中ではぐくまれた無名の天才たちの
美意識・民芸をとおして、ふるさと津軽に息づく文化をご紹介します。
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。
休館日：５/２０（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

アート・展示会

まちなかクラフト村「弘前工芸舎春限定企画展」
（～５/１２）

藤田記念庭園　匠館（旧考古館）
２階　ギャラリースペース

１０：００～１６：００ 入場料無料
問：商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

アート・展示会

春の生物展（～５/６） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０ 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） アート・展示

春の灯りと木のぬくもり　ｖｏｌ．２
（～５/６）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入館料無料　内容：ひょうたんランプ、木の椅子や皿などを展示、販売。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　４/３０（火）休館日）

アート・展示会

りんごの剪定枝でかわいいカブトムシなど作りませんか？

りんごの花がかれんに咲き誇るりんご公園で、まつり期間中の土・日曜日を中心に、楽しいイベントが盛りだくさん。
家族や友達と一緒においでください。
　開会式＆リニューアルセレモニー（１０：００～）／ＬＡＰＩＳ☆よさこいソーラン（１１：００～）／
　やまぶき保育園おゆうぎ（１１：３０～）／岩木ファミリーバンドミニコンサート（１２：００～）／
　ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ ＬＩＶＥ（１３：００～）青森から飛び出し、その活躍はもはや全国メジャー級。
　農業活性化アイドルが今年もりんご公園にやってくる！
○りんご公園には「ためのぶ号」が便利　　片道￥２００で弘前駅前⇔りんご公園を２時間おきに運行
【往路】弘前駅発９：１５／１１：００／１３：００／１５：００　【復路】りんご公園発９：５５／１１：４０／１３：４０／１５：４０

サッカーボールのふわふわトランポリンやすべり台で遊ぼう！サッカーゲームもあるよ。
※強風などの悪天候の場合、ふわふわ遊具は中止となります。あらかじめご了承ください。
協力：ブランデュー弘前FC

いろんなジャンルの飲食店がこだわりの食材を使った料理を販売。
自家製アップルパイや体にやさしい発酵料理、ハーブやスパイスの効いた料理など盛り沢山！

りんご公園の棒パンはりんご果肉入りで大人気！
お一人様￥２００※材料が無くなり次第終了いたします。

ウサギやモルモット、ヤギとふれあおう！１日限りの小さな動物園です。

りんごの開花に合わせて行う農作業(花摘み)が体験できます。

晴天の下、可憐なりんごの花とおいしい花茶をお楽しみください。

ダンスステージ

鼓楽

キューティーブロンズも登場！

りんご公園に巨大な迷路出現！何分でゴールできるかな？

★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。

元りんご娘“レットゴールド”ほのかりんごによる ミニライブ。

人力車に乗って、りんごの花＆岩木山と一緒に記念撮影はいかがですか？
料金￥２００（２人まで）

４/２７
（日）～

１/１２
（土）～

４/１
（月）～

４/６
（土）～

４/１３
（土）～

４/２１
（日）～

参加料無料。握手・撮影会です。キャラクターショーではございません。撮影用カメラはご持参ください。

りんごの花と１６種のりんご酒をたのしもう。
前売券（数量限定）：￥１，５００（￥１，０００分のチケットに“りんご酒グランプリ”参加券がついています！）
　※“りんご酒グランプリ”参加券は￥７００分の金券としてフードコーナーでご利用いただけます。
　※当日は現金もご利用いただけます。
　※チケットを使い残した場合は、１２日まで開催している「りんご花まつり会場でもご使用いただけます。
前売券販売場所
　さくら野弘前店、中三弘前店、弘前市立観光館、弘前市まちなか情報センター、ＦＭアップルウェーブ、弘前市りんご公園、Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ
○オープニングセレモニー（１６：００～）：みんなで乾杯しよう♪乾杯用シードルふるまい※１００名様限定
○りんご酒グランプリ　参加料：お一人様￥７００
　今年は過去最多の１６種類のお酒がエントリー。シードルをはじめとするりんごのお酒を1杯ずつ飲み比べ！
  みなさんの投票をもとに"キング・オブ・りんご酒"を決定します。
○フードコーナー（有料※前売券もご利用いただけます）
　弘前市内を中心にさまざまな店舗や団体が自慢のメニューを販売。あなた好みのシードルとのベストマッチフードを探してみてはいかが？
○ライブパフォーマンス：エルヴィス・トキ、弘前大学競技ダンス部 ほか
○オトナの遊び場（お酒を飲みながら、ゆったり愉しめるスポットです。）
　ナイトシネマ、焚火スポット、りんご箱ｄｅキャンドルアート
　　※ワークショップも開催！「りんごキャンドルを作ろう！」　参加料：お一人様￥５００　定員：先着５０名様）
○無料シャトルバス　【往路】ＪＲ弘前駅前④番乗場発１５：３０／１６：００／１６：３０／１７：００／１７：３０
　　　　　　　　　　　　  【復路】りんご公園発１８：００／１８：３０／１９：００／１９：３０／２０：００

