
日 曜日 イベント名 場所 時間

開会式 弘前城植物園　イベントステージ ９：００～（予定）

紅葉特別ライトアップ
（～１１月中旬） 弘前城植物園　イベントステージ 日没～２１：００

リンゴアート～弘前城に巨大浮世絵が出現～
（～２９日）

弘前公園本丸（弘前城天守横）

弘前公園写真展「弘前城写真コンテスト」入賞作品展示
（～１１/１２）

観光ボランティアガイド（～１１/１２）

三の丸庭園 お茶会（～１１/１２の日曜限定） 植物園 菊人形コーナーそば

市民文化祭
日 曜日 イベント名 場所 時間

1 日 弘前市民文化祭　第５６回　詩吟剣詩舞大会　 弘前文化センター　ホール 開場１１：３０　開演１２：００

日本民踊のつどい 弘前文化センター　ホール 開演１３：００

四流合同お茶の会 西茂森禅林街 １０：００～１５：００（最終受付）

第５５回弘前地区吹奏楽フェスティバル 弘前市民会館 開演１１：００～（予定）

邦楽祭　箏・三絃・尺八 弘前文化センター　ホール 開演１３：００

弘前オペラ第４６回定期公演　歌劇「フィガロの結婚」 弘前市民会館ホール 開演１５：００　

20 金 盆栽展（～２３日） 弘前文化センター１階　美術展示室 ９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

21 土 第２７回定期演奏会　弘前マンドリンアンサンブル 弘前市民会館　大ホール 開場１７：３０　開演１８：００

22 日 謡曲と仕舞の会 弘前文化センター １０：３０～

29 日 人形劇まつり 弘前文化センター １３：００～

弘前デザインウィーク
日 曜日 イベント名 場所 時間

リンゴアート～弘前城に巨大浮世絵が出現～
（～２９日）

弘前城本丸（天守横）

弘前クリエイター展～世界中からりんごデザイン集合～
(～２９日）

弘前市民会館

27 金 プログラミング体験・アート制作体験（～２９日） ９：３０～１７：００

ロボットコンテスト
１３：００～１６：００
表彰式１５：３０～

クリエイターズ・トレイン（～２９日） ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
２８日１７：００～２１：００
２９日１０：００～１５：００

学園祭
日 曜日 イベント名 場所 時間

8 日 弘前学院大学　弘学祭（～９日） 弘前学院大学

東北女子大学　学園祭（～２２日） 東北女子大学清原キャンパス

東北女子短期大学・東北栄養専門学校
東北コンピューター専門学校　学園祭（～２２日）

東北女子短期大学
上瓦ケ町キャンパス

１０：００～１６：００

弘前医療福祉大学
弘前医療福祉大学短期大学部　学園祭

弘前医療福祉大学
弘前福祉大学短期大学部

１０：００～１５：００

27 金 第１７回弘前大学総合文化祭（～２９日） 弘前大学文京キャンパス
２７日１３：００～１７：００
２８日１０：００～１７：００
２９日１０：００～１８：００

28 土 放送大学青森学習センター　学園祭 放送大学青森学習センター １３：３０～１５：００

弘前城菊と紅葉まつり

主催：弘前城菊と紅葉まつり運営委員会　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

生産量日本一のりんごの果実を使用し、市民参加で創る巨大モザイク画を屋外展示します。
約３５，０００個のりんごを使用した、縦１７ｍ、横９ｍ の日本最大級のリンゴアートです。
デザインは、日本が世界に誇る東洲斎写楽「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」。
弘前城と岩木山、リンゴアートを一緒に見られる貴重な景観ですので、ぜひおいでください。
※入場料が必要

子どもから大人まで楽しむことのできるさまざまなイベントを開催します。
地元クリエイターが装飾した会場で、音楽を楽しみながらクリエイターの作品や技術に触れてみませんか。ぜひお気軽にご来場ください。
入場無料（ワークショップや一部体験は有料）
内容：クリエイター作品展示、ライブペイント、ワークショップ（技術体験や持ち帰りのできる作品の作成） 、キッズ作品展示、
　　　 飲食ブース、ＤＪ によるＢＧＭ ほか
※詳細・ワークショップの申し込みは特設ＷＥＢサイト（http://hirosaki-creators-station.com/）をご覧ください。

28

21 土

平成２９年１０月１日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

弘前城菊と紅葉まつり
（～１１/１２）

弘前公園（メイン会場「弘前城植物園」）
９：００～１７：００(弘前城植物園の入園は１６：３０まで)

今年の菊人形場面は、弘前藩に因んだテーマで舞台背景にねぷた絵を採用し、初めて「ねぷたと菊人形」のコラボを行います。
また会場内では市民による市民菊花展、菊で彩られる誓願寺山門・五重塔、動物ふれあいコーナーやちびっ子新幹線運行などがあり、
幅広い年齢層で楽しめます。また、弘前公園の紅葉を楽しみながら本丸・北の郭から臨む秀峰岩木山は格別です。
四季折々の弘前公園をぜひお楽しみください。
【入園料】
（弘前城植物園）・大人(高校生以上)￥３１０（￥２５０）・小人(小・中学生)￥１００（￥８０）※（）は１０名以上の団体料金
【共通入場料】
（弘前城植物園/本丸・北の郭/藤田記念庭園）
・大人（高校生以上）￥５１０（４６０）・小人(小・中学生)￥１６０（￥１３０）※（）は１０名以上の団体料金
※※以下の方は入園料が無料です。（該当者であることを証明できる免許証、保険証、学生証、名札等が必要です。）
　・幼稚園児以下・弘前市民６５歳以上の方・弘前市内の小中学校（養護含む）へ通う児童生徒
　・弘前市内の養護・福祉施設へ通入所する方・弘前市内の高校・大学へ通う留学生
※共通入場券は、植物園券売所・弘前公園内券売所・藤田記念庭園券売所にて販売しています。
【メイン会場みどころ】
●菊人形場面は弘前藩に因んだテーマ＆舞台背景にねぷた絵●菊舟●市民菊花展●菊のトピアリー●菊の五重塔●菊の誓願寺山門
●動物ふれあいコーナー●ちびっ子新幹線はやぶさ運行（無料）●「弘前城写真コンテスト」入賞作品展示
このほか、特別企画展・展示イベント・ステージイベントなど盛り沢山の内容です。
【弘前りんご博覧会連携イベント】
●園内装飾（りんごの鉢植えやりんごをイメージした菊花を展示します。）
●弘前公園桜・紅葉特別ライトアップ（期間１０/２０～１１月中旬の日没～２１：００まで）
●アップルパイの食べ比べ（喫茶コーナーでアップルパイの食べ比べプレートと珈琲のセットメニューを提供いたします。
※ひろさきまるごと観光クーポンをご利用いただけます。）
【出店】期間中９：００～１７：００頃
●花と緑の市（三の丸ピクニック広場）●露店（植物園内）
【菊花販売】まつりで使用した菊花を安値で販売いたします。

主催：弘前城菊と紅葉まつり運営委員会　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

※観覧無料
世界公募で集まった数多くの「りんごのデザイン」の中から、審査で選ばれた上位１００点と、市内からの応募作品・市内の小学生からの
応募作品を展示します。世界から選ばれたりんごのデザインと、子どもたちの感性あふれる作品をぜひご覧ください。

弘前デザインウィーク公式ＷＥＢサイト（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/)
問：弘前市役所　広聴広報課（０１７２－４０－０４９４）

弘前克雪トレーニングセンター
（津軽の食と産業まつり会場内）

【ロボットコンテスト・プログラミング体験】
ロボットワークショップに参加した子どもたちがチームを作り、組み立てたロボットで競走します。
体験コーナーでは、ロボットを動かす体験ができます。
【アート制作体験】
弘前を中心に活動するクリエイター ＧＯＭＡ（ゴマ） さんが「超城合体タメノブーンⅤ」をテーマに、市民参加型の巨大アートを制作します。
ＧＯＭＡ さんと一緒にタメノブーン・アートを作ってみませんか。
●プログラミング体験・アート制作体験　参加無料※事前申込不要　　●ロボットコンテスト　観覧無料
問：弘前商工会議所青年部（０１７２－３３－４１１１）

土

8 日

15 日

１０/２２（日）盆栽講習会開催　１１：００～１５：００　参加料￥１，０００　場所：弘前文化センター会議室
問：弘前市民文化祭実行委員会事務局（０１７２－３１－３０１０）

入場無料※但し入場整理券が必要
プレイガイド：弘前市民会館、紀伊國屋書店、まちなか情報センター、弘前市立観光館、弘前市社会教育協議会（弘前文化センター内）
問：川越さん（０９０－３７５４－０９６５）

入場無料　

20 金

入場無料

【８日】聖愛高ＳＰＧパフォーマンス／メインイベント「芸人ライブ」／ダンス大会／ミス・ミスターコンテスト（予選）／
　　　　吹奏楽コンサート／カラオケ予選／模擬店各種
【９日】カラオケ決勝大会／軽音ライブ／ミス・ミスターコンテスト（決勝）／紙芝居／ハンドベルコンサート／ビンゴ大会／模擬店各種
問：弘前学院大学学生課（０１７２－３４－５２１１）

①学科展示
　【健康栄養学科】スポーツ栄養や郷土料理についての展示・適塩料理の試食・体組成の測定などの体験コーナー・クイズラリーなど。
　【児童学科】実習に関する展示発表・授業での制作物や研究発表・制作コーナーやゲームコーナーなど。
②各部・団体によるステージ発表・展示、バザー・ミス東北女子大学・軽食販売・模擬店など。
③【特別企画】２２日１７：００～大道芸人アットによる「ＳｐｅｃｉａｌＪｕｇｇｌｉｎｇ　Ｓｈｏｗ」
問：東北女子大学学生課（０１７２－３３－２２８９）

①短大各科と専門学校の展示
　【短大生活科】生活科の紹介　【短大保育課】アトラクションの実施
　栄養専門学校】介護予防などに関する展示　【コンピュータ専門学校】ＶＲ（仮想空間）を用いたＩＴ空間を演出。
②文化部展示
③ステージ発表（日本舞踊、和太鼓、三味線、軽音楽）　【特別企画】大道芸人アットによる「ＳｐｅｃｉａｌＪｕｇｇｌｉｎｇ　Ｓｈｏｗ」
問：東北女子短期大学学生課（０１７２－３２－６１５１）

