
イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前ねぷたまつり（～７日）

１日～４日：土手町コース
５日・６日：駅前コース
７日(なぬか日)：
　　　土手町なぬか日コース

１日～６日
１９：００運行開始

７日(なぬか日)
１０：００運行開始

藤田記念庭園　夜間開園（～４日、１３～１５日、２６日） 藤田記念庭園　洋館、高台部、低地部 １７：００～２１：００

3 木 ＤＡＮＣＥ交流文化祭２０１７（～４日）
ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

３日：
講師により時間帯が
異なります。
　
４日：１２：３０～

4 金 第８回ゆかたｄｅねぷたウォーク
さくら大通り集合
（弘前ねぷたまつりに参加）

１８：３０～

5 土 岩木川市民ゴルフ場スペシャルデー２０１７（～６日）
岩木川市民ゴルフ場
５日：第１ホール
６日：ニュースポーツコース

５日９：３０～１４：３０
６日９：３０～１５：３０

6 日 第４回大森勝山じょうもん祭り 史跡大森勝山遺跡 ９：００～１５：００

7 月 なぬかびおくり
岩木川河川敷
（悪戸字鳴瀬）
※茜橋上流

開場１７：００
終了予定２０：３０

弘前大学ＯＰＥＮ ＣＡＭＰＵＳ
弘前大学文京キャンパス、
本町キャンパス

１０：００～１５：００
（受付９：３０～）

弘前大学オープンキャンパス２０１７
ひろだいナビゲートレクチャー

弘前大学　総合教育棟２１７講義室 １２：００～１４：４５

ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ　－ＨＩＰＨＯＰ＆ＬＯＣＫ－ 弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

9 水 ラブライブ！サンシャイン！！ねぷた展示（～９/１２） 弘前市まちなか情報センター ９：００～２１：００

11 金祝 弘前城本丸石垣修理体験イベント（～１２日） 弘前公園　本丸 ９：３０～１５：３０

12 土 ２０１７　爆笑！お笑いまつり ｉｎ ひろさき 弘前市民会館　大ホール

１回目
開場１２：３０　開演１３：００
２回目
開場１５：３０　開演１６：００

15 火 ２０１７　野市里大納涼祭 野市里 １０：００～１９：００

ファッション甲子園２０１７
第１７回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会

弘前市民会館　大ホール １３：００～（１２：００開場）

追手門広場フリースタイルマーケット 追手門広場 １０：００～１５：００頃

26 土 Ｃｒｏｓｓ．ｓ × Ｆｌａｓｈ２０１７
～光～音～食のフェスティバル～

岩木山総合公園 １１：３０～２２：００

1 火

8 火

20 日

2017年8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２９年７月２９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

参加費無料（要事前申込）
内容：ねぷたのスタート地点にゆかた姿で集合！先頭のじょっぱり太鼓を引きます。
申込・問：平井さん（０９０－２７９２－７２０５）
●当日の着付けをします　着付け料：￥５００　時間：１５：００～１８：００
場所：弘前駅前記念会館（駐車場あり）
申込締切：８/１　※ゆかた一式をお持ち下さい。レンタルもあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
●ゆかた ｏｎｅ ｄａｙ 講習会　料金：１回￥５００（要事前申込）
日にち：８/４　時間：①１５：００～１６：３０　１６：３０～１８：００　場所：弘前駅前記念会館
申込・問：一般財団法人 民族衣裳文化普及協会 東北支部（ＴＥＬ/ＦＡＸ０１９－６５１－３０６６　フリーダイヤ０１２０－０２９－３１５）

【有料観覧席】イス席（１日～６日）：￥２，０００（弘前産りんごジュース・ねぷたうちわ・ガイドひろさき２０１７が付きます）
※小学生未満のお子様でも1人分のイス席を使用する場合はお申込みを頂きます。
桟敷席（１日～４日）：大人￥２，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわ・ガイドひろさき２０１７が付きます）
桟敷席（１日～４日）：小中学生￥１，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわが付きます）
※悪天候によりまつりが中止となる場合もあります。中止以外の払い戻しは致しませんので、予めご了承ください。
（雨天中止の決定は１７：００となります）
プレイガイド：窓口販売による購入〇弘前市立観光館〇弘前市まちなか情報センター/チケットぴあによる購入（Pコード：６３５－９７３
サークルKサンクス、セブンイレブン）※「チケットぴあ」での販売は７/２３まで※窓口販売は売切次第、終了となります。
 また、電話予約は受付けられませんので予めご了承下さい。
※「チケットぴあ」でのチケット購入の詳細は弘前観光コンベンション協会ＨＰをご覧ください。
【ラブライブ！サンシャイン！！ねぷた運行】（１日～４日）
【出陣式・アトラクション】８/１～４※ねぷた参加団体出陣式セレモニーは８/１・２のみ
■１日　１８：００～津軽情っ張り大太鼓模範演技・試し打ち体験→１８：１０～ねぷた参加団体出陣式セレモニー→１８：２８～審査員紹介
　→１８：３０～ 弘前ねぷたまつり出陣式
■２日　１８：００～津軽情っ張り大太鼓模範演技・一般客試し打ち体験→１８：３０～ねぷた参加団体出陣式セレモニー
　→１８：４８～審査員紹介→１８：５０～弘前ねぷたまつり出陣式
■３日　１８：１５～津軽情っ張り大太鼓模範演技・一般客試し打ち体験・ねぷた囃子で大合奏！→１８：５０～弘前ねぷたまつり出陣式
■４日　１８：１５～津軽情っ張り大太鼓模範演技・一般客試し打ち体験→１８：５０～弘前ねぷたまつり出陣式

問：公益社団法人弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

ライトアップした幻想的な空間で庭園を散歩してみませんか？
入園料：大人￥３１０　子供（小中学生）￥１００　問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

世界レベルのダンサーが講師や審査員として参加します。
<３日>ワークショップ　対象：学生および教育関係者
<４日>コンテスト（ショーケース部門・クルーバトル部門・ソロコンテスト部門）
申込方法：７/４から、参加チケット￥２，０００を購入の上、電話で、ひろさき芸術舞踊実行委員会（０１７２－８８－６４９９）へ。
※事前のチケット購入だけでは、参加の申し込みは完了しません。１枚の参加チケットでワークショップとコンテストに参加できます。
チケット取扱所：ヒロロ（１階インフォメーション、３階文化交流館窓口）、ひろさき芸術舞踊実行委員会（山道町）
問：弘前市民文化交流館内 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）

参加料無料（事前申込不要）
※オープンキャンパス当日、各キャンパスの総合受付でプログラム等資料をお渡しします。
弘前大学への到着後は、まず総合受付へお越しください。
※両キャンパスとも駐車スペースがありませんので、特別な事情がある場合を除き、自家用車での来場は遠慮願います。
　 近隣の商業施設等への無断駐車は厳に謹んでください。
問：弘前大学学務部入試課（ＴＥＬ０１７２－３９－３９７３・３１９３　ＦＡＸ０１７２－３９－３１２５　ＨＰ：http://www.hirosaki-u.ac.jp/～nyu/）

●５日【イベント】白戸由香プロのワンポイントレッスン
時間：①９：３０～１１：３０②１２：３０～１４：３０　参加料￥５００（別途使用料が必要・要事前予約）
対象：ゴルフ経験者各コース２０名※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。
●６日【ウォーターパーク】アスレチック迷路（島渡り、ウォーター射撃など）、水上ミッション（アヒルすくい、ボール集め）
時間：①９：３０～１０：３０②１１：００～１２：００③１３：００～１４：００④１４：３０～１５：３０
参加料￥３００　対象：①②幼児、③④小学生　各コース２０名（先着順）※幼児は保護者同伴、小学生は保護者同伴不要。雨天中止。
水にぬれても良い服装で参加を。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。各自傷害保険に加入を。
申込・問：各開催日の３日前までに、岩木川市民ゴルフ場 （０１７２－３６－７８５５）へ。

参加無料（事前申込不要）　※雨天決行
内容：①環状石を上から眺めよう「展望台」（全日・随時)
②遺跡をすみのすみまでご案内「遺跡探検隊」（１０：００、１４：００の２回、４０分ほど）
③「縄文クイズラリー」（全日・随時）
④「地産地消ふるまい鍋」（お昼ころ）
⑤「ちゃれんじ！野菜焼」（１１：００～１４：００ころ）
⑥「たいけん！竪穴建物」（随時　屋根かけ体験は１０：００ころ）⑦「ドキドキ！チェンソーアート」（全日）
⑧縄文時代を体感「わくわく！じょうもん生活」（随時）
問：弘前市教育委員会文化財課（０１７２－８２－１６４２）

かつて、なぬかびにねぷたを水に流したという風習を、炎で流し送るという意味に置き換え、 新しいイベントとして、なぬか日の夜に、
ねぷたまつりのフィナーレを飾ります。岩木川沿いの土手を十数台の本ねぷたが運行する「ねぷた流し」や、ねぷたを炎で清め送る
「なぬかびおくり」を行います。
入場無料※雨天中止　会場への入場は、茜橋側からのみとなりますのでご注意ください。
【ステージイベント　１７：００～】出演者：渋谷幸平、鳥井野獅子舞踊保存会、本間愛音、よさこい桜会、木田俊之
※出演者は変更になる場合があります。
【ねぷた流し　１９：３０～】河川敷の土手を上流方面から下流方面へ運行。
【ねぷたおくり　２０：１０頃】今年は初めて大型ねぷたを清め送ります。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

石垣修理について、石垣の構造はどのようになっているのか、石積みの伝統的技法はどのようなものだったのかなど、
昔からある道具を使って体験しながら学ぶことのできるイベントを開催します。
先人が築いた石垣について詳しく知ることができる貴重な機会ですので、ぜひおいでください。
参加料無料（ただし、入園料は必要）　※小雨決行
イベント内容：【①石積み石吊り体験】大型模型を使って石積み石吊りに挑戦できます（要予約）
【②石曳き体験】実際に石をひくことができます（要予約）
【③石垣解体足場回廊体験】解体足場を歩きながら、石垣の表情を間近で観察できます（要予約）
【④石垣解体発掘現場説明会】発掘現場状況の説明を近場で受けられます。　時間：①１１：００～ ②１４：００～
【⑤石垣普請番屋（学習館）の開館】天守台から出土した銅製容器などの地鎮具（じちんぐ）の公開、その他の出土品・石工道具の展示、
石垣に関する説明パネルなどの展示のほか、ガラス越しに石垣修理現場を見学できます。
体験イベント（①～③）の申込期限：７/３１（必着）　※応募多数の場合は抽選で決定します/動きやすい服装・履物でおいでを/
小学生未満は体験できません（③のみ小学生は保護者同伴）。
申込方法：郵送かＦＡＸまたはＥメール（体験を希望するイベント名〈①石積み石吊り体験、②石曳き体験、③石垣解体足場回廊体験〉、
住所、参加者全員の氏名、連絡先、希望日時〈午前または午後を指定〉を記入）で、
弘前市広聴広報課（〒０３６ー８５５１　白銀町１－１　ＦＡＸ０１７２－３５－００８０　Ｅメール：kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）へ。
イベント内容についての問：弘前市公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）　申し込みについて：弘前市広聴広報課（０１７２－４０－０４９４）