12 日

ステージ

11 土

※各イベントは天候などにより変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
問：弘前市農林部りんご課（０１７２－４０－７１０５）／弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

リニューアルオープンを記念して、巨大アップルパイをふるまいます！
数量：先着１，５００名様
 ～スタンプラリーに参加して、優先券をもらおう！～
 １１：３０までにスタンプラリーを完歩された方に「優先券」を配布します。(数量限定)　スタンプラリーは、１０：２０から本部テントで受け付けます。

２日間しか食べられない、弘前りんご花まつりオリジナル特製クレープをふるまいます！
定員：各日先着１００名様（無料）

場所：農家住宅
津軽昔語り ①１０：３０～　②１３：００～
津軽三味線 ①１１：００～ ②１３：３０～

6 月振

期間中、毎日開催！津軽の伝統を耳で感じてください。

キッズチアダンス

自分だけの絵入りりんごを作ろう！秋には収穫したりんごを発送するので、プレゼントにも最適。※りんご代、発送費、実費
協力：弘前里山ツーリズム

ふれあい広場 １０：００～１５：００

ステージ

お問い合わせ先・備考

３/２６
（火）～

通年



5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

芸能生活５０周年
水谷千重子 ありがとうコンサート

弘前市民会館 開場１４：３０
開演１５：００

全席指定￥５，４００※４歳以上有料。３歳以下膝上鑑賞可。（ただし席が必要な場合は有料）
プレイガイド：弘前市民会館／チケットぴあ（Ｐコード：１４６－９９０）／ローソンチケット（Ｌコード：２２０２８）／イープラス／ＧＩＰ
問：Ｇ．Ｉ．Ｐ（０２２－２２２－９９９９※２４時間自動音声案内）

青森県
ワールドピース プレイヤー セレモニー
                                        ｉｎ ひろさき ２０１９

蓬莱広場（中三弘前店となり） １０：００～１３：００
世界各国の美しい国旗を掲げて皆様と共に平和の響きを発信していくピース セレモニーです。
参加料無料（事前申込不要。飛び入り参加ＯＫ）　雨天決行
問：三上さん（ＴＥＬ０９０－３６４９－２５６９　ＦＡＸ０１７２－２７－１４９３　Ｅメール：peace-love7@tb3.so-net.ne.jp）

間山元喜　ぶらり一人旅スケッチ展
～１枚の画用紙～（～６日）

百石町展示館 ９：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

刺し子、古布展示会（～５日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

全４回その２
弘前の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
弘前市まちなか情報センター

１３：００～１６：００

何個も食べたら太る？！正論です。でもせっかく弘前に住んでるんですもの、食べ比べてみてはいかが？！
県外のお友達にも胸を張ってお勧めを紹介できるようになります。
料金￥４，０００（アップルパイ６，７種類程度、シェアする場合もあり） 募集：１２名（最少催行６名）　申込締切：５/１（水）
行程：まちなか情報センター→中土手町→和徳町→野田→代官町（解散場所たびすけ付近）
申込・問：たびすけ（０１７２－５５－０２６８）※４/２０～５/１の間はたびすけ（０８０－１６８０－９３８７）へ

その他

ＭＯＲＯＨＡ「弘前 単独」 Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：前売￥３，５００（ドリンク代別途）　当日￥４，０００（未定）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

ライブ・コンサート

盛りだくさんのお得プラン！
アップルパイ食べ歩き＆教会巡り 弘前まち探検

集合
弘前市まちなか情報センター

１３：００～１６：００

地元ガイドと一緒に弘前のコアな街あるきを楽しみ、アップルパイを食べ比べ、多様な教会を訪問。
盛りだくさんでしかも美味しい、お得なまちあるきです。
料金￥４，０００（アップルパイ４種類付き） 　募集：１２名（最少催行６名）　申込締切：５/２（火休）１７：００まで
行程：昇天教会→アップルパイ数店→弘前教会→津軽工芸社→弘前カトリック教会（１６：００終了）
申込・問：たびすけ（０１７２－５５－０２６８）※４/２１～５/２の間はたびすけ（０８０－１６８０－９３８７）へ

その他

ヒロロだよ！全員集合！～春の陣～
ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１４：００
（受付１３：３０まで）