学科・専攻による展示や体験コーナー、レストラン、模擬店、お化け屋敷、巨大アップルパイ、ステージ発表など。
問：弘前医療福祉大学学生課（０１７２－２７－１００１）

お問い合わせ先・備考

仁平政人さん（放送大学客員准教授）による公開講演会。明治の文豪・夏目漱石の独特な魅力に迫ります。
問：放送大学青森学習センター（０１７２－３８－０５００）

入場無料　

お問い合わせ先・備考

2017年10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。

入場無料※出演団体については都合により変更となる場合があります。詳しいプログラムは当日会場で差し上げます。

テーマ：東洲斎写楽 「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」
問：弘前デザインウィークコンソーシアム事務局［弘前市 広聴広報課］（０１７２－４０－０４９４）

茶券￥１，２００（２席分）
※四流合同お茶会は“寺院の立ち並ぶ道を和装の人々が行き交う”という絵のような風景を作るために、
　お茶席へ車で来ることを禁じております。ご理解の上、ご協力願います。

入場無料　※当日プログラムを別に差し上げます。※参加団体による「タメノブーン」合同演奏が決定！かっこいい演奏で盛り上がろう♪

入場券：Ｓ席（指定席）￥４，０００　一般席（自由席）￥３，０００　学生券（自由席）￥２，０００　高校生以下（自由席）無料
※整理券が必要※当日は￥３００増し※詳しいプログラムは当日会場で差し上げます。
前売券取扱：紀伊國屋書店・弘大生協・ヒロロインフォメーション・弘前中三１階案内所・弘前市まちなか情報センター
問：弘前オペラ事務局　黒沼さん（０８０－９６３１－９８６３　ＦＡＸ０１７２－８７－０２７７）※無料託児室を準備しております。

お問い合わせ先・備考

20 金

弘前城植物園
９：００～１７：００（入場は１６：３０まで）

テント詰め所：弘前公園　追手門・東門付近
９：００～１７：００(受付１６：００まで)

問：弘前文化センター１階、市社会教育協議会内　弘前市民文化祭実行委員会事務局
（０１７２－３１－３０１０）

お問い合わせ先・備考

入場無料

主催：弘前城菊と紅葉まつり運営委員会　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

２７日【ステージ】Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ／もぎてっぺん！バトル／ビンゴ・ビンゴ・ビンゴ／Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｓｈｏｗ’１７
２７日【グラウンド】弘前大学ソフトボール大会２０１７
２８日【ステージ】熱唱カラオケ大会２０１７（予選）／よさこい弘大／ＯＷＡ　ＬＩＶＥ　ＳＴＡＮＤ　２０１７　ｉｎ　ＨＩＲＯＳＡＫＩ　Ｕｎｉｖ．／
　　　　　　　　　　どんなもんだい！？ザ・クイズショー／ミス・ミスター弘大コンテスト２０１７／Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｓｈｏｗ’１７
２８日【グラウンド】弘前大学ソフトボール大会２０１７
２９日【ステージ】熱唱カラオケ大会２０１７（本選）／ミス弘大コンテスト２０１７／ミスター弘大コンテスト２０１７／
　　　　　　　　　　 ドキドキ♡男だらけの女装コンテスト２０１７～今日だけは女の子♡～／僕らのグルメアカデミア！／
　　　　　　　　　 　大抽選会／Ｆｉｎａｌ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ
２９日【グラウンド】弘前大学ソフトボール大会２０１７（予備日）／花火
学部展示
【人文社会科学部】特別展「大」山王囲展　北上川下流域の縄文から弥生、成田コレクション考古・アイヌ資料の特別公開。
【医学研究科】市民公開講座「総合医療って何だろう？」「婦人科癌の話
【保健学研究科】市民公開講座「足の科学からみたスポーツ障害の予防」
【医学部附属病院】市民公開講座「腎臓を大切にして健康寿命を実現しましょう」
【農学生命科学部】市民公開講座「江戸ナマコは輸出のスターだった。そして今もスターである。～ナマコよもやま話～」
【弘前大学資料館】「被災地と向き合う－文化財レスキューの取り組み－」模擬店、花火ほか。

問：弘前大学総合文化祭実施委員会（総務課０１７２－３９－３００７、学生課０１７２－３９－３１１２）
     弘前大学学祭本部実行委員会（ＴＥＬ０１７２－３２－８６７６　ＨＰ：http//www.hirodaisai.com/17th/）



イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

第１５回弘前・白神アップルマラソン ＳＴＡＲＴ：観光館追手門広場 開会式８：１５

第２回 ＤＯＧ　ＦＥＳ　ＩＷＡＫＩ　２０１７ 岩木青少年スポーツセンター
第一多目的広場

９：00～１５：００

かだるべクラフトビアフェス ２０１７ ｉｎ ひろさき
土手町コミュニティパークＡ館
多目的ホール（屋内）及び
ポム広場（屋外）

１２：００～１８：００
（フードコーナーの
ラストオーダー１７：３０）

弘前駐屯地創立４９周年記念日行事（～８日）

藤田記念庭園の秋まつり　ひろさきハイカラ庭園
（～８日）

藤田記念庭園 ９：００～１８：００

ＲＥＤ　ＢＵＬＬ　ＳＩＤＥ　ＷＩＮＤＥＲＳ（～８日） 津軽岩木スカイライン ９：００～

革秀寺修理現場特別公開

国指定重要文化財
弘前学院外人宣教師館　秋の特別公開（～９日）

弘前学院外人宣教師館 １０：００～１５：００

10 火 ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ　ＰＯＰ ＆ ＫＩＤＳ　 弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

14 土 第５０回日本女子ソフトボールリーグ１部
第９節青森大会（～１５日）

弘前市運動公園　はるか夢球場 １０：３０～（両日とも）

フリマＤＥハロウィン 弘前市立観光館　追手門広場 １０：００～１５：００

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

27 金 第１７回津軽の食と産業まつり（～２９日）

入場無料（各アトラクションに参加料あり）小雨決行・荒天中止
内容：【スポーツ】人気のドッグスポーツ体験※未経験者大歓迎
　　　 【フード＆グッズ】こだわりのグッズやおやつを見つけよう！
　　　 【ワークショップ】しつけ・家庭でのケア・愛犬の写真撮影をその道のプロからしっかり学べます。
　　　 【ゲーム】特技をいかしたゲームで景品ゲット。
　　　 【ドッグラン】仕切りがあるので小型犬から大型犬、ドッグラン初心者さんも楽しめます。
問：ＤＯＧ ＦＥＳ ＩＷＡＫＩ 実行委員会　ＷｏｎＵｐ ｔｓｕｇａｒｕ〈ワンアップツガル〉（Eメール：info@wonup-tsugaru.com）
※同日「弘前・白神アップルマラソン」のため９：００～１５：００市内各所で交通規制がございます。
　 交通状況を確認のうえ、安全運転でお越しください。

【７日】第１部　１０：３０～１１：００
　　    土手町蓬莱橋～さくら大通り（パレード）
【８日】第２部　９：００～１５：００
　　　　弘前駐屯地（記念日行事）

革秀寺
彩色作業見学：１３：００～１４：００　金箔押し体験：１４：００～

見学無料
問：弘前学院大学（０１７２－３４－５２１１）

ひろさきりんごハロウィン２０１７ 駅前・大町エリア
※雨天決行

１０：００～１６：００

【トリック・オア・トリート　シールラリー】
●商店街を回って「あめっこ」をゲット！！
　 参加費￥２００　対象：小学生以下（先着４００名）　受付：駅前公園（９：００～１５：００）
　 内容：駅前・大町商店街・ヒロロ・イトーヨーカドー・アプリーズ内対象店に行くとお菓子がもらえる！
●３ｍの巨大アップルパイ！！トリック・オア・トリートへ参加した全員にプレゼント
　 場所：駅前公園　焼き上がり：１４：３０頃

【りんごハロウィンパーティ】１１：００～１６：００　場所：ヒロロ３階　イベントスペース
●ステージプログラム
　 ・仮装コンテスト（仮装・パフォーマンス部門）　受付：１０：３０　コンテスト：１３：００～１４：３０　結果発表：１５：３０　参加無料※要事前申込
 　・ダンスショー（１１：００～１２：３０）
　 ・りんご娘ＬＩＶＥ（１２：４０～１３：００）
　 ・仮装クルーダンスバトル（１４：３０～１５：３０）
●ハロウィンワークショップ「ミツメおばけシーツを作ろう！！　料金￥８００※当日会場にて受付　定員：先着３０名
●フォトブース　フォトブースで写真を撮ろう！
●ポートレート撮影会（１３：３０～１５：３０）　仮装してカッコよく可愛く撮ってもらえる

【りんハロフォトコンテスト】
アプリーズ、イトーヨーカドー、ヒロロに設置されたフォトブースで写真を撮ろう！
撮影した写真をＳＮＳに投稿するだけでエントリー可能！！
応募の流れ：①りんごハロウィン公式ＳＮＳ（フェイスブック・インスタグラム・ツイッター）いずれかをフォロー
　　　　　　　　 ②エリア内に設置されたフォトブースで撮影
　　　　　　　　 ③撮影した写真をハッシュタグ「＃りんハロ」をつけて自身のＳＮＳに投稿

問：弘前商工会議所事務局　地域振興課（０１７２－３３－４１１１）
仮装コンテストに関する問：ＲＩＮＧＯ　ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ　ＰＡＲＴＹ運営事務局（ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ内　０１７２－８８－６４９９）

チケット：<前売>一般￥１，０００、中高生￥６００　<当日>一般￥１，４００、中高生￥１，０００
チケット取扱い：笹森記念体育館、弘前市民体育館、はるか夢球場、克雪トレーニングセンター、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター、
河西体育センター　購入申込期限：１０/１３
問：日本女子ソフトボールリーグ１部青森大会　実行委員会事務局　須郷さん
（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－３５－００７８　携帯０９０－２３６８－９７４４）

第１０回弘前スポレク祭（～９日） 弘前市内各体育施設

弘前スポレク祭は、市民の皆さんがさまざまなスポーツ・レクリエーションに親しむことで、
健康で快適な生活を送ってもらうことを目的に開催しています。ぜひこの機会に体験してみませんか。