白神山地の恩恵を受ける弘前の自然や文化の魅力を、「光」・「音楽」・「食」を通じて発信するイベントを開催します。
◆入場料￥１，５００（１８歳以下は無料〈入場時に学生証などの年齢を確認できるものの提示を〉）※当日券あり。
◆ 入場券販売所　ローソンチケット（Ｌ コード：２１７０４）、まちなか情報センター、さくら野百貨店弘前店、中三弘前店、
ヒロロインフォメーション　など
【音楽ステージ】メインアーティスト モン吉 （もんきち）、にゃんごすたー、りんご娘、弘前暴動ほか
【白神バーベキューテラス】白神山地や岩木山周辺で採れた野菜や果物の販売のほか、採れたての食材をその場で味わうことのできる
バーベキューコーナーとピザ窯を設置し、気軽にキャンプスタイルを楽しめます。
【岩木山ナイトジョグ】夜の岩木山、弘前の夜景、イルミネーション、クリエイターの作品展示など、津軽の四季を演出したコース巡りを
楽しめます。

●会場へは無料シャトルバスが便利！弘前駅城東口乗場と岩木山総合公園間を約１時間半おきに運行します。
往路：弘前駅城東口発…１０：３０/１２：００/１３：３０/１６：００/１７：３０/１９：００
復路：岩木山総合公園発…１２：４５/１４：１５/１６：４５/１８：１５/１９：４５/２１：１５/２２：１５
問：弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８）

テレビで活躍中のロッチ、アキラ１００％、カミナリなどによるお笑いまつりを開催します。
入場料：Ｓ席￥３，５００　Ａ席￥３，０００（当日は￥５００増）
チケット販売所：市民会館、弘前文化センター、さくら野弘前店、ＥＬＭショッピングセンター、ローソンチケット（Ｌコード２２６７８）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４　第３月曜日は休み）

初日の展示は準備が出来次第となります。　問：弘前市まちなか情報センター（０１７２－３１－５１６０）

弘前大学を代表する講師が「学ぶこと」の魅力、将来の夢などをみなさんに語りかける公開講座です。【テーマ】「大学の学び」への招待
○１講座目「光を使って物を調べる」１２：００～１２：４５
○２講座目「植物を動物的に捉えるー視点の転換から見えるもの」１４：００～１４：４５
問：弘前大学学務部教務課　教務企画担当（０１７２－３９－３１０８　ＨＰ：http://hirosaki-u.ac.jp）

観覧無料　問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

ミニ電車・ＳＬがやって来る！魚のつかみ取り、野外生ライブ、いろんな露店が来ます！
【カラオケのど自慢大会】１７：００～
問：ＡＮＥＫＫＯ（あねっこ）（０１７２－８２－１０５５）

入場料￥５００（全席自由）
入場券販売所：
<弘前>弘前商工会議所事務局/弘前市まちなか情報センター/さくら野百貨店弘前店/弘前市立観光館インフォメーション
中三弘前店/弘前大学生協シェリア店/ヒロロ１Ｆインフォメーション/弘南鉄道　弘前駅・中央弘前駅/弘前市民会館
<五所川原>ＥＬＭインフォメーション　<青森>成田本店しんまち店４Ｆ/サンロード青森１Ｆ総合サービスカウンター　<八戸>ラピア
※購入不可能な地域にお住まいのかたはファッション甲子園実行委員会事務局までお問い合わせください。
問：弘前商工会議所内　ファッション甲子園実行委員会事務局
（ＴＥＬ０１７２－３３－４１１１　ＦＡＸ０１７２－３５－１８７７　Ｅメール：f-koshien@hcci.or.jp)

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）
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プール

日 曜日 イベント名 場所 時間

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（～９/１０）
※夏休み期間は毎日開場

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
（兼平字猿沢）

①９：００～１２：００
②１３：００～１７：００
③１８：００～２１：００
※１日３回の入れ替え制

第３市民プール（～９/３）
木曜日休場※夏休み期間は毎日開場

第３市民プール（八幡町３丁目）

①９：００～１１：３０
②１２：３０～１５：００
③１５：３０～１８：００
※１日３回の入れ替え制

城北ファミリープール（～９/３）
火曜日休場※夏休み期間は毎日開場

城北ファミリープール（八幡町１丁目）

①９：３０～１１：３０
②１２：３０～１４：３０
③１５：００～１７：００
※１日３回の入れ替え制

７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

第４１回企画展「石坂洋次郎～『青い山脈』７０年～」
（～１２/２８）

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館は１６：００まで）

観覧料：一般￥１００　小・中学生￥５０　※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、
多子家族応援パスポートをお持ちの方、県内外の障がい者は無料。
(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

アート・展示会

弘前公園観光人力車（～１１/１５）
①弘前公園　追手門⇒下乗橋
②弘前公園　東門⇒下乗橋

９：００～
１６：００（最終乗車受付）

乗車料金１台￥２，０００（税込）　乗車定員：２名まで※各コースとも約１５分程度の乗車となります。
天候により営業時間は変更になる場合があります。荒天時は営業を見合わせることがあります。
【ご利用のご案内】
①下乗橋からも乗車できますが、あくまでも下乗橋でお客様が降車され、折り返しの場合のみとなります。
　 基本的に乗車場所は追手門または、東門となります。
②乗車希望の方は弘前公園追手門・東門の各スタート地点へお越しください。
　 事前予約はできませんので、ご了承ください。
③本年度は社会実験として運営いたしますので乗車された方へアンケートのご協力をお願いいたします。
【ご乗車された方への特典】
観光人力車乗車券のご提示で、弘前城本丸・北の郭、弘前城植物園・藤田記念庭園へ団体料金で入園できます。
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

イベント
ピックアップ

特別企画展１ ～明治､写実(リアル)に出会う～
「日本近代洋画の誕生」-山岡コレクションを中心に-
（～７/１７）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

初期洋画の宝庫として知られる「山岡コレクション」を中心に、高橋由一、黒田清輝、青木繫、藤島武二ら、
日本の近代洋画を築いた画家たちの作品を紹介します。
観覧料：●企画展一般￥２８０（￥２１０）　高校・大学生￥１４０(￥１００）　小・中学生￥８０(￥４０）
           ●特別企画展 一般￥８００（￥６００）　高校・大学生￥４００（￥３００） 小・中学生￥２００（￥１００)
※（　）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。
※展覧会を無料で観覧するには、受付にて、年齢、住所等を証明するものをそのつどご提示ください。
　 ご提示がない場合は、有料となりますので、ご注意ください
問：弘前市博物館（０１７２－３５－０７００）会期中無休

アート・展示会

弘前公園早朝散策　朝市体験
（～１０/１５までの毎週日曜日）

津軽藩ねぷた村 こみせ通り ６：３０～７：３０（雨天決行）

早起きは三文の徳！　無料タクシー運行・朝食前に名所と名物「朝市」体験
弘前観光ボランティアガイドがご案内する弘前公園早朝散策と地元ＪＡの生産者が直接販売する朝市を
体験しませんか？朝市は毎回３０名程度の生産者が野菜・果物・花・漬物などを販売。青森県の特産品コーナー、
新鮮な魚介販売コーナーも設置致しております。
問：津軽藩ねぷた村（０１７２－３９－１５１１）

朝市

郷土文学館スポット企画展　北の文脈文学講座
「石坂洋次郎－エッセイに見る素顔」（～８/３１）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

内容：石坂洋次郎の１５冊のエッセイ集や写真を中心に展示します。
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

アート・展示会

かみどて朝市
（～１０/２９の毎週日曜日※８/１３を除く）

えきどてプロムナード
（みちのく銀行上土手町支店傍）

６：００～８：３０
今年は、小物服飾のお店も出店！毎回、出店者持ち回りの特売コーナーも注目！
※お得な「あさいち・お買物券」￥１，３００分のお買物券が￥１，０００！販売はあさいち会場にて、６：００より
※限定１，０００冊！無くなり次第終了いたします。問：亀尾さん（０９０－９７４５－７５９７）

朝市

十七回忌　佐藤雲外遺作展（～８/１０） 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・祝日休館 アート・展示会

Ｓｔａｒ　Ｗｅｅｋ絵画展　プラネタリウムに絵を飾ろう
（～８/２１）

弘前市立中央公民館
（弘前文化センター）

テーマ：たのしいうちゅうりょこう/おもしろい星座をみつけたよ
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１　Eメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）※毎週火曜日は休み

アート・展示会

特別企画展２　『画家　安野光雅展』
「ふしぎなえ」から「旅の絵本」（～９/３）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

観覧料：一般￥８００（￥６００）　高校・大学生￥４００（￥３００）　小・中学生￥２００（￥１００）
※（）内は２０名以上の団体料金※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。※展覧会を無料で観覧するには、受付にて、年齢、住所等を
証明するものをそのつどご提示ください。ご提示がない場合は、有料となりますので、ご注意ください。
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）※会期中無休

カブト・クワガタ展（～８/６） こどもの森 ８：３０～１６：３０ 問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

工藤盛龍「ねぷた絵展」（～８/２０） ギャラリーあねっこ ★８：３０～１８：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

２０１７平成まんじ札（～８/３１） 市内各参加店

数十年前、弘前のお店・施設で無料配布されたお札。各お店、店舗の独創的なデザインが話題を呼び、
子ども達を中心に大流行しました。
平成まんじ札として復刻し、今年度で六年目を迎えます。※各店舗なくなり次第終了
※全店舗の平成まんじ札を集めた方、先着１００名に記念品を差し上げます。全ての札をご持参の上、当会議所まで
お越しください。
【心得その壱】配布場所へ立ち寄り、「まんじ札ください！！」と元気な声で言うべし。
　　　　　　　　　※まんじ札は一人一回一枚無料でもらえます。
【心得その弐】他人へ迷惑をかけるべからず。※知らない場所へ貼ったり、盗むのは禁止です。
【心得その参】配布場所に迷惑をかけるべからず。※忙しそうなときは、待つか、時間をずらしてください。
　　　　　　　　　閉店時間ギリギリや、休日などに無理をしてもらいに行かないでください。
【心得その肆】ポスター、チラシをヒントに収集すべし。
※配布店舗、施設へ収集に関するご質問はご遠慮ください。
　当会に関してもご質問の内容によってはご対応いたしかねます。
問：弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８）

イベント
ピックアップ

ねぷたミニ展（～８/７） 弘前市立観光館２階　ロビー 問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１） アート・展示会