ガチンコ！スポーツパークの対決はこれだ！！おとな ＶＳ こども ７つの対決広場！
参加料：こども￥１００　おとな￥１００※こども１人参加の場合はスタッフが対決します。　スタンプラリーで景品がもらえます。
対戦内容
　第１戦：ゆーらゆーら「スラックライン」／第２戦：室内のカーリング「ユニカール」
　／第３戦：全員集合オリジナル「ミニ障害物競走」／
　第４戦：意外にむずかしい！「ジャンピングストラックアウト」／第５戦：激走バトル「プラズマカーレース」／
　第６戦：感覚をとぎすませ！「ブラインドサッカー」／第７戦：知力も必要！「数字探し」
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

ヒロロだよ！全員集合！～春の陣～特別企画！
こどものゆめミュージアムがヒロロにやってくる！
ゆめをかなえるデジタルアートの展覧会

お笑い芸人アキラボーイによる摩訶不思議なデジタルアトラクションを体験できます。
入場料無料（事前申込不要）
イベント内容：スーパートントンすもう／超速ランナー／タヌキチくんのバーチャルゲームワールド／スーパー１０ｍ走
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

木製立体パズル作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００ 参加料無料　定員：１５名（小学生以下は保護者同伴）
申込・問：４/２１（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）へ。

講演・講座・
セミナー

津軽手づくり市（～５日）
弘前文化センター
津軽為信公銅像前広場
（※雨天時は館内）

１０：００～１５：００
雑貨・アクセサリー・アート作品など、ハンドメイド作品をつくられている作家さんがあつまります。
皆様ぜひご来場ください。たか丸くんもくるヨ！
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１　第３火曜日休館）

その他

岩木山三味線ミニライブ（～１０/２７の毎週日曜・祝日） 問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

ＧＷお花見セッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

ＯＮＥ　ＤＡＹ 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）

郷土文学館ラウンジのひととき 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００

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。
内容：マンドリンとギターのコンサート　出演：古川里美さん、今井正治さん
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

ツシマケンタ＆三上一昭　共同企画
「歌魂～ｕｔａｄａｍａｋａｒａ～ｖｏｌ．６」

ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ ＯＰＥＮ１５：３０
ＳＴＡＲＴ１６：００

前売￥１，０００　当日￥１，５００（ＩＤ別￥５００）
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

歌とピアノのコンサート　愛、夢、そして… 百石町展示館 開場１７：００
開演１７：３０

チケット（全席自由）前売：一般￥４，０００、大学生￥２，０００、高校生以下￥５００
　※当日券は各￥１，０００増（会場でのみ販売）
チケット販売店：中三弘前店／うつわ・珈琲豆や豆人／平山萬年堂／弘前大学生協／リンクステーション青森／
　　　　　　　　　　　ＥＬＭインフォメーション／レストラン御幸
問：三浦音楽事務所（０７０－５３２０－１９７５）

ＨＩＧＨ ＳＣＨＯＯＬ ＬＵＬＬＡＢＹ～高校与太郎演奏会～ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：００
ＳＴＡＲＴ１６：３０

チケット：前売￥５００　当日￥８００
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

クラシックギター発表会 喫茶れもん 開演１３：３０ 入場料無料（要ドリンクオーダー）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

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１回」

弘前公園追手門（黒門）　集合 １４：００～１７：００ 参加料無料※初心者大歓迎　会話・発音重視
問：弘前市中国語を楽しむ会（ＴＥＬ０９０－２０２３－６９５０　ＦＡＸ０１７２－８９－２１２５　Ｅメール：samaro@mti.biglobe.ne.jp）

花と香りを楽しむアロマワックス作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００ 参加料無料　対象：小学生以上２０名（小学生は保護者同伴）　持ち物：牛乳パック１枚／アロマオイル（持っている人のみ）
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）へ。

6 月振 ７０歳からの健幸増進　ヘルシーエイジング公開講座
「体操たっぷり＆音楽療法①」

ヒロロ
３階　健康ホール

１３：１５～１５：３０ ７０歳未満の方もどうぞ！
参加費：￥２００※事前申込不要　　問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

講演・講座・
セミナー

ミサワホームｄｅフラワーアレンジメント教室
（他６/１３）

東北ミサワホーム 弘前展示場 １３：３０～１６：００

レッスン料：各回￥５，０００（花材＋ｔｅａ＆スイーツ付）　定員：６名（先着順）　内容：“Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ Ｇｉｆｔ”
持ち物：花ばさみ・持ち帰り用の袋　講師：木田直子さん
その他：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。
申込方法：担当ホームエンジニア又はフリーダイヤルへお電話にてお申込みください。
※１週間前までのご予約でレッスンにご参加いただけます。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。
予約・問：東北ミサワホーム 弘前展示場（フリーダイヤル０１２０－３３０－４１５）