★のイベントは事前の申し込みが必要ですが、それ以外は参加自由（無料）です。
【弘前市運動公園】
★サッカー交流試合・教室（８日）球技場　参加料無料　対象：小学校３年生以下（教室）、小学生（大会）
　 申込・問：リベロ津軽スポーツクラブ（０１７２－５５－５１４３）
★少年少女親子ティーボール教室（８日）多目的広場　参加料無料　対象：６歳児～小学校３年生の児童とその保護者
　 申込・問：弘前市野球協会　斎藤さん（ＴＥＬ０１７２－３５－６９０９　携帯０９０－５８４１－７６４０）
★グラウンドゴルフ大会（～９日）常設コース　参加料：各日￥５００　対象：市民各日１００名
　 申込・問：弘前市グラウンドゴルフ協会　奥出さん（０１７２－３３－８９０８）
★シニアサッカー交流大会（９日）球技場　参加料：１チーム￥２，０００　対象：５０歳以上
　 申込・問：弘前サッカー協会　川村さん（携帯０９０ー２０２１ー１６６５）
★ソフトボール大会・教室（９日）克雪トレーニングセンター　参加料無料　対象：小・中学生
　 申込・問：弘前市ソフトボール協会　工藤さん（０１７２－８７－３２４９）
市民ウオーキングの集い（９日）運動公園周辺　参加料無料※どなたでも参加可
　 問：弘前歩こう会　今井さん（０１７２－３２－９２７２）
【弘前市民体育館】
市民体育祭（９日）競技場　参加料無料※見学自由　問：弘前体操連盟　宮地さん（０１７２－３２－２９８８）
【弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター】
ターゲットバードゴルフ教室（～９日）グラウンド　参加料無料※どなたでも参加可
　 問：弘前ターゲットバードゴルフ協会　松尾さん（０１７２－３１－２０６６）
★ターゲットバードゴルフ大会（９日）グラウンド　参加料￥５００　対象：市民１００名
　 申込・問：弘前ターゲットバードゴルフ協会　松尾さん（０１７２－３１－２０６６）
ペタンク教室（９日）グラウンド　参加料無料※どなたでも参加可
　 問：弘前市ペタンク協会　葛西さん（０１７２－８８－３４８０）
【河西体育センター】
バウンドテニス教室（８日）体育館　参加料無料※どなたでも参加可
　 問：弘前バウンドテニスクラブ　工藤さん（０１７２－３５－４０６２）
★ゲートボール大会（～９日）すぱーく弘前　参加料￥５００※どなたでも参加可
　 申込・問：弘前市ゲートボール協会　五十嵐さん（０９０ー８９２８ー２３２８）
★ラージボール卓球大会（９日）体育館　参加料￥５００　対象：市民１００名
　 申込・問：弘前ラージボール卓球協会　桜庭さん（０９０－５１８３－１２１５）
【岩木山総合公園】
障がい者スポーツ体験コーナー（８日）主競技場　参加料無料※どなたでも参加可
　 問：弘前市文化スポーツ振興課（０１７２－４０－７１１５）
★ママチャリ耐久レース（９日）公園内特設コース　参加料：１チーム￥３，０００※どなたでも参加可
　 申込・問：ママチャリ耐久レース実行委員会　櫻庭さん（０１７２－８７－１６１９）
★ソフトバレー大会（９日）主競技場　参加料：ファミリーの部￥５００ 　一般の部￥２，０００　対象：小学生以上の市民
　 申込・問：弘前バレーボール協会　山中さん（０９０－１４９７－４００９）
【南富田町体育センター】
★魁！スポネット塾（９日）体育館　参加料￥８００　対象：市内の小学生
　 申込・問：南富田町体育センター（０１７２－３４－６１２２）

問：弘前スポレク祭実行委員会　文化スポーツ振興課内（０１７２－４０－７１１５）

弘前市内から、津軽の母なる「岩木川」・秀峰「岩木山」そして世界遺産「白神山地」を望むコースを設定し、弘前市が生産量日本一を誇る
りんごの香りに包まれて走ることができる自然豊かなコースとなっております。
ゲストランナー：吉田香織さん（フル出場）、コーチの打越忠夫氏（１０ｋｍ出場）※申込は既に締切
コース：森町 ～ 城西大橋 ～ 茜橋 ～ 岩木地区（真土・五代・兼平・如来瀬）～ 東目屋 ～ 西目屋村（折返し）～ 追手門広場　４２．１９５ｋｍ
※当日はコース上、交通規制を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。（スタート付近は８：３０～１５：００）
詳細については問い合わせるか、ホームページをご覧ください。
問：弘前・白神アップルマラソン実行委員会事務局（０１７２-８８-８３９９※土日祝除く　ＨＰ：http://www.applemarathon.jp/）

土

8 日

日

お問い合わせ先・備考

観覧無料　中々バトルに出れない！バトルに慣れたい！はたまた本気で戦ってみたい！
バトルだけではなくショーケースなど様々なコンテンツを盛り込んだ、色んな人が参加出来るダンスイベントです！！！
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

前売りチケット￥２，０００（５枚綴り・チケット１枚￥５００相当）
※すべてのビールはチケット１枚と交換にります。フードは現金でお支払ください。当日はチケット１枚\５００で販売致します。
問：前売チケット販売所：土手町コミュニティパーク内　デギュスタ（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－８８－７７９１）
　　酒の柳田（ＴＥＬ０１７２－３２－１７２１　ＦＡＸ０１７２－３２－１７２３）

【７日】第１部：市中パレード
【８日】第２部：駐屯地創立記念日行事　内容：音楽演奏（１０：５０～１１：１０）訓練展示（１１：２０～１１：５０）ちびっ子広場（９：００～１５：００）
　　　　戦車試乗（１２：００～１５：００）※イベントの時間は天候により変更となる場合がございますのでご了承ください。
問：弘前駐屯地広報室（０１７２－８７－２１１１　内線２０５～２０７）

まるでヘビの体のように続くカーブを駆け抜ける、スケートボード・ダウンヒルレースが津軽岩木スカイライン(青森県)で開催！
参加者は招待されたライダーたちのみ。全６９カーブ、全長９．８ｋｍの超ロングコースで速さとスキルを競い合う！
※参加は主催者より招待を受けたライダーのみ。一般の方の参加は出来ません。
　 観戦は指定の場所にて無料で観戦が可能。ただし、道路クローズ前に８合目へお車で入場された方に限ります。
※本イベントの開催に伴い両日共､８：３０～１３：００の間､津軽岩木スカイラインは全面通行止めとなり､一般車両はご利用いただけません｡
　 ご不便をお掛け致しますが予めご了承下さい。
問：大会事務局デポルテ（０４６７－３８－４４２０）

15 日

事前申込不要　定員：５０名（先着順）　内容：現在修理中の革秀寺の重要文化財津軽為信霊屋の特別公開を行います。
問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

大正ロマンあふれる日本庭園を舞台に、貴方もハイカラな主人公になりませんか？　入園無料
開催イベント
●ひろさきハイカラレトロバスめぐり●クラッシックカー展示●庭園写真館●フラワー＆テーブルコーディネート●大正浪漫　喫茶室
●和カフェ　匠館●剣術ワークショップ（本格剣術でカッコよくキメよう！）●甘味処　松風庵＆そば処にし●十二単衣披露
●木工ワークショップ、展示販売●なつかしのライブイベント●人力車運行
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

お買上げ１回で、お楽しみ！ハロウィンくじ１枚プレゼント※各店先着３０枚限定※雨天時は１０/２２に延期
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

津軽の食と産業まつりは、弘前市や津軽地域の産業・歴史・文化をよりいっそう振興させることを目的に、消費の中心をなす「食」と地元に
根付いた「産業」を紹介するイベントです。地元生産品や生活関連商品、住宅機器、農産物の販売のほか、楽しいイベントも盛りだくさん。
津軽の「食」と「産業」を、楽しみ、味わい、学んでみませんか。
コーナー・ブース
●弘前マイスターＰＲコーナー：当市の産業全般に携わる優れた技術者「弘前マイスター」の紹介
●日本列島うまいもの大会ブース：函館・松本・上田・下関・北九州の銘産品や一押しグルメの販売
●友好都市物産コーナー友好都市（北海道斜里町と群馬県太田市）の特産品の紹介・販売
●物販・企業ＰＲコーナー：食品、雑貨、生活用品などの販売・PR
●屋外屋台村：エントランス広場における、屋台の出店や海産物・農産物の販売
●弘前アップルパイ総選挙市内の菓子店が作るアップルパイの食べ比べイベント
●ステージイベント：保育園児による演奏・演技、小学生によるブラスバンド演奏、フラダンス、そば打ち体験、和菓子作り体験、
　　　　　　　　　　　　弘大生アカペラライブ、よさこいなど
●ひろさき健幸増進コーナー：ひろさき健幸増進リーダー会などの協力による、体組成測定や血圧測定など
●「将来の夢」コンクール作品展示：市内の小学校５年生による「将来の夢」を題材にした絵と作文の展示
●ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＤＥＳＩＧＮＥ ＷＥＥＫ Ｘ 弘前ＹＥＧ未来のクリエイター育成ブース
　 ：ロボット・プログラミング体験や、アーティスとＧＯＭＡ さんによる市民参加型ライブアートを実施
【無料シャトルバス】
弘前駅城東口発９：００～１６：００（この間３０分おきに運行）／会場　武道館前発１０：１５～１７：１５（この間３０分おきに運行）
※弘前駅城東口に臨時無料駐車場を用意しています（台数に限りがあります）。
問：弘前商工会議所内　津軽の食と産業まつり実行委員会（０１７２－３３－４１１１）

茶席料￥３，０００※お席は完全予約制。定員に達し次第受付終了。
申込・問：ＴｅａＷａｖｅ阿部さん（０９０－２６７９－１８４２　ＨＰ：http://teawave176.exblog.jp/）※ブログからも申込可。

1
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弘前克雪トレーニングセンター及びエントランス広場
（弘前運動公園内）
９：３０～１７：００



９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）
乗車コース
下乗橋⇔追手門・東門・中央高校口の
いずれか片道

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

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

かみどて朝市
（～１０/２９の毎週日曜日）

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

市立郷土文学館スポット企画展
「没後３０年高木恭造方言詩と石坂洋次郎」（～１１/３０）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

「まるめろ」の方言詩人・高木恭造と「青い山脈」の作家・石坂洋次郎の共同著作など、方言詩をテーマに紹介します。
観覧料：高校生以上￥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、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。 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）※あおもり県民カレッジの単位認定講座。

アート・展示会

企画展２「花物語　暮しをよそおう」（～１１/１２)　 弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