イベント
ピックアップ

アート・展示会

カラン、コロンと街歩き。浴衣れんたる（～８/２０） 弘前市内
受付時間　１０：００～１８：００
返却時間　翌日１２：００まで

料金：浴衣レンタルコース（浴衣、帯、下駄）￥３，７８０（税込）※着付けはサービスです。
　　　　浴衣ご購入コース（浴衣、帯、下駄）￥８，１００（税込）※着付けはサービスです。
※料金は女性用フリーサイズの金額です。※男性用や小物オプションの料金については、
　　貸出窓口までお問い合わせください。
※６店舗の貸出窓口では、着くずれのお直しのサービスがあります。
※浴衣を着るときは、胸元のあいたＶネックＴシャツやキャミソール等の下着（肌着）またはそれに代わるスリップ等を
必ず着用してください。
※着用の汚れ、破損、クリーニングについて：通常着用の範囲の汚れ（食べこぼし、泥はね等）のクリーニング料金は
いただきませんが、修復不可能な汚れ（油性ペンキ等）、破損（タバコの焼け焦げ、縫製部分以外の破れ、穴あき等）は
損害金として追加料金￥４，３２０（税込）をお支払いいただきます。
※返却時間を過ぎた場合は１日につき追加料金￥２，１６０（税込）をお支払いただきます。
※ご返却がない、または紛失の場合は買取とみなし、追加料金￥４，３２０（税込）をお支払いただきます。
※申込み＆貸出し窓口とヘアセットオプション加盟店にて着くずれを無料でお直しします。
◆オプション（有料）◆販売用の下着（肌着）があります。帯飾りや巾着等の小物レンタルがあります。
●申込＆貸出窓口：お電話にてご希望の窓口へ３日前までに要予約
　・アートホテル弘前シティ（０１７２－３７－０７００）　／　・弘前パークホテル（０１７２－３１－００８９）
　・マルダイ２１（０１７２－８８－５６２１）　／　・ＫＡＮＡＭＯＲＩ（０１７２－３３－５５５１）
　・石場旅館（０１７２－３２－９１１８）　／　・夢や（０１７２－３２－８１１１）　／　・きものセンター（０１７２－３３－００１１）
●女性ヘアセットオプション：事前予約　￥１，６２０（税込）　当日￥２，１６０（税込）
●ヘアセットオプション加盟店：・ビューティーサロン エトワール　・Ａｔｌａｎｔｉｃａ　・ヘアルームみやかわ
　・おしゃれ工房　ぱぁ～ま屋　・ＢＯＮＩＴＯ　・ＢＡＭＢＯＯ・ＶＥＲＮＯ ｏｆ ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　・美容室ＨＩＲＡＴＯＹＡ
　・Ｐｒｉｎｔｅｍｐｓ ｍｉｅｕｘ　・ｕｎｄｅｒ-ｃｏｌｏｒｓ ｘ ｐｉｃａｓｓｏ
　・Ｋ－ＴＷＯ　・美容室 ｄｅｗ　・Ｂ.Ａ.Ｍ.ｓａｌｏｎ Ｖｉｎｔａｇｅ ｐｒｅｍｉｕｍ　・ａｓ ｈａｉｒ
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

４/２２
（土）～

お問い合わせ先・備考

７/１
（土）～

１/１２
（木）～

７/２４
（月）～

６/１７
（土）～

・一般￥２７０、高校生￥１４０、小・中学生￥５０※水泳帽の着用をお願いしています。販売あり。
・回数券（１１回）一般￥２，７００、高校生￥１，４００、小・中学生￥５１０
・団体（３０人以上１人につき）一般￥１６０、高校生￥９０、小・中学生￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（０１７２－８２－５７００）

・個人（１回）…一般￥２７０、高校生￥１４０、小４～中学生￥５０
・回数券（１１回）…一般￥２，７００、高校生￥１，４００、小４～中学生￥５１０
・団体（３０人以上１人につき）…一般￥１６０、高校生￥９０、小４～中学生￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。問：第３市民プール（０１７２－３７－２０１５）

・個人（１回）…一般￥３２０、高校生￥２１０、小４～中学生￥１１０
・回数券（１１回）…一般￥３，２００、高校生￥２，１００、小４～中学生￥１，１００
・団体（３０人以上１人につき）…一般￥２６０、高校生￥１７０、小４～中学生￥９０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。問：城北ファミリープール（０１７２－３７－２０１６）

６/１８
（日）～

７/１
（土）～

６/１０
（土）～

★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。

６/１
（木）～

７/２
（日）～

７/１８
（火）～

７/２２
（土）～

７/２３
（日）～

７/３１
（月）～

※第２市民プール（中野３丁目）は休場します。



8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

Ａ．ｓｅｌｅｃｔ　５ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　ＰａｒｔⅡ
～こぎん刺し作家７人の女たち展～（～７日）

スマイルホテル弘前１階
セレクトショップ　Ａ．ｓｅｌｅｃｔ

１０：００～１９：００

津軽の伝統工芸こぎん刺し７作家の最新作を一堂に会して展示販売・ワークショップを開催致します。
【ワークショップ】○１日（火）～４日（金）１０：３０～１４：００　○５日（土）１０：３０～１７：００
料金：￥１，０００＋ｔａｘ（５周年記念特別価格）
アイテム：ヘアゴムまたはプチフレーム※時間内に随時受付しております。
混雑時はお待ちいただく可能性がございますのでご了承ください。
問：スマイルホテル弘前１階　セレクトショップ　Ａ．ｓｅｌｅｃｔ（０１７２－３４－２２４８）

アート・展示会

ヒロロ健康サークル～みんなで体を動かそう！
～（他８日、２２日、２９日）

ヒロロ３階　健康ホール
１０：３０～１１：５０
受付１０：００～

参加無料（各自傷害保険に加入を）　対象：毎週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：ひろさき健幸増進リーダーによる体操　※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

一般社団法人　日本機械学会
ロボティクス・メカトロニクス部門
東北地区特別講演会「スポーツと移動ロボット」

弘前大学理工学部１号館５階
第１０講義室

１６：００～１８：００

参加無料※事前予約不要
プログラム
①「つくばチャレンジ－日本中の大学から移動ロボットが集まって、市街地を自律走行させる公開走行実験－」
１６：００～１７：００
②「冬季スポーツの工学研究と地域の健康寿命延伸 ～冬季スポーツ科学研究推進センターの取り組み～」
１７：００～１８：００
問：佐川貢一さん（０１７２－３９－３６９１　Ｅメール：sagawa@hirosaki-u.ac.jp）

講演・講座・
セミナー

弘前公園武徳殿の夏企画
津軽「漆」ワークショップ（～６日）

弘前公園内　武徳殿休憩所 １０：００～１５：００
津軽塗りの一部工程（研ぎ出し）が体験できます。
体験料有料（別途入園料が必要）　体験時間：約３０分（製品により時間がかかる場合があります。）
問：みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

アート・展示会

平成２９年度
ＪＳＰＳ二国間交流事業共同研究/セミナー
地方大学生の地元就職の決定要因とその促進策
（～２日）

１日：ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール
２日：弘前大学人文社会科学部４階
多目的ホール

１日：１４：００～１６：３０
（開場１３：３０）
２日：１０：３０～１４：００

本セミナーは、地方から都市部への人口流出が深刻な社会問題となっている日韓両国において、
地方の若年者の地域定着の決定要因を明らかにし、若年者流出の抑制策を模索することで、
日韓両国の地方労働市場と若者の就業意識に注目し、地方大卒者労働市場における需給のミスマッチについて、
量的調査結果と若者地元就職と定住を促進する政策案を提案する場として開催いたします。お気軽にお越しください。
参加無料（※事前申込不要。当日の参加が可能）　対象：一般の方・行政関係者・学生の方１００名
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　Eメール：irrc@hirosaki-u.ac.jp　平日１０：１５～１７：００）

講演・講座
セミナー

親子ｄｅ チャレンジスタンプラリー（～３１日）
弘前図書館・岩木図書館・
相馬ライブラリー・こども絵本の森

参加料無料
内容：弘前図書館・岩木図書館・相馬ライブラリー・こども絵本の森をまわり、４つのスタンプを集めよう。
一番最後の図書館で、集めたスタンプを見せると特製しおりをプレゼント！
※スタンプラリーの台紙は各図書館で配布します
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４、17 日は休み）／岩木図書館（０１７２－８２－１６５１、月曜日は休み）／
　　相馬ライブラリー（０１７２－８４－２３１６、水曜日は休み）／こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５、17 日は休み）

お子様向け催し・
子育て・教育

青柳省吾切り絵展（～１５日）とワークショップ（２６日）
【切り絵展】ライトアップも行います。観覧料無料（ただし、入園料は必要）
【切り絵ワークショップ】参加料￥５００～
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

アート・展示会
講演・講座
セミナー

ひょうたんランプとビーチコーシング（～１１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ー２９０２　※８/８休館日） アート・展示会

乳井神社　宵宮 乳井 夕方～ 店数３０ 宵宮

くらしとお金の安心相談会 ヒロロ３階　市民生活センター １０：００～１６：００
相談無料※要事前予約　内容：生活再建や債務整理に必要な資金の貸し付けについて
申込・問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

お仕事説明会（他１５・２８日） ヒロロ３階　多世代交流室２
１３：３０～１６：３０
（受付は１３：００～）

市内企業の人事担当者が仕事内容などを説明します。求職中の人であれば誰でも参加でき、面接も可能です。
参加企業数：３～５社（予定）　定員：２０名程度
その他：ハローワークに未登録の人も参加可。雇用保険受給資格者証を持っている人は持参を。
参加企業は青森労働局ホームページ（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）または市ＨＰをご覧ください。
問：弘前就労支援センター内　 Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

ベビー広場（～４日）
ヒロロ３階
駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

参加料無料　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。
今月は赤ちゃんのために簡単手作りおもちゃを作ります。
対象：２日/～８ヶ月まで　３日/９ヶ月～１２ヶ月まで（１歳のお誕生会もします）
４日（１歳１ヶ月～１歳３ヶ月まで）　定員：各１５名　問：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

乳井神社大祭 乳井 店数５ 宵宮

体力づくり＆ウォーキング教室
（～９/２１の毎週木曜日）

ヒロロ３階　健康ホール １３：３０～１５：００

参加無料（各自傷害保険に加入を）　対象：市民２０名　内容：ストレッチ体操、筋力トレーニング、
障害物を使ったウオーキング
※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。※申込は既に締切
問：運動公園（０１７２－２７－６４１１）へ

健康セミナー

親子で英語体験１．２．３！ ヒロロ３階　イベントペース １０：３０～１１：３０
参加料無料※要事前申込　対象：０歳～就学前の子どもとその保護者２５組（先着順）
問：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）