講演・講座・
セミナー

「３人のアトリエ」
グビンデと押し花と消しゴムはんこ（～１３日）

鳴海要記念陶房館　 ９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２） アート・展示会

第１６回玉響書院書作展（～１２日） 百石町展示館 ９：３０～１８：００
（最終日は１７：００まで）

問：玉響書院　西谷さん（０１７２－５７－２５１９） アート・展示会

市民ボランティアによるパソコン講座
「はじめてのパソコン講座」（他１７・２４日）

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００ 参加料無料※３日間で１セットの講座です。　　定員：パソコン初心者の市民 ３０名（先着順）　　持ち物：筆記用具、昼食
申込・問：４/２１から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。

講演・講座・
セミナー

弘前大学創立７０周年記念リレー学術講演会
過去・現在・未来への創造
第二回「宇宙の魅力」

弘前大学附属図書館
２階　オープンラウンジ

１４：００～１５：３０

弘前大学における研究成果を専門外の方々にわかりやすく発信し、学術研究を通した地域との交流と対話の場として
開催します。
入場料無料　　講師：弘前大学理工学研究科・浅田 秀樹さん
問：弘前大学 研究・イノベーション推進機構
（ＴＥＬ０１７２－３９ー３９０７※月～金９：００～１７：００　　Ｅメール：kensui@hirosaki-u.ac.jp）へ。
※五回全て受講した方には、受講証明書と弘前大学記念グッズを授与します。

講演・講座・
セミナー

手嶋＆山田プレゼンツ　ユニオンライブバンドライブ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １８：３０～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

観察会　月面をのぞこう 星と森のロマントピア １９：００～２１：００
入館料：高校生以上￥２００／４歳～中学生￥１００／３歳以下無料
通常開館時間　１３：００～２２：００（最終入館２１：３０）
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３※月曜日は休み）

その他

第５２回 日本女子ソフトボールリーグ１部
第３節 青森大会
（～１２日）

はるか夢球場 ①１０：３０～
②１３：００～

【１１日 】 ①Ｈｏｎｄａ Ｒｅｖｅｒｔａ ＶＳ シオノギ製薬 ポポンギャルズ（１０：３０～ ）
            ②ＳＧホールディングス ギャラクシースターズ ＶＳ 太陽誘電 ソルフィーユ（１３：００～）
【１２日】 ①ＳＧホールディングス ギャラクシースターズ ＶＳ Ｈｏｎｄａ　Ｒｅｖｅｒｔａ（１０：３０～）
           ② シオノギ製薬 ポポンギャルズ ＶＳ 太陽誘電ソルフィーユ（１３：００～）
チケット 一般前売￥１，０００（当日￥１，４００）　中高生前売￥６００（当日￥１，０００）　小学生以下無料
チケット取扱：チケットぴあ、ローチケ、e+（イープラス）
問：日本女子ソフトボールリーグ１部青森大会実行委員会（０９０－６２２２－６８７７）

スポーツ

手づくり絵本講習会
～世界に１冊だけの自分の絵本をつくろう～

弘前図書館
２階　視聴覚室

１３：００～１６：３０ 参加料：１冊につき￥１００　　対象：親子１０組（先着順）　　講師：ささやすゆきさん
申込・問：４/１９から弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

講演・講座・
セミナー

12 日 内山善雄バンド＆ヴォーカル Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １８：３０～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

弘前公園中濠観光船の船頭養成研修（～１７日） 弘前公園中濠 ９：００～１６：００

弘前公園中濠で運行している観光船の船頭になってみませんか。
実習を含む研修を受講し、知識や技術を習得した人には中濠観光船の船頭（期間限定のアルバイト）として
従事していただきます。
受講料無料　対象：１８歳以上で健康な人　※詳しくは問い合わせを。
申込・問：５/９（木）までに弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）へ。

講演・講座・
セミナー

ナイターノルディックウォーキング前期
（～６/２４毎週月曜日※５/２７を除く）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター、
運動公園周辺

１８：３０～１９：４５
参加料：１回￥２００※各自傷害保険に加入を　定員：各回２０名　内容：ノルディックウオーキングポールを用いたウオーキング
※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。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：弘前B＆G海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

スポーツ

14 火 ゆったりヨガ教室（他２８日） 温水プール石川　研修室 １４：００～１５：００
参加費無料　※各自傷害保険に加入を　定員：６５歳以上の市民各２０名（先着順）　内容：初心者や高齢者向けのヨガ
※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。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

講演・講座・
セミナー

13 月

10 金

11 土

5 日祝

9 木

アート・展示会

★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。

百石町展示館
９：００～１７：００（初日１１：００～、最終日は１６：００まで）

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール
第１部１１：００～１２：００（開場１０：３０）
第２部１４：００～１５：００（開場１３：３０）