観覧料：一般￥２８０（￥２１０） 高校・大学生￥１４０（￥１００） 小・中学生￥８０（￥４０）※（）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。
【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：１０/１６（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

廃品おもしろ工夫展 ｉｎ プラザ棟作品展示と一般投票
（～１１/１２※１０/１を除く）

弘前地区環境整備センタープラザ棟
２階研修室

９：００～１６：００

小学生が廃品をもとに作ったさまざまな作品を展示し、一般投票を行います。
投票数により、学年ごとにプラザ賞を授与します。
作品テーマ：食品トレーを使った作品
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８　受付９：００～１６：００)
※月曜日は休館日、月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）

岩木山観光協会「岩木山フォトコンテスト」（～１０/９） 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

高坂フミ　裂織と手作りバッグ展（～１０/２） 百石町展示館 １０：００～１６：００
※最終日は１５：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

アトリエＰＯＰＰＯモビール展（～１０/９） ＣＡＳＡＩＣＯ １１：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

金属モビールは、風に押されるように自由にゆっくりと動きます。部屋に飾ることで、静かな動きと空の世界に
惹き込まれ、ゆったりとした空間を創ります。忙しい日々の中にほんのひととき、穏やかな時の流れを感じてください。
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）※会期中無休

まちなかクラフト村　弘前工芸舎展示会
「木村木品製作所　花仕事・パン仕事展」（～１０/１５）

藤田記念庭園　匠館２階
ギャラリースペース

９：００～１７：００

ＣＨＩＴＯＳＥ、わらはんど、ＳＯＭＡ青い森他、自社ブランドの展示販売。
【ワークショップ】・フォトフレームをつくろう・小さいクリスマスツリーをつくろう
　　　　　　　　　 ・りんごの木のバターべら、ジャムべらをつくろう ・ひばひよこをつくろう※当日会場で随時受付
問：木村木品製作所（ＴＥＬ０１７２－８７－２７４７　ＦＡＸ０１７２－８７－２５４２　Ｅメール：info@kimumoku.com）

まちなかりんごだらけ装飾（～１２月上旬） 駅前広場 問：弘前市観光政策課内　りんご王国推進会議事務局（０１７２－３５－１１２８）
イベント
ピックアップ

１０周年記念展（～１４日） 手づくり工房あけびの里 問：手づくり工房あけびの里（０８０－１６９７－４２７６） アート・展示会

１０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

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～２０日） イトーヨーカドー弘前店 籐工芸、絵画教室、油絵　問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

木の実・草の実展（～１５日） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０ 問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

ＯＫＪよちよち親子フィットリトミック（他２１日） ウィング弘前 １３：００～１４：００

参加料：１回￥１，９４４/２回￥３，２４０※要事前申込　対象：生後８ か月～ ２４ か月の乳幼児と母親１０組
持ち物：お世話道具、飲み物、室内用シューズ
内容：赤ちゃんとスキンシップを取りながら、色んな音楽に合わせて親子で楽しく体を動かします。
申込・問：ウィング弘前（０１７２－３８－８１３１）

えほんのもりのおはなしかい（他１１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：３歳まで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：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

登山の集い

参加料￥５，５００ （保険料、写真代、交通費など）　定員：１０名（先着順）※申込は既に終了
コース：七時雨山（岩手県八幡平市）※天候等によっては内容が変更になる場合があります。
問：弘前勤労者山岳会　竹内豪さん
（０９０－７０７４－３９７９　Ｅメール：kndrm915@yahoo.co.jp　ＨＰ：http://www.hirosakirousan.net/）へ。

第５回ひろレクデー認知症 弘前市総合学習センター １０：００～１４：３０

認知症を正しく知って誰もが住みよい街になれるような住人になりませんか？
誰でも認知症サポーターになれる講座です。
●Ａ：知って地域で支える（１０：００～１１：３０）参加料無料
●Ｂ：予防の方法を体験する（１１：３０～１４：３０）　どれに参加しても参加料￥５００
認知症は、軽い運動や楽しいレクリエーション活動などで発症を予防したり、進行を遅らせることが出来ます。
◇お家で楽しめるゲーム・クラフト①１１：４０～②１２：１０～③１３：１０～
◇レク式体力測定年齢別１１：４０～１４：３０（時間内随時）
◇ゆったりお話を楽しむ１１：４０～１２：１０（開場から１１：３０までご本のお部屋です。自由にどうぞ）
◇むふふと笑ってレクゲーム①１１：４０～②１２：１０～◇楽しくおどるレクダンス１３：００～１４：２０
問：薬師山税理士事務所内　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）

秋田県鹿角市・小坂町の「うめ～もの」売ります！
おでかけマルシェ　ｉｎ　弘前

ヒロロ３階　イベントスペース １０：００～１８：００

【鹿角市・小坂町の「うめ～もの」】石川菓子店/道の駅こさか七滝/ワイナリーこのはな/光栄堂
【お楽しみ抽選会】商品￥３００購入で抽選１回！鹿角・小坂の特産品が当たります！
【秋田県小坂町の「小坂鉄道レールパーク」がヒロロに出張！】
小坂鉄道オリジナル缶バッヂ制作/制服を着ての記念撮影/小坂鉄道ＤＶＤの放映/プラレール展示/写真展示ほか
 問：秋田県鹿角地域振興局 総務企画部 地域企画課（ＴＥＬ０１８６－２２－０４５７　ＦＡＸ０１８６－２３－５５７４）

弘前城植物園散策ガイド 弘前城植物園 １０：００～１１：００
参加無料（但し、植物園の入園料が必要）※事前申込不要
内容：当協会の樹木医や緑の相談員が見ごろの花や樹木を説明しながら楽しく弘前城植物園内をガイドします。
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

Ｒｅ：Ｔｕｒｎ “Ｌｉｖｉｎｇ”ｔｏｕｒ Ｍａｇ－Ｎｅｔ 問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６） ライブ・コンサート

誓願寺　沼田面松斎顕彰会 浄土宗光明山誓願寺 １０：００～

【沼田面松斎墓前法要】１０：００～
【特別講演】講師：瀧本壽史氏「近世津軽と北方世界」（本堂）１０：３０～
【懇親会】（会費￥２，５００）１２：００～※申込は既に終了
申込・問：誓願寺（ＴＥＬ０１７２－３４－５５３２　ＦＡＸ０１７２－３４－０１５５）　平山萬年堂（ＦＡＸ０１７２－３３－３３６６）

脳卒中市民公開講座 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～）

脳卒中の予防啓発と、脳卒中患者とその家族を支援するため、公開講座を開催します。
参加料無料※事前申込不要　対象：市民１５０名（先着順）
テーマ「脳卒中予防、あなたと家族を守るために」、「学会認定脳ドックとは」、「何( なに)食(け) ばあだねんだべの？」
申込・問：黎明郷弘前脳卒中・リハビリテーションセンター　立林さん・福井さん（０１７２－２８－８２２０）

全国一斉！
法務局休日相談所および遺言・相続登記講演会

青森地方法務局弘前支局 １０：００～１５：００

◇法務局休日相談所１０：００～１５：００
　 内容：土地建物の登記、相続、境界、遺言、近隣とのトラブル、お年寄りや子どものいじめ等※相談は１人３０分以内
◇公証人による「遺言」についての講演会１０：００～１０：５０　講師：弘前公証役場公証人
◇司法書士による「相続登記」についての講演１１：００～１１：５０　講師：青森県司法書士会所属司法書士
※相談・講演は全て要事前予約　申込・問：青森地方法務局弘前支局総務課（０１７２－２６－１１５０）

クラフト　ｉｎ　ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ アプリーズ３階　特設会場 １０：００～１５：００

予約なしで体験可能！
①ドールドレスデコ体験ワークショップ（ハロウィンＶｅｒ）　参加費：￥８００　所要時間：２０分～
　 問：info@saitoumikako.com
②オリジナルハロウィンアクセサリー作り　参加費：￥５００～　所要時間：３０分～
　 内容：ヘアピン、ヘアゴム、ストラップｅｔｃ，　問：charmingjunkie0710@gmail.com
③オリジナルハロウィンバッグ作り　参加費：１枚￥５００　所要時間：３０分～
　 内容：けしごむはんこ押し放題　問：gardengarden01@gmail.com

精神対話士の「ほっ！と相談」（他１１/１９、１２/１０） ヒロロ３階　多世代交流室 １０：００～１４：００
参加無料※事前予約不要。
内容：病気・生活・仕事・人生に関する悩みを対話の専門職精神対話士が親身にお聴きします。
問：メンタルケア協会青森事務所　寺山さん（０９０－７７９３－８５９５）

相談会

少年少女ソフトボール教室（他３、５、７、１７日、９日） 弘前克雪トレーニングセンター
主練習場

１９：００～２１：００ 参加無料※事前申込不要　対象：小学生　持ち物：グローブなど
問：弘前市ソフトボール協会　須郷さん（０１７２－３５－００７８）

スポーツ

高齢者夜間交通安全体験教室 弘前モータースクール １６：００～１９：３０

参加無料　対象：６５ 歳以上の市民　定員：歩行者コース３０名　運転者コース１０名※申込は既に終了
持ち物：運転免許証（運転者コースの人のみ）※夕食を用意します。
内容：運転者コースは走行診断、歩行者コースは歩行実験。両コース共通で交通安全講話、
　　　　屋外実験（ライトの届く距離、色による視認性、反射材の効果など）
　　　　※走行診断は、弘前モータースクールの車両を使用します。
問：都市政策課交通政策推進室（０１７２－３５－１１０２）

講演・講座・
セミナー

不動産の無料相談会 ヒロロ３階　多世代交流室１ １３：３０～１５：３０ 参加無料　内容：不動産鑑定士による土地の評価価格や取引などに関する相談（事前予約不要）
問：青森県不動産鑑定士協会（０１７－７５２－０８４０）

相談会

「北門書道」誌掲載手本展－昭和５８年－（～３１日） 北門書道会ギャラリー 問：北門書道会ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）※土・日・祝休館 アート・展示会

劇団民藝公演　ＳＯＥＴＳＵ韓くにの白き太陽 弘前市民会館 開演１８：３０ 会員制の演劇（芝居）を観る会です。入会して、ご一緒に楽しみましょう！
問：弘前市民劇場（ＴＥＬ/ＦＡＸ０１７２－３６－５４０２　　日・月・祝日は休み　１１：００～１８：００、土曜日は１６：００まで）