お子様向け催し・
子育て・教育

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

市役所新庁舎２階　収納課

１０：００～１１：００
１４：００～１５：００
（２４日は
　１８：００～１９：００も受付）

相談無料※要事前予約
内容：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）が
個別に対応します（１人１時間まで、先着順）
申込・問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２/７０３３）

相談会

最勝院・八坂神社　宵宮 銅屋町 夕方～ 店数９０ 宵宮

観葉植物展（～２０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

第１５回弘前カップ バスケットボール大会（～６日） 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

平成２９年度第１回機器分析センターセミナー 弘前大学　理工１号館５階ほか ９：００～１５：００

機器分析センターでは、「核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）」に関するセミナーを開催します。ＮＭＲとは、試料中で原子核の
おかれている環境について種々の微視的な情報を得ることができる装置であり、特に、１H核や１３Ｃ核による
高分解能測定は、低分子量の有機化合物、無機化合物から生体関連物質にいたるさまざまな物質の微細な
構造に関する詳細な情報を得ることができる装置です。皆様の多数のご参加をお待ちしております。
参加費無料　対象：教職員、学生、一般の方※申込は既に終了　定員に余裕がある場合は、当日参加も歓迎します。
問：弘前大学　研究推進課　機器分析センター担当
（０１７２－３６－２１１１　内線３９１３　Ｅメール：kiki@hirosaki-u.ac.jp）

第一印象向上委員会
①メイクアップセミナー～あなたの魅力を引き出す～
②証明写真の達人セミナー～あなたの魅力を伝える～

ヒロロ３階　多世代交流室１
①１０：００～１２：３０
②１４：００～１５：３０

受講無料　対象者：１５歳～４５歳未満の若年求職者　定員：①１５名②１０名
内容：①ビジネスシーンにおいての身だしなみとして、また一社会人として基本的なメイクアップと就職活動に
ふさわしい髪形などを学ぶセミナーです。
②自分の第一印象を決めてしまうかもしれない証明写真は写り方によって印象が大きく変わることも。
このセミナーでプロのカメラマンから第一印象を良くする証明写真の写り方を学びませんか？
※セミナー終了後、撮影希望者を対象に証明写真撮影を行います。証明写真の撮影をご希望の方は、
スーツでご来場ください。撮影料は自己負担になります。詳細はお問い合わせください。
撮影希望者多数の場合、別日に撮影をお願いすることもございますので予めご了承ください。
申込締切：①申込は既に締切　②８/３※電話かメールで【名前・年齢・性別・連絡先・証明写真撮影希望の有無】を
              お伝えください。
問：ひろさき若者サポートステーション（０１７２ー３５ー４８５１　Ｅメール：hirosapo@ims-hirosaki.com）

みんなでつくる形と空間展（～６日） 百石町展示館 ９：００～２０：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

第１回津軽写真倶楽部展（～７日） 百石町展示館
１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７２６３） アート・展示会

秋まき野菜の栽培 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）
講演・講座・
セミナー

ゆうれい展（～２１日） ギャラリー森山 １０：００～１６：００
入館料：大人￥５００　子供￥３００
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

アート・展示会

弘前大学公開講座「夏休みの数学２０１７」（～６日） 弘前大学理工学部 １０：３０～１５：００

受講料無料　定員：各４０名　対象：中学・高校の数学担当教員、数学に興味のある市民・高校生
内容：８/５日「ユニット折り紙とグラフ理論」　８/６「行列と線形作用素を訪ねる」※申込は既に締切
問：弘前大学大学院理工学研究科総務グループ総務担当（ＴＥＬ０１７２－３９－３５１０　ＦＡＸ０１７２－３９－３５１３）
※「あおもり県民カレッジ」の単位認定講座です。

講演・講座・
セミナー

弘前大学スティールパン部　Ｓｕｍｍｅｒ　Ｃｏｎｃｅｒｔ 藤田記念庭園　洋館 ①１１：００　②１３：３０ 入場無料　問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）
ライブ・
コンサート

扇舞会　ゆかたざらい 弘前文化センター 開演１２：００ 入場無料　問：西川さん（０１７２－３４－４２０８）

津軽カタリスト　太宰治ドラマリーディング
夏の定期公演２０１７

太宰治まなびの家 開演１４：００
入場無料※事前予約不要・全席自由　　上演予定作品：「たずねびと」「恥」「朝」「雀こ」（上演時間　約６０）
問：津軽カタリスト代表　平田さん（０９０－３１２３－３８６１）

Ｓｕｍｍｅｒ スクール「飼育員のお仕事体験」 弥生いこいの広場（集合・解散） ９：００～１４：００

動物広場にいる動物たちのお世話をする体験ができます。１日飼育員になろう！
参加料￥３００（豚汁、ジュース代を含む）　対象：小学生１５名（先着順）
持ち物：おにぎり、タオル、着替え、帽子、長靴、手袋　内容：獣舎の清掃、エサの準備、エサやりなど動物のお世話
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

お子様向け催し・
子育て・教育

観察会　月面クレーターを観察しよう 星と森のロマントピア　天文台 １９：００～２１：３０
入館料：高校生以上￥２００　４歳～中学生￥１００　３歳以下、市民は無料。
通常開館時間：１３：００～２２：００（最終入館は２１：３０）
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３　月曜日は休館）

その他

今先生の無料健康相談（他１９日） ヒロロ３階　健康広場相談室
１３：００～１６：００
（時間指定不可）

相談無料※要事前予約
内容：からだのことなどで気になることや、健康広場のセルフチェックコーナーの計測結果についての相談
申込・問：ヒロロ３階　健康広場（０１７２－３５－０１５７）

相談会

もえ＆つきこのはじめての音楽祭 ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ
ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

前売り￥１，０００　当日￥１，３００（共にドリンク別￥３００～※入場時にドリンク券の購入が必要となります。）
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

ライブ・
コンサート

あっぷるカフェ（認知症カフェ）（他２６日）
土手町コミュニティパーク
多目的ホールＡ

９：３０～１１：３０

参加料￥３００※事前申込不要。
内容：①５日　講話「介護の基本❷体位変換・移乗の仕方」、
　　　 ②２６日　講話「自立支援～認知症あんしん生活実践塾について」
※①・②ともに体操を行います。
問：特別養護老人ホームサンアップルホーム（０１７２－９７－２１１１）

講演・講座・
セミナー

おたのしみおはなし会（他１２日、１９日、２６日）
弘前図書館
１階閲覧室おはなしコーナー

５日・１９日１１：００～１１：３０
１２日・２６日
１５：００～１５：３０

参加料無料※事前申込不要。　対象：おおむね４歳～小学校低学年の児童
内容　「恐竜・怪獣・おばけ」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）

お子様向け催し・
子育て・教育

組ねぷた展示（～７日） ヒロロ　並木通り側アーケード ５日運行終了後～７日午前 ねぷた運行時は展示しておりません。 問：ヒロロ（０１７２－３５－０１２３） 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。

3 木

4 金

5 土

1 火

講演・講座
セミナー

映画・演劇・舞台

2 水

藤田記念庭園(１～４日、１３～１５日、２６日は夜間開園）
切り絵展：和館　９：００～１７：００（夜間開園中は２１：００まで）
切り絵ワークショップ：洋館１階ホール１７：３０～２０：００



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

第３回日本・台湾友好音楽祭 ヒロロ３階　イベントスペース １３：００～１６：００

<月琴ワークショップ> 参加費無料　時間：１３：００～１４：００　定員：３０名（先着順）
                            受付方法：当日１０：００より「ヒロロ３階多世代交流室Ａ」にて
<交流演奏会> 入場無料　時間：１４：００～１６：００
問：津軽三味線ライブ あいや（０１７２－４０－２００７　Ｅメール：info@shibutanikazuo.com）

ライブ・
コンサート

Ｍｉｓｓｉｏｎ！昆虫お兄さんを探せ！ 弥生いこいの広場 １０：００～１２：００

昆虫お兄さんを探し出し、Ｍｉｓｓｉｏｎを達成してカブトムシをＧｅｔしよう！
ダミーの昆虫お兄さんが紛れている中から本物を探し出せ！
参加料無料(動物広場入場料が必要になる場合があります)※カブトムシが無くなり次第終了※雨天中止
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

お子様向け催し・
子育て・教育

成田・奈良岡ピアノ教室発表会 弘前文化センター 開場１３：００　開演１３：３０ 入場無料　問：成田・奈良岡ピアノ教室（０１７２－３６－９２６７）
ライブ・
コンサート

えほんのもりのおはなしかい
（他１６日）

ヒロロ３階
こども絵本の森 おはなしコーナー

１０：３０～１１：００ 参加無料　事前申込不要　対象：０歳～３歳の乳幼児とその保護者　内容：絵本の読み聞かせ、手遊びなど
問：こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

おんぶ・だっこ講習会
ヒロロ３階
駅前こどもの広場

１１：００～１２：００

おんぶ・だっこの悩みはありませんか？腰痛と肩こりがひどかった講師の先生の体験談から、
色々なだっこ紐を体験してみましょう。
はじめての出産で何を準備していいかわからない方も是非参加してください。（赤ちゃんは同室です。託児はありません）
参加料無料　定員：２０組　「一枚布のだっこ紐を体験してみましょう」
問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

産後エクササイズママ＆ベビー（他２０日） ウイング弘前 １３：００～１４：００

参加料：１回￥１，９４４　月２回受講￥３，２４０※要事前予約、各自傷害保険に加入を
定員：生後３～１２ か月の乳幼児と母親１０組　持ち物は問い合わせを
内容：ヨガやピラティスの要素を取り入れながら赤ちゃんと運動
※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：ウイング弘前（０１７２－３８－８１３１）

7 月 ヒロロで脳トレ＆ミニバランスボール教室
（～２８日の毎週月曜日）

ヒロロ３階　健康ホール １０：３０～１１：３０
参加無料（各自傷害保険に加入を）　対象：市民２０名　内容：ストレッチ、筋力トレーニング※申込は既に締切
問：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

健康セミナー

ソフトバレーボール体験教室（～２９日の毎週火曜日） 金属町体育センター　体育室 １０：００～１１：４５
参加無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民１２名※申込は既に締切　内容：ルール説明、基本練習、ゲーム
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

健康セミナー

K&J Ａｃａｄｅｍｙ　定期ガイダンス無料相談会（他９/５） ヒロロ３階　ヒロロスクエア交流室Ａ・Ｄ １５：００～２０：００
申込方法：時間内のご都合の良い時間帯においでください。事前予約も可（ＴＥＬかＦＡＸで）。
問：K&J Ａｃａｄｅｍｙコンサルタント 神惠子さん（０９０－６７１６－０３１２　Ｅメール：kj.beauty0312@gmail.com）

行政書士弘前コスモス会無料相談 ヒロロ３階　多世代交流室１ １３：３０～１５：３０
内容：相続・遺言を中心とした相談会※事前予約不要
問：ふたば行政書士事務所（０１７２－８８－８７８１）