①野市里②岩木山神社③嶽温泉広場④岩木観光物産案内所
①１１：３０②１２：３０③１３：３０④１４：３０

ライブ・コンサート1 水祝

木休

3 金祝

4 土祝

2

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

ライブ・コンサート

講演・講座・
セミナー



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

誰でも簡単にできる　足もみ健康教室
「疲れ目編」

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１４：１０～１５：４０

本教室は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１枚（足もみ棒はお貸しします）
申込・問：ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会賛助会員 稲垣さん
　　　　　（０９０－８０１９－２８１８　Ｅメール：aciccosmile@gmail.com）

健康セミナー

新日本プロレスリング
ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．２６

青森県武道館
開場１７：３０
開始１８：３０

前売：特別リングサイド￥１０，５００　リングサイド￥７，５００　１階ひな壇席￥７，５００
　　　 ２階特別席￥６，５００　２階指定席￥４，５００（当日はそれぞれ￥５００増）
　　　　小中高生￥２，０００（当日券のみ。要身分証明書）
※小学生以上の方はチケットが必要になります。小学校入学前のお子様は保護者様１名につき１名まで、
　保護者様の膝上での観戦に限りチケットは必要ございません。
※「小中高生券」 は、当日のみ販売されるチケットとなります。前売券にて全席種完売の際には発売されません。
※ファンクラブ先行予約にて売り切れとなった席種は、一般発売での取り扱いが行われない場合もございます。
※前売券が完売となりますと、当日券の発売が行われないこともございます。
※「小中高生」のお客様でも前売券をお買い求めいただけますが通常料金となります。
※車椅子でご観戦のお客様は、「２階指定席」をお買い求めください。
プレイガイド：さくら野弘前店、ＥＬＭインフォメーション、ローソンチケット（Ｌコード：２２７０４）、
　　　　　　　　　チケットぴあ（Ｐコード：５９４－０００）、　ｅ＋（イープラス）、前売り．ｃｏｍ（http://maeuri.com）
問：新日本プロレスリング株式会社（ＨＰ：https://www.njpw.co.jp/contact）

スポーツ観戦

16 木 消費税軽減税率制度説明会（農業者向け） 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／
　　　　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

くらしの美行事「青森県の民芸展」（～６/２） ギャラリー森山 １０：００～１６：００ 問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７） アート・展示会

電動ロクロ体験（～１９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。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・
セミナー

吉川隆弘　ピアノリサイタル 弘前文化センター　ホール
開場１３：３０
開演１４：００

“圧巻の演奏　ミラノスカラ座で活躍するピアニスト 今弘前に”
チケット（全席指定）：大人￥２，５００　高校生以下￥１，５００（当日￥５００増）〈託児室有り
※要予約（おおむね３歳以上の幼児が対象）〉
チケット取扱：弘前文化センター、弘前市民会館、さくら野弘前店、ＥＬＭインフォメーション（※６歳からご入場いただけます。）
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

 ゆ！ｐｒｅ．「ＯＮ！！」ｖｏｌ．１ Ｍａｇ－Ｎｅｔ 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）

山野草の栽培管理 緑の相談所　集会室 １３：３０～１５：３０ 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）
講演・講座・
セミナー

弘前ダンスフェスティバル２０１９ 土手町コミュニティパーク ＯＰＥＮ１５：００
ＣＬＯＳＥ２１：００

エントリー費：￥２，０００
（￥２，０００で「ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ ＣＲＥＷ ＢＡＴＴＬＥ」「ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ ＦＥＭＡＬＥ ＳＯＬＯ ＢＡＴＴＬＥ」
　「ＤＡＮＣＥ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」全コンテンツ参加可能！）
観覧チケット：￥２，０００（エントリーされない方は、観覧チケットをご購入ください。）
チケット取扱：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ Ａスタジオ
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

第３回お茶婚
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１３：４０～１５：３０
（受付１３：２０～）

５０代６０代の新たな出会い応援します。
参加費：男性￥４，５００／女性￥２，５００（初めての方、または２名様以上でご参加の方、￥５００割引き）
対象：５０歳～６５歳くらいの独身男女　定員：男女各８名
※お菓子やお茶をご用意しております。（アルコールなし）※当日は清潔感のある服装でお越しください。
問：婚活サークルＡｒｈｅａｒｔ～アルハート～ 工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

婚活Ｐａｒｔｙ ｉｎ カラオケ合衆国１０２ＢＰ店

参加料：男性￥５，０００　女性￥３，０００
※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。
（初めての方、または２名様以上でご参加の方￥５００割引き）
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。
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）