映画・演劇・舞台

シニア水中エアロ教室
（他１７日、１１/７・２１、１２/５・１９日）

温水プール石川 １３：００～１３：４５

参加料無料※要事前申込　対象：６５ 歳以上の市民各回２０名（先着順）
持ち物：水着、水泳帽、バスタオル、水中用シューズ（持っている人のみ）
内容：足腰に負担をかけずに水中を歩いたり、音楽に合わせて水の中で全身運動を行ったりします。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

４/２２
（土）～

６/１８
（日）～

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

７/２
（日）～

１/１２
（木）～

集合：６：００
克雪トレーニングセンター向かいの駐車場

★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。

アート・展示会

アート・展示会

1 日

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

その他

講演・講座・
セミナー

2 月

９/１
（金）～

９/２９
（金）～

９/２２
（金）

９/１６
（土）～

９/３０
（土）～

3 火



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

ベビー広場
「ハロウィン」（～６日）

ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

対象：<４日>～８ヶ月まで  ／ <５日>９ヵ月～１２ヵ月まで（１歳のお誕生会もします）
　　　 <６日>１歳１ヵ月～１歳３か月まで　定員：各１５名
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。
今月は赤ちゃんとハロウィンを楽しみましょう。　　問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し
・子育て・教育

ロマントピア天文台★観察会　中秋の名月を楽しもう 星と森のロマントピア １９：００～２１：３０ 入館料：高校生以上￥２００ 　４歳～中学生￥１００　※３歳以下、大人・小人共に弘前市民は無料
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３　月曜日休館　祝日に当たった場合は翌日が休館）

その他

劇映画「母　小林多喜二の母の物語」 弘前文化センター　ホール ①１３：３０　②１６：００
③１８：３０

前売：一般・シニア￥１，１００　当日：一般・シニア￥１，５００　大学生￥１，３００　中高生￥８００
問：新婦人弘前支部事務所（０１７２－３５－０１１２）

映画・演劇・舞台

リフレッシュ☆ストレッチ教室（～１１/１５の毎週水曜日） 金属町体育センター　集会室 １３：００～１４：００
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市民１２名程度※申込は既に終了
※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

“こそもり”セミナー
「わたしらしい働き方ってどんなのだろう？」（他２０日）

ヒロロ３階　多世代交流室１ １０：００～１２：００

働く意思は固まったけれど働き始めた後にまだ不安のある方へ次のステップ！
講演：リンゴミュージックマネージャー樋川由佳子さん「心に余裕を持つための表情作り」
ゲスト講師：スマートフットワーク代表 あんよせらぴー主宰 境江利子さん
　　　　　　　「先輩ママに聴いてもらおう！わたしの不安・ママの不安」
参加無料（お茶・スイーツ付き）※無料託児あり。託児は要事前予約。託児対象は概ね生後６ヶ月～小学校６年生まで。
定員：先着２０名　参加資格：仕事を考えている子育て女性の皆さん※申込は既に終了
問：こそもり事務局
（０１２０－９７８－７２６　平日９：００～１８：００　Ｅメール：kosomori@japan-mtc.com　HP：http://www.kosomori.com）

講演・講座
・セミナー

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 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（※要事前予約）
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

ＲＩＰＯＳＯ．藤井祐人の洋服展（～９日） ※会期中全日ＲＩＰＯＳＯ．の藤井さんが在廊いたします。　問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）※会期中無休

村上文憲彫刻 川口みさ子絵画　二人展(～１５日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ １０/１０（火）は休館日　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

スロージョギング教室（～１１/２の毎週土曜日） 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名程度※申込は既に終了
※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）

寝ながら骨盤&股関節体操教室（～２６日の毎週木曜日） 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター　武道場 １０：００～１１：００ 参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市民３０名程度※申込は既に終了
※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：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

ヒロロＡＢＣサークル～みんなで体を動かそう！
（～１２/２１の毎週木曜日※１１/２３ 日を除く）

ヒロロ３階　健康ホール １０：３０～１１：５０
（受付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※申込は既に終了
※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（〒０３６－８７１１　野田２丁目７の１　０１７２－３７－３７５０）へ

健康エクササイズ教室（～１２/２１の毎週木曜日） 弘前市民体育館　フィットネスルーム １０：００～１１：００ 参加料無料（各自傷害保険などに加入を）　対象：市民１２名※申込は既に終了
持ち物：汗ふきタオル、室内用シューズ、飲み物　問：弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５））

～認知症の予防をしよう！～☆楽しく健康教室☆
(～１２/１４の毎週木曜日　※１１/２３を除く）

金属町体育センター １０：３０～１１：３０ 参加料無料（各自傷害保険などに加入を）　対象：市民１０名程度※申込は既に終了
持ち物：汗ふきタオル、飲み物、室内用シューズ、運動のできる服装　問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

就活のための自己実現セミナー ヒロロ３階　多世代交流室１ １３：３０～１５：３０ 参加料無料（※要事前申込）　対象：４５歳未満の求職者２０名程度（先着順）
問：ジョブカフェあおもり（ＴＥＬ０１７－７３１－１３１１　ＦＡＸ０１７－７３１－１３１２）

講演・講座・
セミナー

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談
（他１２、１９、２６日）

参加料無料※１人１時間まで　対象：市税などを滞納している人※申込は既に終了
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。　問：弘前市役所収納課（０１７２－４０－７０３２/０１７２－４０－７０３３）

相談会

第１４回サークル「遊」やきもの展示即売会（～８日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

「第１７回カメラと遊ぶ」写真展（～９日） 問：カメラと遊ぶ（０１７２－２６－２６００）

岩田邦彦絵画展（～８日） 百石町展示館　第２・第３展示室 ９：３０～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） 

求人説明会・ミニ面接会（他２５日） ヒロロ３階　多世代交流室２ １３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

参加料無料　定員：２０名程度
参加企業数：３～５社（予定）※参加企業については、青森労働局または弘前市ホームページをご覧ください。
内容：市内企業の人事担当者が、仕事内容などをお伝えします。求職中であれば、誰でも参加でき、面接も可能です。
その他：ハローワークに未登録の人も参加可。雇用保険受給者は求職活動実績の対象になるため、
　　　　　雇用保険受給資格者証の持参を。
問：Ｉ・Ｍ・Ｓ　弘前就労支援センター内（０１７２－５５－５６０８）

その他

エレファントカシマシ
３０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＴＯＵＲ ２０１７
 “ＴＨＥ ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＭＡＮ”

弘前市民会館 開場１８：３０　開演１９：００ チケット：指定席￥６，９００※３歳以上はチケット必要。　問：Ｇ・Ｉ・Ｐ（０２２－２２２－９９９９） ライブ・コンサート

第１７回青森糖質研究会 弘前大学創立６０周年記念会館
コラボ弘大８階八甲田ホール

１３：３０～１７：４５
（受付１２：３０～）

「新発想と新技術が生み出す糖質利用の新たな展開」をテーマに５講演が行われます。
参加費無料　対象：一般市民、弘前大学学生・大学院生・教職員
問：青森糖質研究会事務局 弘前大学大学院医学研究科 附属高度先進医学研究センター 糖鎖工学講座内　柿崎さん
（０１７２－３９－５５４２　Ｅメール：kaki@hirosaki-u.ac.jp）

講演・講座・
セミナー

青森県おもと名品展（～９日） 緑の相談所 １２：００～１６：００
（７日は１２：００～）

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

蔦谷龍岬つがるの流れ（～１１/３） 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）

２０１７年度　弘前大学人文社会科学部
北日本考古学研究センター企画展「大山王囲展」
（～１１/１２）

弘前大学人文社会科学部
北日本考古学研究センター展示室
（総合教育棟２階）

１０：００～１６：００
入場無料　期間中無休
※１０/２８(土)に特別講演会｢東と西の弥生社会 山陰の弥生集落像－鳥取県青谷上寺地遺跡と妻木晩田遺跡－｣あり｡
問：弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センター（０１７２－３９－３１９０）

奈良秀則「チャーリーの犬展」（～９日） ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
７日　１２：００～１９：００
８日　１１：００～１９：００
９日　１１：００～１８：００

入場料無料　問：ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）

おたのしみおはなし会（他１４日・２１日・２８日） 弘前図書館
１階閲覧室おはなしコーナー

７・２１日１１：００～１１：３０
１４・２８日１５：００～１５：３０

参加料無料※事前申込不要　対象：おおむね４歳から小学校低学年の児童
内容：「食べ物」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：弘前市立弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

りんご色に染まる弘前に 百石町展示館１階展示室 １４：００～１６：００
参加費：２名１組￥５００（限定２０組）
内容：「りんご色って？」色のお話　（講師：平亜希子　色彩検定認定講師・パーソナルカラーアドバイザー）
●ワークショップ「りんごのオブジェ＆ハロウィンリンゴ作り」　　　　　問：草刈さん（０９０－３７５９－４２４８）

たか丸くんがやってくる！（～９日） ヒロロ １０：００～１７：００ 観覧無料　問：ヒロロ（０１７２－３５－０１２３）

シャコバサボテンの管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 講師：緑の相談員　葛西 昇さん　問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

介護で地域を変える？弘前ヘルプマンサミット！ コラーニングスペースＨＬＳ弘前 講演会１６：００～１８：００
交流会１８：００～１９：００

料金￥２，０００（交流会費含む）　定員：３０名
申込方法：チラシのＱＲコードより、Ｆａｃｅｂｏｏｋイベントページの参加予定にチェック。
　　　　　　  もしくは、お名前と所属を明記の上、s.tsuji@bolbop.comまで直接メールにて申し込みください。

ヒロロ４周年記念　ガラポン大抽選会（～９日） ヒロロ４階
フードコート特設会場

１１：００～２０：００ ９/１５（金）～１０/９（月祝）にお買上げ￥２，０００毎に抽選券１枚を各テナントにて配布いたします。
※１会計１０枚まで。レシート合算の場合はインフォメーションまでお越しください。問：ヒロロ（０１７２－３５－０１２３）

その他

６ｔｈＭＡＮ ｐｒｅｓｅｎｔｓ「ＴｉｐＯｆｆ」ｖｏｌ．１２
～【Ｌｉｇｈｔ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｕｎｉｏｎ】ＴＯＵＲ ＦＩＮＡL～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ 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）

Ｏｒａｎｇｅ Ｔｒｅｅ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ 前売￥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）