第２回くらしの消費者講座
「～あれこれ聞いてみよう
弁護士のこと　法テラスのこと～」

ヒロロ３階　多世代交流室２ １４：００～１５：３０
トラブルが発生した際に、弁護士に相談するポイントを解説します。　受講料無料※事前予約不要
問：弘前市市民生活センター（０１７２－３４－３１７９）

講演・講座・
セミナー

ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ　ＩＤＥＡＬ ＲＥＡＬＩＴＹ　ＴＯＵＲ 弘前市民会館 開場１７：３０　開演１８：３０

指定席￥６，８００※小学生以上有料
チケット取扱い：【初日特電 】７/２２(土)　１０：００発売　●ローソンチケット（０５７０-０８４-６２６　Ｌコード：２１７０８)
店頭：ローソン/ミニストップ●チケットぴあ（０５７０-０２-９９２０ 　Ｐコード：３３５-０９９) 店頭：セブン-イレブン
サークルK・サンクス/チケットぴあ店頭
【一般発売】７/２２(土) １０：００発売　ｅ＋(イープラス） 店頭：ファミリーマート、チケットＧＩＰ
問：ジー・アイ・ピー（０２２－２２２－９９９）

ライブ・
コンサート

おしゃれ　おしゃべり　モネの部屋
中三弘前店３階
カフェレストラン　エミリオ

１５：００～（９０分程度）
会費：￥１，５００（飲料、デザートを含む）※先着順に１０名程度の募集を予定　申込期限：開催の１週間前の日
内容：「人形作家が喜寿を迎えて思うことをお伝えしたい」
申込・問：中三弘前店３階　カフェレストラン　エミリオ　白戸さん、田中さん（０１７２－３６－１４１１）

その他

市政懇談会 桔梗野会館 １３：３０～１５：３０ 問：弘前市広聴広報課（０１７２－３５－１１９４） その他

今由佳理門下生ピアノ発表会 百石町展示館 １４：００～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前大学軽音5サークル合同企画「Music Cube」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ 問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

福田貴仁絵画展（～１３日） 百石町展示館
１０：００～２０：００
（初日１１：００～
最終日１８：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ねぷた絵師　山内崇嵩展（～１５日） さくら野弘前店３階　催事場
１０：００～２０：００
（最終日のみ終了時間未定）

問：さくら野弘前店（０１７２－２６－１１２０）

佐々木久美子ピアノ教室　スタディコンサート２０１７ 弘前文化センター 開場１４：４０　開演１５：００ 入場無料　問：佐々木久美子ピアノ教室（０１７２－３４－１１２５）
ライブ・
コンサート

青森の伝統工芸を体験しよう！
青森・函館アフターＤＣイベント
第２弾「ミニ金魚ねぷたづくり」

弘前駅ビルアプリーズ３階
特設会場

①１１：００～　②１３：３０～ 参加費：￥５００（※要予約）　定員：各回１０名　申込・問：アプリーズ事務室（０１７２－３６－２２３１）
講演・講座・
セミナー

青森県立弘前工業高等学校吹奏楽部
第１４回定期演奏会

弘前文化センター　ホール 入場無料　問：弘前工業高校（０１７２－３２－６２４１）
ライブ・
コンサート

２０１７年度　山の日の集い 岩木山（赤倉コース）
６：３０までに、
大石神社前広場へ

参加料￥１，０００（写真、保険料を含む）　定員：１０名※申込は既に締切
問：弘前勤労者山岳会　竹内さん
（０９０－７０７４－３９７９　Ｅメール：kndrm915@yahoo.co.jp　ＨＰ：http://www.hirosakirousan.net/）

科学フェスティバル ｉｎ プラザ棟（～１２日） 弘前地区環境整備センター　プラザ棟 ９：３０～１５：３０

Mr. マサックをはじめとする「まちかど科学館（仮称）プロジェクト会」の講師陣による楽しい科学イベントです。
参加料無料※事前申込不要　内容：実験・工作ブース、ワークショップ
【無料シャトルバス運行（予定）】区間：弘前駅城東口～観光館バスプール～会場
発車時間：弘前駅城東口発９：００・１１：００・１３：２０・１４：５０/会場発１０：００・１２：００・１４：００・１５：４０
※詳しくは生涯学習課（０１７２－８２－１６４１）へ。
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）

～朗読とヴァイオリンの調べ～ 太宰治まなびの家 １１：００～
入場無料　※お車でお越しの際は、まなびの家向かいの弘前厚生学院駐車場をご利用ください。
問：母校応援プロジェクトリーダー　長尾真紀子さん（０８０－３１４９－６６３８）

ライブ・
コンサート

おはなしの会
ヒロロ３階
駅前こどもの広場

１３：００～１４：００ 参加料無料　定員：５０組　「お話の世界へようこそ」　問：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

観察会　ペルセウス座流星群を観察しよう 星と森のロマントピア　天文台 １９：００～２１：３０
入館料：高校生以上￥２００　４歳～中学生￥１００　３歳以下、市民は無料。
通常開館時間：１３：００～２２：００（最終入館は２１：３０）
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３　月曜日は休館）

その他

はるか夢球場Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　２０１７
はるか夢球場
※雨天時は克雪トレーニングセンター
で開催

開場１６：００　開演１７：００

入場料：前売￥１，５００　当日￥２，０００（ いずれも￥５００分の飲食券つき）
出演者：長谷川健Ｓｗｉｎｇ Ｈａｔ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ほか
※中学生以下（大人同伴）、障がい者（証明を持参）は無料。　販売場所：市内の体育施設
問：運動公園管理事務所（０１７２－２７－６４１１　ＨＰ：http://www.hirosaki-taikyo.com/）

ライブ・
コンサート

津軽のこわ～い昔話っこ
ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

①１１：３０～②１４：００～
※各回３０分前開場

津軽弁で語る、昔ながらのこわ～い話っこ。照明や音響そして臨場感あふれる舞台セットにも注目！！
この夏、子どもから大人まで楽しめる納涼企画、ぜひ体験しませんか。
入場無料　対象：こども（大人も入場可能）　各回お話は２話ずつ３０分程度
【同時開催】展示（ギャラリー森山所蔵）「幽霊画」「おどろおどろし～いネプタ絵」
問：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）

その他

「日本刀の美」鑑賞会（他１３日）
高岡地区担い手センター
（高照神社境内）

１０：００～１２：００
入館料￥３００　講師：中畑貢さん（日本美術刀剣保存協会青森県支部長）ほか
問：８/６日までに、高照神社文化財維持保存会後援会（０１７２－８３－２４６５）へ。

講演・講座・
セミナー

おもちゃ病院＆おもちゃ広場

おもちゃ病院：
ヒロロ３階 駅前こどもの広場
おもちゃ広場：
ヒロロ３階 駅前こどもの広場
　　　　　　　　　　　　　　　多目的室

１３：３０～１５：３０

おもちゃ病院　費用：原則無料（ただし、部品交換した場合の部品代￥５０～￥３００は負担　入院した場合は
退院時に入院費として￥１００頂きます。）　折れた部品やはずれたねじなどは、全部ご持参ください。
おもちゃ広場　おもちゃコンサルタントさんが、グットトイを持参して、一緒に遊んでくれます。
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

茂森門前　宵宮 茂森町 夕方～ 店数１５ 宵宮

ＢＩＬＬ ＥＶＡＮＳ ＭＡＮＩＡ ＢＡＮＤ ２０１７
ＡＯＭＯＲＩ ＴＯＵＲ

百石町展示館 開場１２：３０　開演１３：００
入場料：一般￥２，０００　学生￥１，０００※学生の方は学生証の提示をお願いいたします。
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ライブ・
コンサート

14 月 愛宕神社　宵宮 愛宕 夕方～ 店数１５ 宵宮

15 火 初めての山登り教室
『みんなの知らない山菜の世界（山菜・きのこ）』

ヒロロ３階　ヒロロスクエア １９：００～２０：３０

参加料：１人￥３，０００（講習と登山がセットになっています。登山日時：８/２０　８：００～１５：００　袴腰岳　６２７Ｍ）
※参加できない月に関しては、事前に申し出ていただければ参加費は頂きません。
持ち物：筆記用具　対象：高校生以上　定員：先着２０名
講師：舘 幸男さん（ワンダーフォーゲルクラブ）、白戸秀俊さん（元全国高体連登山専門部常任委員会・
元全国インターハイ登山競技審判委員）、幸山敏克さん（青森県オリエンテーリング協会）
申込方法：氏名、住所、連絡先、年齢をお知らせください。
申・問：特定非活動法人スポネット弘前
（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３　ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９　Ｅメール：info@sponet-h.com）

講演・講座・
セミナー

齊藤文麿　水墨画展（～２５日） 鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

休館日８/２２（火）　問：鳴海要陶房記念館（０１７２－８２－２９０２） アート・展示会

健康相談・禁煙相談（他２１・２５・２７日）
ヒロロ３階　健康エリア：１６・２５・２７日
弘前市保健センター：２１日

９：００～１１：００
生活習慣病の予防や健診結果、禁煙など、健康や栄養について保健師や栄養士が無料で相談に応じます。
※要事前予約（２日前〈日曜開催は３日前〉までに予約）
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

キッズ広場（他～１８日）
ヒロロ３階
駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

参加料無料　対象：１６日（１歳４ヶ月～１歳１０ヶ月まで）１７日（１歳１１ヶ月～２歳４ヶ月　２歳のお誕生会もします）
１８日（２歳５ヶ月～　３歳以上のお誕生日会もします）　定員：各１５名
１歳４ヶ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。
今月は親子で楽しくおもちゃ作りです。※身長・体重をはかりますので、１０分前までに来てください。
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

小栗山神社　宵宮 小栗山 夕方～ 店数５０ 宵宮

津軽凧（だこ）の絵付け体験教室 ヒロロ３階　健康ホール １０：００～１２：００
参加料￥７００　対象：小学生２０名程度（小学校３年生以下は保護者同伴）※申込は既に締切
問：津軽広域連合（０１７２－３１－１２０１）

お子様向け催し・
子育て・教育

木

6 日

8 火

9 水

お子様向け催し・
子育て・教育

13 日

16 水

17 木

10

11 金祝

12 土

相談会

ライブ・
コンサート

アート・展示会

その他



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

高杉加茂神社　宵宮 高杉 夕方～ 店数３０ 宵宮

学校法人柴田学園
東北女子大学　東北女子短期大学
東北栄養専門学校　進学ガイダンス２０１７

ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１７：００

在校生も参加！先輩の声も聞いてみよう！
当日参加も可（事前にお申込みいただいた方にはクオカード￥５００分プレゼント）
※メール、ＦＡＸでお申込みの場合、件名に「進学ガイダンス申込み」、本文に「氏名・高校名、学年、連絡先、
興味のある学校、参加希望会場」をご記入ください。
内容：教職員による相談（質問）コーナー、学校紹介パネル展示、学生作品展示、在学生による学校説明ほか
問：東北女子短期大学内　学校法人柴田学園　学校説明・進学ガイダンス担当　原田さん・北山さん・田中さん
（ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：jimukyoku@toutan.ac.jp）