その他

ＵＮＩＯＮセッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

ＴＯＭＭＹ　ＧＵＥＲＲＥＲＯ
「ＤＵＢ　ＳＥＳＳＩＯＮ　ＪＡＰＡＮ　ＴＯＵＲ　２０１９」

専求院 ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：￥４，０００（前売券のみ、小学生以下無料、フード・ドリンク別）
問：ｓｌｏｗｐｏｋｅ（０１７２－３２－７４２６）/ＨＰＧ企画（０９０－３６４８－８１１５）/ＰＥＰＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ（０１７２－５５－９２６６）

20 月 ぐらんまの布と土あそび－秋田４人展４－（～２１日） 百石町展示館 ９：３０～１９：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

22 水 カルナージュト作品展（～２７日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日１５：００）

厚紙で作った小物・入れ物等の展示・販売
・２５日（土）、２６日（日）カルトナージュ体験あります。　費用：￥１，０００
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・
セミナー

第４９回公開仏教講座『親鸞に聞く』
（他３０日、６/１９）

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１８：３０～２０：３０
会費：￥１，５００（三日間通し、定員になり次第〆切）　内容：「愚禿の名告り－流罪からの出発－」　講師：北條頼宗先生
申込：真宗各寺院、中土手町あべフローリスト、上代官町秀印堂、森町一心堂
問：法源寺（０１７２－３４－６４６５）

無料接客中国語セミナー
・観光中国語ボランティア事業
おもてなし中国語セミナー「接客編第１回」

弘前市民会館（小会議室）　集合 １８：００～２０：００
参加料無料※初心者大歓迎
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）

コチョウランの栽培管理 緑の相談所　集会室 １３：３０～１５：３０ 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

初心者向けりんご研究会（摘果編） 集合：りんご公園 １０：００～

参加費無料
対象：①りんごの補助作業に関心のある市民または市内で就農を希望する人５０名
　　　 ②①の参加で、りんご園地でアルバイト希望者またはりんご園地で補助作業を行っている人２０名
内容：①基本コース（１１：３０ころまで）初心者向けりんごの摘果研修（実技研修、作業ＤＶＤの視聴）
        ②応用コース（１５：００ころまで）①のステップアップ研修
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、雨合羽（雨天時）、昼食（②参加者のみ）　　講師：青森県りんご協会職員ほか
その他：悪天候により６/１（土）に延期の場合あり。
申込・問：５/１７（金）までに電話かＦＡＸかＥメール（氏名・電話番号・りんご作業経験の有無・希望のコースを記入）で、
農政課（ＴＥＬ０１７２－４０－７１０２　ＦＡＸ０１７２－３２－３４３２　Ｅメール：nousei＠city.hirosaki.lg.ｊｐ）へ。

ためになる！「あらたない」ためのお話し ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
（受付１３：００～）

参加料無料（事前申込不要。お席に限りがございますので予めご了承ください。）　個別相談コーナーあり
問：弘前脳卒中・リハビリテーションセンター（０１７２－２８－８２２０）

講演・講座・
セミナー

サエラコンサート 弘前文化センター　ホール 開場１４：３０
開演１５：００

チケット：￥２，０００（全席自由）
チケット取扱：弘前文化センター、中三弘前店、ＥＬＭインフォメーション
予約・問：サエラ事務所（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７３－２６－７７５５　ＨＰ：http://caetla.info/）

『起死回生』ｖｏｌ．７ ｊａｍｍｅｄ ｌｏｏｎｙ ｂｉｎ
１ｓｔ ｍｉｎｉ　ａｌｂｕｍ
”Ｍａｋｅ Ｉｔ Ｃｏｕnt" Ｒｅｌｅａｓｅ Ｔｏｕｒ＆
ＦＲＥＥ ＣＲＯＳＳ “ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ ＴＯＵＲ”

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）

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 参加料無料　事前申込不要
問：青森県支部　弘前地域世話人　中畑　年子様（０１７２－４４－４９５９）※日中不在につき、１８：００以降にお願します。

その他

28 火 スミセイ　ライフフォーラム
又吉直樹の生きる～朗読と太宰の夜～

弘前市民会館　大ホール １８：３０～２０：４５
（開場１８：００）

抽選で１３００名様を無料ご招待。参加ご希望の方は、はがき、ＷＥＢ、Ｅメール、ＦＡＸいずれかで、
郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し下記までお申込み下さい。
１回に２名様まで申込可能（お名前２名分をご記入下さい。）
申込期限：５/８（水）必着。発表は招待券発送にて替えさせていただきます。
問：スミセイ　ライフフォーラム事務局（〒５４１－００４２ 大阪市中央区今橋４－４－７
（ＴＥＬ０６－６２０３－６１１６　ＦＡＸ０６－６２０３－６１１８　Ｅメール：ikiru＠convention.jp
ＨＰ：https：//siteconvention.com.jp/ikiru）