縁－ＥＮＩＳＨＩ－コンサート 弘前市民会館 開場１８：００　開演１８：３０

全席指定　Ｓ席￥５，３００　Ａ席￥４，６００
チケット販売：ローソンチケット[Ｌコード：２２２５４](※ローソン、ミニストップにて購入可）／
　　　　　　　　チケットぴあ[Ｐコード：３３８－１４２](※セブンイレブン、サークルＫ・サンクスにて購入可)／
　　　　　　　　弘前市民会館／紀伊國屋書店弘前店／さくらミュージック
問：ＭＩＮーＯＮ仙台（０２２－２２２－１３７１）

人形劇団「つがる」５０周年記念公演 ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

開場１７：００　開演１７：３０　
津軽弁での人形劇を上演し今年で５０年。節目を記念して人気演目を一挙にお見せします。
入場料：高校生以上￥５００　中学生以下無料　チケット販売所：貞昌寺
演目：「さるのむごさま」「はんかくせぇこぼっこ」「しらゆきひめ（つがるバージョン）」　問：貞昌寺（０１７２－３２－１０８２）

山田バレエ教室発表 弘前文化センター １８：００～ 入場無料　問：山田バレエ教室（０１７２－３２－６８２３）

弘前医療福祉大学・短期大学部　平成２９年度公開講座
～健康で豊かな暮らしのために～
「がんは治る、がんによる死を防ぐために」

弘前医療福祉大学 大学棟Ⅰ ９：３０～１１：３０
（受付９：００～）

受講無料　申込方法：ファックス、Ｅメール（公開講座受講希望とし、受講希望日、氏名、電話番号を明記）または電話で。
申込・問：弘前医療福祉大学公開講座係　成田句生さん・中村聡さん
（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１　平日９：００～１７：００　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３　Ｅメール：koukai@jyoto-gakuen.ac.jp)
※この講座はあおもり県民カレッジの単位として認められます。

シャコバサボテンの管理講習会 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

“こそもり”セミナー
「わたしらしい働き方ってどんなのだろう？」

ヒロロ３階　多世代交流室１ １０：００～１２：００

働きたい気持ちはあるけれど働くことが不安な方の第一歩！
講演：教育カウンセラー・元幼児教育者　阿部尚子さん「わたしらしい子育て・個育て」
ゲスト講師：スマートフットワーク代表 あんよせらぴー主宰 境江利子さん
　　　　　　　「先輩ママに聴いてもらおう！わたしの不安・ママの不安」
参加無料（お茶・スイーツ付き）※無料託児あり。託児は要事前申込。託児対象は、概ね生後６ヶ月～小学校６年生まで。
定員：先着２０名　参加資格：仕事を考えている子育て女性の皆さん
申込期限：セミナー開催日の６日前までに電話またはＨＰ、メールで。
問：こそもり事務局
（０１２０－９７８－７２６　平日９：００～１８：００　Ｅメール：kosomori@japan-mtc.com　HP：http://www.kosomori.com）

パラリンピアン成田真由美氏特別講演会
「自分の可能性を求めて」

弘前市民会館１階　大会議室 １１：００～１２：１０
（開場１０：３０）

入場無料　定員：当日先着１００名（事前申込みはありません）
問：弘前市国際スポーツプロジェクト実行委員会（０１７２-４０-７１１５）

健康寿命は延ばせる時代！ ヒロロ３階　多世代交流室２ １３：３０～１６：００
入場無料　第１部：免疫って何？第２部：免疫のしくみ
※無料健康相談をお受けします。健康グッズの販売等一切ございません。 お席には限りがございます。
当日は早目にお越し下さい。　　問：健康長寿を考える会　大久保さん（０１７２－２８－０２８８）

今先生の無料健康相談（他２１日） ヒロロ３階　健康広場相談室 １３：００～１６：００
（時間指定不可）

※要事前電話予約
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
問：ヒロロ３階　健康広場（０１７２－３５－０１５７）

相談会

第５３回全日本女子弓道大会・東日本の部 青森県武道館　近的弓道場 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

第４２回東北・北海道学生競技ダンス大会 青森県武道館　主競技場 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

第７回弘前ダンス学院舞友会　チャリティダンスパーティ 弘前文化センター　大会議室 開演１３：３０ 入場料￥１，０００　問：弘前ダンス学院舞友会事務局（０１７２－３５－８４８８）

タケバン Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売￥２，５００　当日￥３，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６） ライブ・コンサート

弘前図書館バリアフリー映画会 弘前図書館２階　視聴覚室 １４：３０～１６：５０
（開場１４：００）

定員：６０ 名（先着順）※要事前申込。ただし定員に満たない場合は当日参加可。
内容：映画「武士の家計簿」のＤＶＤ上映　　　問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

朗読音楽劇～椿姫～ 百石町展示館　第１展示室 開場１３：３０　開演１４：００ チケット\５００　プレイガイド：百石町展示館内コトリｃafe／弘前市まちなか情報センター
問：小山内さん（０９０－３５２９－２１６０）

群れのルールから自由になろう コラーニングスペースＨＬＳ弘前 １０：００～１２：３０ 参加料無料　講師：酒井 穣さん　※スーツ着用禁止　Ｆａｃｅｂｏｏｋ：https://www.facebook.com/hlshirosaki/

観光ボランティアガイドお試し会 集合：弘前市立観光館
１階インフォメーション前

１０：００～１２：００頃 参加料無料（事前申込不要）　対象：「津軽ひろさき検定」初級試験合格者
問：弘前観光コンベンション協会内　弘前観光ボランティアガイドの会（０１７２－３５－３１３１）

弘前市医師会
市民公開講座【豊かな最期を迎えるために】

弘前中三８階　スペースアストロ １４：００～１６：００
当日は講師の先生方とのパネルディスカッションの時間もとっておりますので、是非ご参加ください。
参加料無料※事前申込不要（会場は座席を用意しておりますが、不足する場合はご了承下さい。）
問：弘前市医師会事務局（０１７２－３２－２３７１）

ＣＡＳＡＩＣＯ
１１：００～１８：００（初日１２：００から　最終日は１６：００まで）

弘前市役所　新庁舎２階収納課
１０：００～１１：００／１４：００～１５：００
（１９日は１８：００～１９：００も受付）

弘前文化センター　美術展示室
９：００～１７：００（初日１３：００～最終日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。

4 水

5 木

アート・展示会

健康セミナー

6 金

アート・展示会

7 土

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・
セミナー

ライブ・コンサート

映画・演劇・舞台

講演・講座・
セミナー

8 日

その他

映画・演劇・舞台

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

ＨｅａｒＴｒｅｅ　Ｍａｒｋｅｔ～ハートとハートの交換会～ ヒロロ３階　多世代交流室１、２、Ａ、Ｂ １１：００～１６：００

入場無料※出入り自由
当日はキッズスペースも設けております（※託児ではありません）ぜひご家族で、ご来場ください。
出店ブース：物販、飲食、ハンドメイド品、ワークショップ、セッション、セラピー、展示、似顔絵、写真撮影等
問：ogchanz@icloud.com

岩木山に並ぶ「森山」で紅葉を楽しむ会 集合：岩木山観光協会 ９：００～１１：００頃 参加料無料　定員：２０名　持ち物：雨具、山道を歩ける靴
申込・問：１０/７までに、岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）へ

津軽カタリスト
太宰治ドラマリーディング　秋の定期公演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：「美男子と煙草」「フォスフォレッセンス」「親という二字」「桜桃」（上演時間　約６０分）
問：津軽カタリスト代表　平田さん（０９０－３１２３－３８６１）※あおもり県民カレッジ単位認定講座

映画・演劇・舞台

７０歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」ゆっくり運動＆ミニ講座
（～１２/２５の第２～第４月曜日<全９回〉）

ヒロロ３階　健康ホール １３：３０～１５：３０
（最終日は１６：３０まで）

参加料￥１，０００（９回分）　対象：７０ 歳以上の市民３０名※申込は既に終了
内容：①健幸増進リーダーによる高齢者向けの体操や手具を使った運動、②健康講話、歌唱指導、③ミニ講座「終活」、
④オリエンテーション、クッキング＆反省会
問：ヘルシーエイジング齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

講演・講座・
セミナー

カルチャーセンター色えんぴつ画講座作品展（～１２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（０１７２‐３１‐７６００）

漆の会「津軽塗職人展」（～１１/２３） 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）

吉澤秀香～書を楽しむ～（３期）「秋を書く」 鐵心ギャラリー ★１０：００～１７：００頃 問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

行政書士弘前コスモス会無料相談会 ヒロロ３階　多世代交流室１ １３：３０～１５：３０ 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　二葉さん（０１７２－８８－８７８１） 相談会

ヒロロ健康サークル～みんなで体を動かそう！
（～ ３１日の毎週火曜日）

ヒロロ３階　健康ホール １０：３０～１１：５０
（受付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※申込は既に終了
※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：弘前市健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

健康セミナー

はじめてのパソコン講座
（他１７日、２４日　※３日間で１セット）

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００
参加料無料　対象：パソコン初心者の市民３０名（先着順）　持ち物：筆記用具、昼食
内容：パソコンの基本操作、文字入力
問：弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００　８：３０～１７：００）

講演・講座・
セミナー

稲荷神社　宵宮 五代 夕方～ 店数１０ 宵宮

水泳教室（背泳）（～２７日の毎週水曜・金曜日） 温水プール石川 １３：００～１４：００
参加無料※各自傷害保険などに加入を。対象：クロールで２５ｍ泳げる市民１５名※申込は既に終了
持ち物：水着・水泳帽・ゴーグル・タオル　内容：背泳の基本泳法
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

スポーツ

体力づくり＆ウォーキング教室
（～１２/２１日の毎週水・木曜日）

ヒロロ３階
健康ホール　イベントスペース

水曜日１４：００～１５：３０
木曜日１３：３０～１５：００

参加無料※各自傷害保険などに加入を。対象：市民各コース２０名※申込は既に終了
持ち物：内履き、外履き、飲み物
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

ヨガ体験「フィールヨガ・ピラティスヨガ」
ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

定員：２０名（定員になり次第しめきります。託児１５名分あり）
世界的に普及しているハタヨガをベースに現代人向けにアレンジしたシンプルなヨガ体幹を鍛え、
キレイな姿勢づくりや心身の調整に役立つヨガ。２つのヨガを体験してみましょう。大人の方だけでも参加できます。
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