その他

気軽にスポーツ体験教室
（～１０/１３の毎週金曜日）

金属町体育センター　体育室 １０：３０～１２：００

参加無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民１５名※申込は既に締切
内容：ソフトバレーボール・ラージボール卓球などの軽スポーツの簡単なルール説明とゲーム
持ち物：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）

健康セミナー

活きスポ２０１７夏休みトモロー塾
◎ストリートダンス教室

岩木山総合公園　体育館 １４：３０～１６：００
参加料：１回￥３００（保険料含む。活きスポ会員は無料）　対象：市内の小学生　定員：各イベント２０名（先着順）
問：希望日の２日前までに、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、
　　 岩木総合公園（０１７２－８３－２３１１、ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５、Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

はるか夢球場フィールド
ナイトヨガ

はるか夢球場
１９：００～２０：００
（受付は１８：００～）

※雨天中止（当日１６：００に開催を決定し、体育協会公式フェイスブックで発表予定）。
参加料：１回￥１，０００（保険料含む）※当日受付ますが、事前申込もできます。　対象：高校生以上
持ち物：動きやすい服装、汗拭きタオル、飲み物（フィールド内は水に限り持ち込み可）、
　　　　　ヨガマット（１枚￥１００でレンタルできますが、数に限りがあります。）
問：運動公園管理事務所（０１７２－２７－６４１１、ＨＰ：http://www.hirosakitaikyo.com/）

スポーツ

県産材を使ったボックスアートづくり 土手町コミュニティパーク １３：００～
リンゴの枝を使った小さなアートづくりを楽しみましょう。　参加料無料　対象：小学生以上１５名（先着順）
申込・問：８/１５までに、技術教育研究所　福眞さん
（０１７２－３３－３１４１　ＦＡＸ０１７２－３２－１５６０ Ｅメール：m-fukuma@shinnihon-kyozai.com）へ。

講演・講座・
セミナー

藍染め体験教室（他２６日） 弘前地区環境整備センター　プラザ棟
１９日：９：３０～１２：３０
２６日：９：３０～１２：００

参加料無料※両日への参加が必要。　定員：２０名
対象：カッターを多用するため、小学校５年生以上（小学生の参加は保護者の同伴が必要です。）
持ち物：模様をつけたいもめん製品１点（ハンカチ、布製バッグなど）汚れやシミがついてしまったお気にいりの品なども
おすすめです。
受付開始：８/６（日）午前９：００から受付※希望者が多数の場合は、初参加の方を優先で受付とさせていただきます。
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※月曜休館。祝日の時は翌日振替）

アメリカシロヒトリの防除法 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３３）

弥生いこいの広場キャンプ大会（～２０日）

参加料：１組￥５，０００　定員：３０組　持ち物：キャンプ用品一式
申込期限：８/１４（月）※参加料は指定口座への振り込みが必要。キャンプ用品はレンタルできますが、
数に限りがあります。料金など、詳しくは問い合わせを。内容：工作教室、ビンゴ大会、夜の動物観察など
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

お子様向け催し・
子育て・教育

Ｂｅａｕｔｙ Ｗｏｒｋｓ ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １０：００～１７：００
入場料無料　内容：ネイル、アロマ、エステ、メイク、ハンドメイドアクセサリー、雑貨、占いなど女子が大好きなものを
たくさん体験できるイベントです。１４：００～ＳａｘｏｐｈｏｎｅＱｕａｒｔｅｔ　Ａｆｆｅ！ＳＰＥＣＩＡＬ　ＬＩＶＥ
問：フィオリトゥーラ ネイル（０８０－３３３２－３５２５　Ｅメール：fioritura-nail@i.softbank.jp）

その他

〈青函アフターＤＣイベント第１弾〉津軽塗研ぎ出し体験 弘前駅ビルアプリーズ３階　特設会場 １０：００～１６：００
体験料・内容：●ピンバッヂ￥５００（約５分）●スプーン￥１，０００（約１０分）●箸￥１，５００（約２０～３０分）
定員：各１０名
申込・問：弘前駅ビルアプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

講演・講座・
セミナー

観察会　こと座とはくちょう座アレビレオを観察しよう 星と森のロマントピア　天文台 １９：００～２１：３０
入館料：高校生以上￥２００　４歳～中学生￥１００　３歳以下、市民は無料。
通常開館時間：１３：００～２２：００（最終入館は２１：３０）
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３　月曜日は休館）

その他

ＲＹＵＺＹ ＷＯＲＫＳＨＯＰ
ＲＹＵＺＹ＆ＳＥＡＮ ＴＥＡＭ ＷＯＲＫＳＨＯＰ

ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ　Ｂスタジオ
１８：００～１９：３０
２０：００～２２：００

料金：各￥３，０００※両方受講希望の方は￥５，０００　定員：各１５名
申込・問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ　Ｂスタジオ（０１７２－８８－６４９９）

講演・講座・
セミナー

内山善雄カルテット＋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

博物館夏休みイベント
「楽しく作ろう！絵本作り体験」

市民会館２階小会議室 １４：００～１５：００ごろ

参加料無料　対象：小・中学生１０名程度（先着順、保護者同伴可）
持ち物　自分が写っている切り抜いてもいい写真１０枚程度、色鉛筆、はさみ、のり
内容：弘前の名所を集めた本に、自分の写真を貼り付けて、弘前を紹介する自分だけの本を作成
申込方法：８/７の８：３０から電話で受付※参加者には、博物館オリジナル缶バッジをプレゼントします。
問：市立博物館（０１７２－３５－０７００）

お子様向け催し・
子育て・教育

第４１回企画展「石坂洋次郎展－『青い山脈』７０年－」
記念講演会

弘前図書館２階　視聴覚室 １４：００～１５：００
入場無料　演題：青い山脈７０年～徳田秋声・葛西善蔵・石坂洋次郎～
問：郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

講演・講座・
セミナー

パフォーマンス楽団♪結　津軽ライブ！虹色の地球！
…みんな繋がってるね　今年もやらせて頂きます！

百石町展示館 １７：４５～１９：３０
入場料￥１，５００※小学生以下無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ライブ・
コンサート

Ｈｅｒｂａｒｉｕｍ ｗｏｒｋ ｓｈｏｐ 弘前駅ビルアプリーズ３階特設会場 １１：００～１６：００
料金：１本￥１，０００　※当日、飛び込み参加も可能です。
問：ｓｏｒａ沓澤香純さん（ＴＥＬ０９０－６２２６－１６４９　Ｅメール：sora.pri.flower@gmail.com　ＬｉｎｅＩＤ：kokokasumi）

講演・講座・
セミナー

精神対話士のほっ！と相談
（他９/３、１０/1、１１/１９、１２/10)

８/２０：ヒロロ３階　多世代交流室Ｃ
９/３：ヒロロ３階　多世代交流室Ｄ
１０/１、１１/１９、１２/１０：場所未定

１０：００～１４：００
参加料無料※年齢問わずどなたでも参加できます。事前予約不要
内容：病気や生活に関する悩み、仕事に関する悩み、人生に関する悩みなど
なんでも話せる場です。　問：一般財団法人メンタルケア協会青森事務所　寺山さん（０９０－７７９３－８５９５）

相談会

劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＯＭＦＯＲＴ公演　「失くした言葉」 ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ 開場１５：３０　開演１６：００

前売：一般￥２,０００　学生￥１,５００　当日：一般￥:２,５００　学生￥２,０００
チケット取扱い：デネガ企画/飲食ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ/劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ
問：劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ
（０８０－１６６４－４５５４　Eメール：sazakan@hotmail.com　ＨＰ：http://www.gekidansoutherncomfort.jp）

映画・演劇・舞台

ＵＮＩＯＮセッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）
ライブ・
コンサート

藤田記念庭園ｄｅ中国茶会 藤田記念庭園　茶屋　松風亭
午前の部：１０：００～１２：００
午後の部：１３：３０～１５：３０

茶席料：お一人様￥３，０００※要事前予約、定員に達し次第受付終了
申込・問：Ｔｅａ　Ｗａｖｅ阿部さん（０９０－２６７９－１８４２）

その他

津軽地区スポーツ鬼ごっこ交流会 青森県武道館
９：００～１２：３０
（受付８：３０～）

参加料￥３００（保険料含・当日徴収）　対象：弘前市内および弘前市近郊の小学生　定員：２００名（先着順）
持ち物：内履き、水分補給用飲料、汗ふきタオル※当日は運動できる服装でおいでください。
申込方法：ＦＡＸでお申込みの方は、参加申込書に記入し協会事務局へ。
メールでお申込みの方は、チラシの参加申込書をご参照の上協会事務局へ。ＱＲコードでお申込みの方はスマートフォン
などで読み込み、アクセスし①Ｅメールアドレ②参加者氏名③フリガナ④生年月日（西暦）⑤性別⑥学年⑦お電話番号
⑧郵便番号⑨住所を入力のうえ送信して下さい。
申込締切：８/１３（日）終日※定員となり次第締切
申込・問：薬師山税理士事務所内　特定非営利活動法人ひろさきレクリエーション協会事務局
（ＴＥＬ０７０－３９９６－３８７３　ＦＡＸ０１７２－５５－８７２３　Ｅメール：npo.hirorec@gmail.com）

お子様向け催し・
子育て・教育

保育等研修会開催
ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１５：３０

発達健診の結果の見方やペアレントプログラムで使われる現状把握表を用いて、子どもに合った言葉かけの
こつを学びます。
参加料無料※託児は８人まで（先着順。８/８までに要事前申込）
定員：１００名　テーマ：発達健診とペアレントプログラム
講師：足立匡基さん、安田小響さん（弘前大学大学院医学研究科子どものこころの発達研究センター）
問：弘前市子育て支援課（０１７２－４０－７０３８）

講演・講座・
セミナー

第１８回秋桜の会（～２２日） 百石町展示館 １０：００～１９：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

バースデープランナーわたこ先生の工作教室～
８月の工作教室のテーマ☆Ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ Ｓｅａ～
（他２７日)

ヒロロ３階　多世代交流室Ａ １０：３０～１５：００

料金：◆海の仲間のフォトブースセット￥１，０００◆トイレに飾れるデコデコ芳香剤￥１，０００
　　　 ◆手の汚れない手形アート（人魚姫、お魚バージョン）￥５００
対象：デコデコ芳香剤は作業工程が多いため、３歳以上～ご参加可能となります。海の仲間のフォトブースセット、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手形アートは赤ちゃん～ご参加可能です。
内容：◆海の仲間のフォトブースセット：５匹のお魚にパーツを貼る、絵を描く、お魚の配置など（３０～４０分）
　　　　◆トイレに飾れるデコデコ芳香剤：芳香剤を自由に可愛くデコレーション（３０分位）
　　　　◆手の汚れない手形アート：顔のパーツを貼る、絵を描く、手形をとる（わたこ先生がとります）マスキングテープ
やシールで飾り付け（２０～３０分位）
問：ヒロロスクエア（０１７２－３５－０１５４）