講演・講座・
セミナー

29 水 誰でも簡単にできる足もみ健康教室
「腰痛編」

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１４：１０～１５：４０

本教室は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１枚（足もみ棒はお貸しします）
申込・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）

講演・講座・
セミナー

30 木 ｏｄｄ ｆｉｖｅ ～１ｓｔ Ｆｕｌｌ Ａｌｂｕｍ
「ＡＮＩＭＡ」ＲＥＬＥＡＳＥ ＴＯＵＲ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

チケット：前売￥２，０００　当日￥２，５００　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

31 金 Ｐａｇｅ Ｏｎｅ Ｌｉｖｅ＆ｓｅｓｓｉｏｎ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

18 土

日

15 水

17 金

19 日

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。

23 木

25 土

26

カラオケ合衆国１０２バイパス店
午前の部：２３～３６歳までの独身男女１１：００～１３：００（受付１０：４０
～）
午後の部：３７～４９歳までの独身男女１４：００～１６：００（受付１３：４０
～）

ライブ・コンサート

その他

ライブ・コンサート

講演・講座・
セミナー

講演・講座・
セミナー



津軽ひろさき街歩きツアー

日 曜日 イベント名

じゃわめぎ体感　心揺さぶる　魂の響き
【津軽三味線三昧】（～１１/３０）
（※各店舗定休日、さくら・ねぷたまつり期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

魅惑のさくら　凄さのひみつ、教えます
さくらまつり期間限定ツアー
【弘前城夜桜探偵団】（～５/３）
（※４/３０はお休み）

ＤＥＥＰなひろさきの人情にふれる旅
夕暮れ路地裏散歩
（※毎週木曜日、８/１３・１４、９/２３、年末年始、
　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０、２１はお休み）

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！】
（※さくらまつり期間中、８/１３・１４、９/２３、年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・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】
（※８/１０～１５、９/２１～２３、年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・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、９/２３年末年始、３/２０・２１は休み）

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」】
（※各店舗定休日、さくら・ねぷた期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

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】
（※各店舗定休日、さくら・ねぷたりまつ期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

津軽家ゆかりの古刹を訪ねて
【タクシーで巡る「古都ひろさき」と和料理満喫】
（※店舗定休日、さくら・ねぷたまつり期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

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、９/２０～２３、年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・２１はお休み）

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、８/１３・１４、９/２３、年末年始、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・２１はお休み）

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―プラン】
（※開催日はブナコ西目屋工場稼働日に準じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　夏季、年末年始休業有）

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】

お寺がずらり　英気を養うヒーリング体験
【禅林街界隈と座禅体験】
（※日時はお問い合わせください）

・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

※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）

１９：１５～２０：４５（約１時間３０分　徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒弘前公園 追手門口
⇒弘前公園（弘前城）⇒弘前公園東門口（解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥２，０００（税込※弘前公園有料区域入場料、記念品含む）
・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
日本一の桜の名所・弘前城の特におすすめなのが夜桜！この美しく咲き誇る桜にはたくさんの秘密が・・・。
その秘密を迷探偵が解き明かしながら夜の弘前城をご案内します！

集合時間・所要時間、集合場所・コース

※要予約：実施日の７日前まで　参加料：お一人様￥１０，０００（税込※タクシー代、食事代、施設入場・体験料含む）
・定員：２名様より催行　ガイド団体：北星交通
津軽と言えば津軽三味線！津軽三味線に触れ実際に奏でる体験をしたあとは、津軽三味線酒場で生の迫力ある演奏をききながら
郷土料理をご堪能♪まさに、津軽三味線三昧なコースです。

４/２３
（火）～

ツアー内容・備考

通年
（※

例外日
あり）

・体験料お一人様￥１，０００　・対象：中学生以上※保護者の同意があれば小学生以下の体験も可。　・定員：１～２０名
※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。
今話題のスマートグラスを使って、弘前城の満開の桜や２０１５年に曳屋工事でお城が動いた様子を見てみませんか？
専門ガイド付きでご案内。目の前の風景と３６０°パノラマ映像を見比べながらの散策は必見です。
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）　問：弘前市観光振興部観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

※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
今ふたたび注目をあつめる津軽の工芸「こぎん刺し」の製作体験と中心地商店街の土手町界隈を散策するツアー。
明治大正時代に建てられら教会や洋風建築物と津軽の伝統を守りながら生活に息づく工芸品の数々・・・。
歴史と文化が薫る街並みとレトロかわいい弘前をご堪能ください。