青森県精神保健福祉大会 弘前文化センター　ホール １２：３０～１５：３０

テーマ「みんなでめざそう　こころの健康」　入場料無料（※要事前申込）　内容：◇式典・表彰
◇講演「依存症の現状と対応について」　講師・信田さよ子さん（原宿カウンセリングセンター所長）
◇事例発表/竹田沙織さん（藤代健生病院地域連携室主任）、
豊島幸弘さん（青森労働局職業安定部職業対策課地域障害者雇用担当官）、藤林百合子さん（ほほえみの会理事長）
申込・問：氏名・参加人数・電話番号を、青森県精神保健福祉協会事務局
青森県立精神保健福祉センター内（ＴＥＬ０１７－７８７－３９５１　ＦＡＸ０１７－７８７－３９５６）へ。

地域未来創生塾＠中央公民館
第１回「行政担当者に聞く弘前市の課題とその対策」
（他２５日、１１/８、１１/２２、１２/１３、１２/２６、
Ｈ３０．１/１０、１/２４、２/１４、２/２８）

弘前文化センター　第３会議室 １８：３０～２０：００

大学教員、学生からの話題提供や資料を使って、今後の地域づくり活動に役立つ全１０ 回の講座やワークショップを
行います。
参加料無料（事前申込不要）　対象：弘前市および近隣にお住まいの高校生・一般の方３０名
※６回以上参加した人に修了証を交付します。
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）

おしゃれ・おしゃべりモネの部屋
「神の演劇とアメリカン・ビューティー」

弘前中三３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・デザート含む）(※要事前申込　申込締切：開催の１週間前迄　定員：１０名程度の予定（先着順）
コーディネーター：奈良岡隆人（弘前商工会議所青年部会長）
申込・問：カフェエミリオ白戸さん、田中さん（０１７２－３６－１４１１）

親子で一諸に英語でハロウィン体験　１．２．３！ ヒロロ３階　イベントスペース １０：３０～１１：３０
英語の音を楽しみながら、親子でハロウィン体験ができます。
参加料無料（※要事前申込）　対象：就学前の乳幼児とその保護者２５組（先着順）
申込・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

一般初級・中級水泳教室
（～１２/２１の毎週木曜日　※１１/２３を除く）

温水プール石川 １９：００～２０：００
参加料無料（各自傷害保険などに加入を）※申込は既に終了
持ち物：水着、水泳帽、ゴーグル、タオル
問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－８２－５７００）

健康セミナー

ベテランズセミナー
「いまさら聞けない美術のことば」

弘前文化センター　３階視聴覚室 １０：００～１１：３０

受講料無料　対象：おおむね６０歳以上の市民＝３０名程度（先着順）
内容：美術鑑賞をするときに知っておくとためになる基本や専門知識についてスライドを使って解説します。
講師：白取幸子さん（元富岡美術館学芸員）
問：１０/９までに、電話かＦＡＸまたはＥメール（住所・氏名・電話番号を記入）で 弘前市立中央公民館
（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp　火曜日は休み）へ。

講演・講座・
セミナー

日本教育書道会
第３５回記念　中弘南黒地区書道展（～１５日）

百石町展示館
１０：００～１７：００
 ※初日１２：００～
最終日１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第１２１回　国土社美術展覧会（～１５日） 弘前文化センター １０：００～１７：００
※最終日は１６：００まで

問：美術団体国土社（０１７２－３４－５７８７）

キッズ広場
「ハロウィン」

ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：５０

対象：１歳４ヵ月～　定員：各４５名
１歳４ヵ月以上のお子さんとママの広場です。今月はハロウィンごっこです。
英語のお話を聞いたり、ゲームを楽しみましょう。身長・体重をはかりますので、１０分前までに来てくださいね。
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

ヒロロで走ろう！かけっこ教室
（～１１/１の毎週水・金曜日）

ヒロロ３階　イベントスペース １６：３０～１８：００
参加無料（各自傷害保険などに加入を）　対象：市内の小学校１～４年生２０名※申込は既に終了
持ち物：運動靴、タオル、飲み物、縄跳び、着替え
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

ホンシュウジカの角切り 弥生いこいの広場 問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

健康相談・禁煙相談（他１６日・１８日・２９日）
１３日・１８日・２９日：
　ヒロロ３階　健康エリア
１６日：弘前市保健センター

９：００～１１：００ 内容：生活習慣病の予防、健診結果、禁煙など、健康や栄養について※２日前までに要予約（１０/２９のみ３日前まで）
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

伊奈かっぺい 十三日の金曜日 えふり古稀
−腹這いのララバイ−４０年目の落書き−

ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

開場１７：３０　開演１８：００ 前売￥２，０００　チケット取扱所：弘前市民会館・紀伊國屋弘前店・中三弘前店・ヒロロ・五所川原エルム・ポみっと！
問：青森演劇鑑賞協会事務局（０１７－７２２－７９４４　平日１１：００～１８：００)

ライブ・コンサート

第９回盛煌会ねぷた絵展（～１５日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

第３８回弘前市医師会作品展（～１５日） ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １０：００～１７：００ 入場無料　問：ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）

子どもの自立と子どもとの絆を育む子育て法
子育てが楽しくなるパパママ楽習会

午前の部：「叱り方で悩むパパママの助けになる考え方」参加無料
午後の部：「子どもの自立と子どもの絆を育む育て方～具体的な対応Ｑ＆Ａ編」
参加費￥２，０００（ご夫婦参加はペア割で２名で￥３，０００　お子様と一緒の受講も大丈夫です♪）講師：木村宣貴さん
その他：別室にて１５名まで託児を無料で承ります。お申込みの際にお申し出ください。
申込方法：お名前・参加者数・お子さんの年齢をご記入の上、メールにて送信ください。
申込・問：（Ｅメール：kosodate.c.hirosaki@gmail.com）

パパラボ遊び研究所
「チビタビ報告会
～発見したおすすめポイントを紹介しあおう！」

ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１２：３０
パパラボ３回目はバス旅でみつけたおすすめポイントを紹介します。　定員：２０名（託児は１５名まで）
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

おもちゃ病院（毎月第２土曜日開催）
ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１３：３０～１５：３０

◆おもちゃ病院　費用：原則無料
　 毎月第２土曜日の午後はおもちゃ病院がヒロロに来てくれます。大事にしていた壊れたおもちゃをもってきてください。
　 ただし、部品交換した場合の部品代（￥５０～￥３００）はご負担願います。
　 また、入院した場合は、退院時に入院費として￥１００頂きます。
　 ※折れた部品や外れたねじなどは、全部ご持参ください。
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

秋植え球根の植付けと管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 講師：緑の相談員　川村 政孝さん　問：弘前市みどりの相談所（０１７２－３３－８７３７）
講演・講座・
セミナー

初心者・中級者レディースバドミントン教室
（～１１/２５の毎週土曜日※１１/１１除く）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター １３：００～１５：００
参加料：１回￥２００（※要事前申込。各自傷害保険に加入を）　対象：女性３０名（先着順）
持ち物：室内用シューズ、タオル（貸出用ラケット有り）
問：弘前市レディースバドミントン連盟　佐藤さん（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－３４－７４６２）

スポーツ

第９回パイプオルガン演奏会 東奥義塾高等学校　礼拝堂 １４：００～（開場１３：３０） 入場無料　問：東奥義塾高等学校（０１７２－９２－４１１１）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ２０周年記念ＬＩＶＥ
「Ａｔ Ｔｈｅ Ｌｏｃａｌ」２ｄａｙｓ（～１５日）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１５：００
ＳＴＡＲＴ１５：３０

前売：各日￥５００(１ｄｒｉｎｋ込)　当日：各日￥１，０００(１ｄｒｉｎｋ込)　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

助川太郎 ソロギターワールド東北ツアー 喫茶れもん ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

一般￥２，０００　学割￥１，５００　※ドリンク別　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

コール・コモード１０周年記念コンサート 弘前学院大学礼拝堂 開演１４：００　 入場無料　問：菅原さん（０９０－１３７１－３３２９）

あおもりの食と健康かだろう　 ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１７：００

参加無料※事前申込不要
【第６回食育サミット】
<講演>「あなたの健康に必要な食事脂肪は」１３：００～　<市民公開シンポジウム>１３：４０～
【日本栄養・食糧学会東北支部５０周年記念】
<市民公開講座>「時間栄養学からＡｃｔｉｖｅ ｃｏｏｋを創る」１６：００～
問：弘前大学　前多さん（０１７２－３９－３７９０）　東北女子大学　花田さん・山田さん（０１７２－３３－２２８９）

プロが教えるかんたん楽しい秋のエコクッキング教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：３０

旬の野菜やりんごを丸ごと使う、料理食材とことん活用術を楽しく学んでみませんか。
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：エプロン、ふきん、大皿１枚、マグカップ１個、はし、米０，５合
内容：りんごのカレーピラフ・大根菜のスープ・ゆで野菜のサラダ　講師：福士るみ子さん（サロン・ド・胡桃代表）
申込・問：１０/１から、弘前地区環境整備センタープラザ棟
（０１７２－３６－３３８８　受付時間は９：００～１６：００　月曜日は休み。月曜日が祝日の場合は翌日が休み）へ

東北女子大学公開講座　布を使ったものづくり講座
②「～身近な植物で布を染めよう～」、
③「～ぬいぐるみを作ろう（１）～」

受講料：②￥２５０（９/３０の①講座参加者は無料）、③￥５００※要事前申込、応募多数の場合は抽選で決定。
対象：中学生以上８名　持ち物：②は手拭きタオル、裁縫道具、汚れてもよい服装。
　　　 ③は裁縫道具（裁縫道具がない場合は、貸し出し可）
内容：②絞り染め　③ぬいぐるみ布の裁断と小物づくり（ぬいぐるみの製作は２８日）※②と③は同時受講できます。
　　　 ③は①９/３０の講座で染色した布を使用します。
申込・問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９ 　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp/）

ＦＰフォーラムｉｎ弘前　２０代～５０代必聴！
未来を変える年金とｉＤｅＣｏの活かし方

弘前市総合学習センター
２階大会議室

１３：３０～１５：００
（開場１３：００）

参加料無料　定員：９０名（先着順）
【同時開催】個別無料相談会※要事前予約
時間：①１０：３０～１１：２０②１１：３０～１２：２０③１２：３０～１３：２０④１５：００～１５：５０
申込・問：日本ＦＰ協会東北ブロック（０１２０－８７４－２５１平日１０：００～１７：００　ＦＡＸ０２２－２６７－０２２６）