ブックスタートおはなしかい（他３０日）
ヒロロ３階
こども絵本の森おはなしコーナー

１０：３０～１１：００

※事前申込不要。　対象：０歳児とその保護者
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、岩木図書館または相馬ライブラリーで引き換えることができます。
問：こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

動物広場イベント 弥生いこいの広場 １１：３０～
参加料無料（ただし、動物広場入場料が必要。事前申込不要）対象：動物広場入場者
内容：動物のエサやり体験※どの動物にエサをあげるかは当日までのお楽しみです。
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

第４回ほいくプラザ ヒロロ３階　イベントスペース １０：００～１５：００

普段から認可保育所や認定こども園で行われている保育（あそびからまなび）を基本に６つのコーナーなどを用意し、
親子で一緒に楽しめる催しです。たか丸くんも遊びに来ますので、ぜひおいでください。
参加料無料※事前申込不要　対象：児童と保護者、市内教育・保育関係者
内容：手作りコーナー、読み聞かせ、パネルシアター、運動×リズムあそびなど
問：ようせい保育園内　弘前市保育研究会研修委員会　武田さん（０１７２－３３－３０６０）

親子体操
ヒロロ３階
駅前こどもの広場

１１：００～１１：５０

親子体操研修受講者の指導で、親子でしっかり体をうごかしましょう。
定員：２０組（３歳以上の幼児）※定員になり次第しめきります。
持ち物：汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装（裸足で行います）
問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

石川送り盆 石川 夕方～ 店数１５ 宵宮

ユニカール教室
（～１０/３０の毎週月曜日※９/１８、１０/９は除く）

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター １３：００～１４：３０

参加無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民２０名（先着順）　持ち物：上履き、飲み物、タオル
※運動のできる服装で参加を
内容：じゅうたんの上で行うカーリング、ストーンの持ち方、基本投球、ゲーム戦略など
申込・問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－８２－５７００）

健康セミナー

夜間・休日納税相談（～２５、２７日）
相談無料　日中や平日に納税相談ができない人のための夜間・休日納税相談
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２/７０３３）

相談会

健やか育児相談 ヒロロ３階　駅前こどもの広場
１０：００～１１：４５
（受付は１１：００まで）

相談無料　内容：子育て相談（育児、食事、歯みがき、母乳について）
●講座「助産師による〈卒乳のお話し〉」１０：３０～１０：５０
※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も持参してください。
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

18 金

19 土

20

講演・講座・
セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

日

21 月

弥生いこいの広場
１９日　受付開始１１：００～　開会式１７：００
２０日　じゃがいも収穫体験１０：００～　体験終了後自由解散
　　　　　※雨天決行

市役所新庁舎２階　収納課
夜間：２１～２５日　１７：００～１９：３０
休日：２７日　９：００～１６：００



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

市政懇談会 石川町民会館　大広間 １３：３０～１５：３０ 問：弘前市広聴広報課（０１７２－３５－１１９４） その他

「ぼくの絵わたしの絵～第１５回全国教育美術展～」（～
２８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

Ｏｒａｎｇｅ　Ｔｒｅｅ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ
チケット前売り￥８００　当日￥１，０００（共にドリンク別￥３００～）入場時にドリンク券の購入が必要となります。
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

Ｓ．Ｐ．Ｎ ＰＯＷＥＲ企画『漢祭り２０１７』 Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売り￥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）

活きスポ２０１７夏休みトモロー塾
◎卓球教室

岩木山総合公園　体育館 １４：３０～１６：００
参加料：１回￥３００（保険料含む。活きスポ会員は無料）　対象：市内の小学生　定員：各イベント２０名（先着順）
問：希望日の２日前までに、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、
岩木総合公園（０１７２－８３－２３１１、ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５、Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

アライグマ被害防除対策講習会 北辰学区高杉ふれあいセンター
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
問：８/１８までに、弘前市農業政策課（０１７２－４０－７１０２）へ。

講演・講座・
セミナー

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、８/１～２１日に申し込みを。　内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）
対象：市民で１歳以上の幼児とその家族※母子健康手帳の持参を。
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

こころの健康相談 弘前市保健センター ９：００～１１：００
要事前予約　本人や家族の心の悩み、家族を自死で亡くした人の悩みについて、保健師が面接して相談に応じます。
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

テニス体験教室
午前コース：２３日～１０/１１の毎週水曜日
夜コース：２２日～１０/１０の毎週火曜日

運動公園　庭球場

午前コース：
１０：００～１２：００

夜コース：１９：００～２１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：未経験者、ラリーの続かない人各回１０名（学生は除く。）
内容：基本のストローク※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：８/１０（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名（コース名）を記入の上、
運動公園（〒０３６ー８１０１　豊田２丁目３　０１７２－２７－６４１１）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

食育「親子クッキング」 ヒロロ３階　駅前こどもの広場 １３：３０～１５：３０
参加料：大人と子ども１組￥３００　定員：１８組（託児はありません）　持ち物：エプロン、三角巾
メニューは、くまさんミートローフ、さつま芋のあっさりシチュー、マクビティケーキです。カルシウムたっぷりのメニューを親
子で作ってみましょう。　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

Ｒｅａｄｉｎｇ　ｌｉｖｅ　卍の城物語 弘前市民会館　大ホール ①１４：００～　②１８：３０～

弘前城築城を計画した弘前藩の祖・津軽右京大夫為信が一統を成し遂げるまでの激闘の日々を描きます。
入場料：一般￥３，０００　大学生￥１，０００（高校生以下無料）
問：弘前芸術観賞会事務局　水戸さん
（０９０－７３２９－５７５１　１１：００～１８：００　Ｅメール：hirosakigeikan@gmail.com）

映画・演劇・舞台

おしゃれ　おしゃべり　モネの部屋
中三弘前店３階
カフェレストラン　エミリオ

１５：００～（９０分程度）
会費：￥１，５００（飲料、デザートを含む）※先着順に１０名程度の募集を予定　申込期限：開催の１週間前の日
内容：「本との出会い」
申込・問：中三弘前店３階　カフェレストラン　エミリオ　白戸さん、田中さん（０１７２－３６－１４１１）

その他

市政懇談会 千年交流センター　体育室 １３：３０～１５：３０ 問：弘前市広聴広報課（０１７２－３５－１１９４） その他

ゆっくりジョギング教室（～９/１４の毎週木曜日） 金属町体育センター　集会室 １３：３０～１４：４５

参加料無料（各自傷害保険に加入を）　対象：市民１０名※申込は既に締切
内容：ウォーミングアップ運動、ストレッチ、走る姿勢の指導
※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

踊ってばかりの国＆ＧＥＺＡＮ『ｏｆ　Ｅｍｅｒａｌｄ』
Ａｕｇｕｓｔ ２０１７ ｔｏｕｒｓ

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：前売り￥２，８００　当日￥３，３００　※ドリンクチャージとして別途￥５００
【Ｗｅｂ　ＳＩＴＥ】
●チケット予約フォームＵＲＬ（https://goo.gl/forms/MVfQJV8YsR8Ti5k93）
●イベント特設Ｔｕｍｂｌｒ（https://ofemerald2017.tumblr.com）
●イベント公式ｔｗｉｔｔｅｒ（https://twitter.com/of_Emerald_2017）
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・
コンサート

プールで筋トレ・脳トレ水中ウオーキング教室
（～９/１４の毎週月・木曜日）

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　内容：水中ウオーキング、ストレッチ、脳トレ、筋トレなど
※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：８/１４（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６ー８３１６　石渡１丁目１９ の１　０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

健康セミナー

かけっこ教室
（～９/１４の毎週月・木曜日※９/４日は休み）

河西体育センター １６：３０～１８：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を　定員：市内の小学1年生～４年生２０名
内容：走る・跳ぶなどの全身運動や、ミニハードルなどの用具を使って足を動かすトレーニング
※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。持ち物は問い合わせを。
申込・問：８/１４（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６ー８３１６　石渡１丁目１９ の１　０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

お子様向け催し・
子育て・教育

電動ロクロを体験しませんか？（～２６日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
参加料￥１，５００（ドリンク付き、材料費他含む）　所要時間：約３０分　定員：２０名（予約優先、当日も受け付けます）
講師：小山陽久さん <助手>佐藤学さん（津軽千代造窯）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　※火曜日休館）

講演・講座・
セミナー

小学生水泳教室（～９/２９までの毎週金曜日） 河西体育センター １６：３０～１７：３０
参加無料※要事前予約・各自傷害保険に加入を。　対象：市内の小学生２０名※申込は既に締切
内容：水慣れ、けのび、クロール※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：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－８２－５７００）

お子様向け催し・
子育て・教育

プールで体力づくり教室
（～１０/６の毎週金曜日※９/８は休み）

石川温水プール １３：００～１４：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民２０名
内容：走る・跳ぶなどの全身運動や、ミニハードルなどの用具を使って足を動かすトレーニング
※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。持ち物は問い合わせを。
申込・問：８/１４（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６ー８３１６　石渡１丁目１９ の１　０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

健康セミナー

韓氏意拳講習会（～２６日） 清水交流センター
２５日：１８：３０～
２６日：１３：１５～

２５日：①韓氏意拳養生功講習会１８：３０～
２６日：②韓氏意拳初級講習会１３：１５～　③剣体研究会講習会１６：００～
参加料：①③￥４，０００　②￥５，０００※各自傷害保険に加入を
内容：①②中国武術の講習③木刀や杖を使った武術の自然な動作
※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：日本韓氏意挙学会青森分館　櫻庭さん（０９０－７０６５－９０７６）へ。

講演・講座・
セミナー

第１２回青森独立書展（～２７日） 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

第２４回青森リウマチ・ケア研究会（ｉｎ弘前）
「最新のリウマチ治療」

ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１６：３０

参加無料（どなたでも参加できます）
内容：<１３：３０～１４：３０>特別講演『リウマチとうまくつきあう～最新のリウマチ治療～』
講師：黒瀬理恵さん　<１４：３０～１４：５０>リウマチ体操　<１５：１０～１６：３０>パネルディスカッション
問：エーザイ㈱青森コミュニケーションオフィス（ＦＡＸ０１７－７７６－４４６７）