※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（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
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２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。

・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（解散場所）

・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：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⇒旧第五十九銀行本店本館
⇒追手門広場⇒喫茶店

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）
⇒土手町界隈⇒一番町界隈⇒旧第五十九銀行本店本館
⇒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　・お食事処：「おまかせ料理　すゞめのお宿」
弘前市の名所旧跡を物識りタクシードライバーがご案内し、弘前藩のルーツを巡ります。
往時に思いを馳せた後は、津軽の和食の名店、すゞめのお宿でちょっぴり贅沢な昼食を♪
古都ひろさきを大満喫でき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￥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
・喫茶店：下記よりお選び下さい
　　　　　「サロン・ド・カフェ　アンジュ」    営業時間９：３０～１８：００　休み：無休
　　　　　「大正浪漫喫茶室」　　　　　　　 営業時間９：００～１７：００　休み：無休
　　　　　「ブラッスリー・ル・キャッスル」  営業時間１１：００～２１：００　休み：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ィーツを召し上がれ♪

・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）⇒石場家住宅⇒誓願寺
⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒おまかせ料理 すゞめのお宿

※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：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
弘前の歴史がたくさん詰まっている新寺町界隈には、東北一の美塔とされる五重塔をはじめ
津軽ならではのお庭など、見どころがたくさん！
ただ歩いただけじゃ気付かない古のロマンを体感してみてはいかが？

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥１，５００（税込※拝観料含む・記念品付）
・定員：２０名（最少催行人数２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ヶ寺がずらりと立ち並ぶ“禅林街”は出城の機能を併せ持った，津軽藩ゆかりの寺院やスポットがたくさん残る場所。
途中立ち寄る寺院で、心落ち着く座禅体験を。日常を忘れ、無我の境地に導かれて。

・（約３時間）
コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒栄螺堂⇒長勝寺
⇒座禅体験⇒弘前天満宮⇒大阪屋⇒弘前市立観光館（解散場所）

・午前の部：　９：１５～１３：０５
・午後の部：１３：００～１６：５０
　（製作体験・昼食を含む４時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊取設⇒ブナコ西目屋工場見学・製作体験
⇒ＢＵＮＡＣＯ ＣＡＦÉで飲食⇒市内宿泊施設

※要予約：実施日の１４日前まで　・参加料：お一人様￥１６，０００（税込※タクシー代、ブナコ製作体験代、飲食代を含む）
※別途、製作体験での完成品の送料がかかります。 （送料はブナコ西目屋工場にてお客様よりお支払いとなります。）
・定員：２名様より催行　・ガイド団体：北星交通
いまやインテリアブランドとなった「ブナコ」製品。生活に溶け込む多彩な商品が揃っていますが、今回は使いやすいサイズの器づくりに挑戦です。
自身の手で生み出す造形の美しさとモノづくりの喜びを体験してみませんか？ＢＵＮＡＣＯ　ＣＡＦÉでの飲食付きです。

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥１，８００（記念品付）
・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
童心に帰り、探偵ごっこをしながら夕暮れ時の弘前のバックストリートを探検する９０分！
ガイドブックに載っていない名店や街角の裏話など、ディープな弘前を知りたいのならこのコースがおすすめ♪

１７：３０～１９：００（約１時間３０分　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）
⇒弘前中央食品市場⇒ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＳ通り
⇒吉井酒造煉瓦倉庫⇒土淵川⇒一番町坂
⇒三上ビル（旧弘前無尽株式会社社屋）
⇒明治屋ゴールデン街 ⇒城東閣⇒かくみ小路（解散場所）

・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
⇒旧第五十九銀行本店本館⇒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：２名様より催行
・お食事処：以下からお選び下さい
  「レストラン山崎」　営業時間：１１：３０～１４：００　休み：毎週月曜日（レストラン山崎を選択の場合は+￥５００）
　「ポルトブラン」     営業時間：１１：３０～１４：００　休み：毎週日曜日
  「シェ・アンジュ」    営業時間：１１：３０～１４：３０　休み：毎週日曜日
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　・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（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
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内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♪

・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）⇒最勝院五重塔
⇒袋宮寺⇒稲荷神社⇒貞昌寺⇒追手門広場（解散場所）

※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いえばご存じ、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♪

・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）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒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
⇒旧第五十九銀行本店本館⇒弘前市立観光館（解散場所）

４/１
（月）～

１５：４５～２０：００
（食事時間を含む４時間１５分程度　タクシー移動）
・コース行程：宿泊施設⇒津軽藩ねぷた村
（津軽三味線演奏体験・見学）
⇒追手門広場⇒津軽三味線居酒屋