講演・講座・
セミナー

ＮＨＫ交響楽団演奏会　弘前公演 弘前市民会館 開場１４：１５　 開演１５：００

入場料：Ｓ席￥６，０００　Ａ席￥５，０００　Ｂ席￥４，０００（全席指定）
※車いす席（￥６，０００）をご希望の方は、ＮＨＫプラネット東北までお問い合わせください。
※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。※開演中の入場については、制限させていただくことがあります。
※インターネット売買サイト等での営利目的の転売は固くお断りします。※公演中止の場合を除き、チケットの
お申し込み・ご購入後の変更、キャンセル、払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。
販売所：ローソンチケット（Ｌコード：２２７３０）/チケットぴあ（Ｐコード：３２８－０９１)/ｅ＋（イープラス
　HP：http://eplus.jp）/弘前市民会館/紀伊國屋書店弘前店/さくら野弘前店/弘前大学生協/ヒロロ
 問：ＮＨＫプラネット東北（０２２－２１５－１７３２）ＮＨＫ青森放送局（０１７－７７４－５１１１）共に平日９：３０～１８：００

ライブ・
コンサート

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）
ライブ・
コンサート

弘前市青年交流会
～農家の出会いはＢＢＱ！！！～第二弾

弘前市立観光館（出発・解散） １３：００～１９：００

参加料：男性￥４，５００　女性￥２，５００　定員：男女各１０名
対象：おおむね３０歳～５０歳の独身男女（男性は市内に居住する農業青年）
内容：森の中の果樹園（十面沢字轡）で果物狩りを体験した後、星と森のロマントピアでバーベキュー
問：８/１８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
（０１７２－４０－７１０４　Ｅメール：nougyou@city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき歴史体感ツアー
２６日：Ａコース
津軽為信の居城「堀越城跡」と南部氏家臣の居城
「大光寺城跡」を巡る
　
２７日：Ｂコース
如来瀬石切丁場跡と弘前城跡本丸
石垣修理現場を巡る

集合：弘前市立観光館　バスプール １３：００～１６：００

１５９４年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から拠点を移します。
その後１７年間、堀越城は津軽の中心として栄えました。
１６１１年、２代藩主・信枚（のぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城から拠点を移し、
現在の弘前市の基礎を築きました。市では、現在、史跡公園化を目指し堀越城跡の整備事業を進めています。
また弘前城跡では、本丸石垣の解体工事が本格化しています。
今回、整備が進むこれらの城跡などを巡るツアーを開催します。
この機会に実際の城跡を訪れ、弘前の歴史を肌で感じてみませんか。
参加料無料※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）　定員：各コース４０名（先着順）
申込方法：電話で受け付け（両コースへの重複申し込みはできません）
受付時間：９：００～１７：００（土・日曜日、祝日を除く）
申込・問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

鈴木良雄 Ｂａｓｓ Ｔａｌｋ 喫茶れもん
ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

チケット￥４，０００（ワンドリンク付）　問：喫茶れもん（０１７２-３３-９３５９）
ライブ・
コンサート

カウンセリング・ワークショップ～話してみよう～ 駅前地区都市改造記念会館 １０：００～１６：００

カウンセリングや相談活動に関わる基礎的な内容を中心に、話し合いを通じて学ぶ場です。
参加料￥１，０００（昼食・茶菓子代を含む）　対象：市民２０名
問：８/２３までに、弘前カウンセリング研究会
    土田さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－８７－４０７２）　桜庭さん（０１７２－３３－２４３５）へ。

講演・講座・
セミナー

VOL．８　上土手町で逢いましょう！
星降るＢＥＥＲガーデン＆ナイトマーケット２０１７

えきどてプロムナード １６：００～２０：００
￥２，５００分が￥２，０００！！お得なビール券、発売中。
販売所：弘前東栄ホテル・実行委員会事務局・かみどて朝市会場
問：アイランド内　かみどて朝市実行委員会事務局（０９０－９７４５－７９５７）

その他

月例登山　「盛夏の山　太陽の道」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
盛夏の季節、太陽の道を一周
参加料無料※要事前申込・雨天決行　持ち物：昼食、飲み物、替えの下着・靴下、雨具
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）／みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

お子様向け催し・
子育て・教育

第３９回全国少年少女躰道優勝大会・
第３６回全国高校生躰道優勝大会

青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

ＴＨＥ ＢＯＹＳ ＆ ＧＩＲＬＳ　～２ｎｄ Ａｌｂｕｍ
「拝啓、エンドレス様」ＲＥＬＥＡＳＥ ＴＯＵＲ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売￥２，８００※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

スミセイこども絵画コンクール　応募作品展示・表彰式 ヒロロ３階　イベントスペース
１１：００～１４：００
（表彰式１２：００～）

問：ヒロロ３階ヒロロスクエア（０１７２－３５－０１５４） アート・展示会

みんなで知ろう　がんフェスティバル
土手町コミュニティパーク
多目的ホール

開場１２：００
１２：４５～１６：３０

がん患者やその家族の視点に立った情報提供を推進し、広く市民に正しいがんの情報を提供します。
入場料無料※事前申込不要　対象：市民
問：弘前大学医学部附属病院がん相談支援センター（０１７２－３９－５１７４）

その他

ミニセミナー 弘前市民会館　第一小会議室
第１部：１０：００～１０：５０
第２部：１１：００～１１：５０

定員：各３０名（先着順）　内容：第１部「終活に活用しよう公証役場」講師：藤部富美男さん（公証人）
第２部「いざ相続するとなったら」講師：藤本祥平さん（司法書士）
問：ボランティアグループ「らの会」三上さん（０１７２－３８－１８２９）

講演・講座・
セミナー

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）

複数の専門家が、合同で相談に応じます。
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
問：ボランティアグループ「らの会」三上さん（０１７２－３８－１８２９）

相談会

23 水

22 火

27 日

24 木

25 金

26 土

ライブ・
コンサート

その他



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

市政懇談会 三大小学校　クラブハウス １３：３０～１５：３０ 問：弘前市広聴広報課（０１７２－３５－１１９４） その他

水泳教室〈クロール〉（～９/１３の毎週月・水曜日） 温水プール石川 １３：００～１４：００

参加無料※各自傷害保険に加入を　定員：呼吸が苦手で２５ｍ 泳げない人１５名　内容：クロール呼吸練習
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：８/１５（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名）を記入の上、
温水プール石川（〒０３６ー８１２３　小金崎字村元１２５　０１７２－４９－７０８１）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

スポーツ

29 火 市政懇談会 町田地区ふれあいセンター １３：３０～１５：３０ 問：弘前市広聴広報課（０１７２－３５－１１９４） その他

30 水 とんちピクルス夏の鈍行ツアー２０１７弘前編 ＡＳＹＬＵＭ
ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

入場料：１，５００円（１ドリンク付)　問：ＡＳＹＬＵＭ（０９０－１０６７－７４８６）
ライブ・
コンサート

31 木 大石神社　宵宮 大森 夕方～ 店数２０ 宵宮

津軽ひろさき街歩きツアー

日 曜日 イベント名

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！】
（※８/１３・８/１４・９/２３はお休み）

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・８/１４・９/２３は休み）

津軽弘前屋台村かだれ横丁で使える
ちょい呑みクーポン付！
「夕暮れ路地裏散歩とちょい呑み」
（※毎週木曜日、８/１３・８/１４・９/２３はお休み）

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・８/１４・９/２３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、ねぷたまつり期間中は休み）

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】
（※ねぷたまつり期間中は休み）

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】
（※毎週日曜日・ねぷたまつり期間中はお休み）

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】
（※各店舗定休日、ねぷたまつり期間中は休み）

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・８/１４・９/２３はお休み）

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

28 月

通年
（※

例外日
あり）

・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：宿泊施設フロントまたは弘前市内中心部（集合場所）
⇒石場家住宅⇒誓願寺⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔
⇒和料理店

・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：宿泊施設フロントまたは弘前市内中心部（集合場所）
⇒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

・１７：３０～１９：００（約１時間半 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）
⇒中央食品市場⇒ＨＯＭＥ ＷＯＲＫＳ通り⇒吉野町緑地
⇒土淵川⇒一番町坂⇒鍛冶町界隈⇒かくみ小路

・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

・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：宿泊施設フロントまたは弘前市内中心部（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⇒喫茶店

・１３：３０～１６：００（約２時間３０分　こぎん刺し体験時間含む）
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⇒青森銀行記念館（外観のみ）
⇒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

・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

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　・参加料：お一人様￥３，５００（税込・記念品・ちょい呑みクーポン付き）
・定員：１０名　・ガイド団体：弘前路地裏探偵団
旅先で居酒屋に入りたいけど、お店選びは？？
地元の人たちとふれあって生活文化をのぞいてみたい・・・という方にお勧めなのがこちら！
迷探偵とともに路地裏散策のあとは地元民が集うお店「かだれ横丁」へご案内♪弘前であたたか～い人情に触れてみませんか？
●かだれ横丁内店舗で利用できるちょい呑みクーポン付き！（ドリンク１杯＋おつまみ１品）×３枚綴り１セット
●津軽弘前屋台村かだれ横丁前で解散後、ちょい呑みクーポンをご利用の上、お客様のペースでごゆっくりお食事をお楽しみください。

・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。
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
※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。
問：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
今ふたたび注目をあつめる津軽の民芸「こぎん刺し」の製作体験と中心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た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　・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。今も残る住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：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒弘前昇天教会⇒百石町展示館⇒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

・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 フロント又は弘前市内中心部（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３日前まで　・参加料：お一人様￥１，５００（税込・記念品付き）
・定員：１０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♪

※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
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￥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　・ガイド団体：北星交通
海も無いのに、明治・大正時代の洋風建築物が多い弘前。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￥６，５００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入館料含む※レストラン山崎選択の場合＋￥５００（税込）
・定員：２名様より催行　・ガイド団体：北星交通
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、
本格フレンチでちょっぴり優雅なランチタイムをぜひ。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
パワースポットとしても人気の高い岩木山神社と高照神社をタクシードライバーがご案内。
神聖でおいしい空気を吸ったあとは、山菜や山の滋味をふんだんに味わえるマタギ（狩人）のご飯「マタギ飯」をお愉しみあれ♪

※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。
教会や洋風建築が生活圏に溶け込んでいる、土手町界隈。「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！

※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）

※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　・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
弘前の軌跡を辿るにはここを見ないと始まらない！歴史がたくさん詰まった場所・新寺町界隈。
寺院街はもちろん、東北一の美塔とされる五重塔や津軽ならではのお庭の見学など盛りだくさんな内容で、いにしえのロマンを体感！

※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　・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
４００年の歴史を紡いできた弘前城。江戸時代から城郭がほぼ変わっておらず、その広さは東京ドーム約１０コ分！
そんな広大な園内を、いいとこどりでご案内しちゃいます。石垣修理工事に伴い、２０１５年に移動した天守。
いまだけの場所でお待ちしております。

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（約１時間半 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）
⇒中央食品市場⇒ＨＯＭＥ ＷＯＲＫＳ通り⇒吉野町緑地
⇒土淵川⇒一番町坂⇒鍛冶町界隈⇒かくみ小路
⇒津軽弘前屋台村かだれ横丁