ヒロロ３階
午前の部：交流エリア イベントスペース
　　　　　　１０：３０～１２：３０（受付１０：００）
午後の部：駅前こどもの広場 多目的室
　　　　　　１３：３０～１５：３０（受付１３：００）

東北女子大学
９：３０～１２：００
（受付９：００～９：２０）※②③とも

★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。

9 月祝

その他

10 火

アート・展示会

11 水

健康セミナー

講演・講座・
セミナー

12 木

13 金

アート・展示会

お子様向け催し
・子育て・教育

14 土

講演・講座・
セミナー

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

アート・展示会



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

月例登山「紅葉とキノコ　ライオン岩登山」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０

参加料無料　持ち物：昼食、飲み物、替えの下着・靴下、雨具
内容：カモシカ道からライオン岩まで紅葉見物。
申込・問：１０/１４までに、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）へ。

お仕事体験広場キッズハローワーク 弘前学院聖愛中学高等学校 １０：００～１６：００
（受付１５：００まで）

職業体験とあそびのイベントです！いろんなお仕事を体験しよう！内履きを持って来てね。たか丸くんも応援にくるよ！
お仕事体験にはおしごと手帳（￥１，５００）がひつようです。
※体験できるおしごとについてはチラシ・ｆａｃｅｂｏｏｋをご覧ください。
おしごと手帳前売り取扱所：エルムの街ショッピングセンター、ヒロロ
※おしごと手帳は当日会場でもご購入いただけます。
主催：おしごと体験広場キッズハローワーク実行委員会（ｆａｃｅｂｏｏｋ：http://www.facebook.com/hellohellokids）

親子体操
「おやこでスッキリ！楽しく体を動かそう」（他１１/１２、
                                                           １２/１７）

ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場（健康ホール）

１１：００～１１：５０

参加料無料　定員２０組（※３歳以上の幼児。定員になり次第締切ます。）
持ち物：汗拭きタオル、飲み物　その他：動きやすい服装で参加ください（裸足で行います）。
内容：親子体操研修受講者の指導で、親子でしっかり体を動かしましょう。
申込：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）問：弘前市健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

ブックスタートおはなしかい（他２５日）
ヒロロ３階
こどもの森　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・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）

不動産無料相談会 ヒロロ３階　ヒロロスクエア
①１０：００～１２：００
②１３：００～１６：００

内容：相談員（宅地建物取引士、司法書士、税理士、土地家屋調査士）による不動産全般
問：全日本不動産協会青森県本部（０１７－７７５－３８９１）

相談会

坂本館発掘調査現地説明会

参加料無料
内容：坂本館では、縄文時代前期の貯蔵穴や、幅４ｍ、深さ１．５ｍ、長さ１５ｍを超える、平安時代以降の溝跡が
　　　 見つかっており、縄文土器や土師器など多数の遺物が出土しています。
　　　 完形の縄文土器などの遺物の展示も行いながら、現地説明会を開催しますので、おいでください。
問：弘前市文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

樹木医と行く古木・名木めぐり

古木・名木を樹木医がガイドします。間近で観察し、自然の力強さを感じてみませんか。
参加料￥１，０００（※要事前申込）　対象：中学生以上２０名(先着順）
持ち物：雨具、タオル、動きやすい服装※雨天決行
申込・問：９/２５から弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）へ

スマートムーブキャラバン さくら野百貨店弘前店 １０：００～

エコドライブシュミレーター体験やクイズコーナーのほか、
あおもりスマートムーブ推進協議会構成団体によるブースも出展！
あのゆるキャラにも会えるかも？来場者にはエコグッズなどのプレゼントもご用意。
問：青森県環境生活部環境政策課　低炭素社会推進グループ
（ＴＥＬ０１７－７３４－９２４３　ＦＡＸ０１７－７３４－８０６５　Ｅメール：kankyo@pref.aomori.lg.ip）

魅惑のピアノトリオクラシックコンサート
フランスのエスプリＶＳブラームス

弘前学院大学礼拝堂 開場１３：１５　開演１４：００　
前売￥１，０００　当日￥１，５００
チケット販売：カフェテラスケララ/めん房たけや/紀伊國屋書店弘前店/弘前市まちなか情報センター
問：ル・コンセール　和田さん（０８０－１６７９－３４１３）

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

大人の ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ　ＲＯＬＬＩＮＳ　ＳＰＥＣＩＡＬ１
ＳＯＮＮＹ　ＲＯＬＬＩＮＧ　ＯＬＥＯ　ＤＯＸＹ　ＳＴ，ＴＨＯＭＡＳ

百石町展示館 １８：００～ 当日\１，０００※小・中学生無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

「犬と散歩ができる公園」愛犬マナー講習会 弘前駅城東口緑地 １０：００～１１：００

参加料無料（事前申込不要）　※当日は、緑地内に駐車できます。なお、雨天時は中止となる場合があります。
内容：人と犬が仲良く利用するためには、マナーが大切です。そこで、マナー向上のための講習会を開催します。
　　　 犬のしつけについての講話や、リードを持った歩き方など、実技を交えながらの講習を予定していますので、
　　　 愛犬と一緒にぜひ参加下さい。またこれから犬を飼いたいという人の参加もお待ちしています。
問：弘前市公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

日本栄養・食糧学会東北支部大会５０周年記念講演会 弘前大学創立５０周年記念会館２階
岩木ホール

１１：３０～１２：４０ 参加無料（事前申込不要）　テーマ：「栄養学はおもしろい」　講師：木村修一さん（東北大学・昭和女子大学名誉教授）
問：弘前大学　前多さん（０１７２－３９－３７９０）

市民公開講座と鍼灸・マッサージ無料奉仕 弘前市社会福祉センター　大会議室 １０：００～１７：００

参加無料※事前申込不要　対象：市民
内容：①「体液の流れと筋膜」１０：００～１２：１５②「下肢疾患治療のヒント（扁平足ほか）」１３：００～１５：１５
③弘前支部会員による鍼灸（しんきゅう）・マッサージ（美容鍼灸お試しコーナーあり）」１５：１５～１７：００
※①②③好きなものに自由に参加可。
問：藤田はりきゅうマッサージ　藤田さん（０１７２－３３－６４３５　平日の午後）

ねぷた絵描き方講習会 弘前市立観光館　多目的ホール １０：００～１５：００

みんなが描いたねぷた絵が、雪燈籠まつりの会場に展示されます。
受講料￥７００　定員：５０名※定員になり次第締切　持ち物：鉛筆、消しゴム、習字筆（大・小）、
ボタン刷毛（観光館管理事務室に見本があり購入も可）、昼食（休憩時間があるので各自持参）
応募資格：小学生以上のアマチュア
申込・問：１０/１１（水）までに受講料を添えて、弘前市立観光館１階　管理事務室（０１７２－３７－５５０１）へ

すこやか育児相談
ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１１：４５
（受付時間
 １０：００～１１：００）

１０：００から保育士さん、栄養士さん、助産師さん、歯科衛生士さんに相談できます。
病院では聞けなかった事などお気軽に相談にきてください。母子手帳持参でお願いします。
歯磨き指導をしてほしい方は、歯ブラシ持参でお願いします。
【乳幼児の食事のおはなし】１０：３０～１０：５０
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

夜間納税相談（～２０日） 弘前市役所新庁舎２階　収納課 １７：００～１９：３０
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：弘前市役所　収納課（０１７２－４０－７０３２、７０３３）

相談会

体スッキリ体操教室（～１１/２７の毎週月曜日） 弘前市民体育館　フィットネスルーム １０：００～１１：００
参加料無料（各自傷害保険などに加入を）　対象：市民１２名※申込は既に終了
持ち物：汗ふきタオル、室内用シューズ、飲み物　内容：簡単なストレッチ体操、筋力トレーニング・脳力トレーニングなど
問：弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５））

健康セミナー

『見てみたい、イメージしたい「働く私」。』お試し！
しごと生活“職場体験”プログラム（～２０日）

研修：ＪＭＴＣ弘前教室
職場体験先：県内企業

９：００～１５：００
参加料無料　定員：先着２０名　参加資格：仕事を考えている子育て女性の皆さん※申込は既に終了
申込・問：こそもり事務局
（０１２０－９７８－７２６　平日９：００～１８：００　Ｅメール：kosomori@japan-mtc.com　HP：http//www.kosomori.com）

講演・講座・
セミナー

中弘若竹の会作品展（～１８日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００
（※時間変更の場合あり）

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１ アート・展示会

行政相談週間（～２２日） ヒロロ３階　市民生活センター １０：００～１５：００
内容：行政相談委員による道路、河川、年金、医療保険、老人福祉、窓口サービスなどに対する苦情や意見、
　　　要望などの相談
問：市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）、青森行政監視行政相談センター（０５７０－０９０－１１０）

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　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）

和の昔こ～昔の津軽にタイムスリップ～
（他１１/１５・１２/１４）

弘前中三３階
カフェレストランエミリオ

１５：００～１６：００
参加費￥１，０００（税込・ドリンク付）※要事前予約。ご予約のお客様が優先となります。
当日ご予約なしのお客様はお断りする場合がございます。
問：弘前中三３階　カフェレストラン　エミリオ（０１７２－３６－１４１１）

その他

馬場葉子Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０１７ ｉｎ 弘前 喫茶れもん ＳＴＡＲＴ１９：００ チケット：￥３，０００（飲食代別）　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９） ライブ・コンサート

弘前大学　研究・イノベーション推進機構　学術講演会
科学を学ぶ～日本語と英語～

弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

１０：３０～１２：００
入場料無料　定員：先着３００名※要事前申込　締切：１０/１０（火）※但し定員に達し次第締切
講師：筑波大学名誉教授　白川英樹氏（２０００年ノーベル化学賞受賞）
申込・問：弘前大学　研究・イノベーション推進機構（０１７２－３９－３９０７）

講演・講座・
セミナー

なんでも相談会 弘前商工会議所会館５階 １３：００～１７：００ 相談無料（※要事前予約）　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
問：中小企業相談所　経営支援課（０１７２－３３－４１１１）

相談会

弘前盆栽研究会盆栽展（～２２日） 緑の相談所 ９：００～１６：００ 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

第４７回渓心展、刻字・第２１回渓聲展（～２１日） 百石町展示館 １０：００～１８：００
※最終日は１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

おてだまつくり
「ほおずきお手玉の作り方をおぼえましょう」

ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１２：００
ヒロロのあそび場で大人気のお手玉の作り方をおぼえましょう。手縫いで簡単にできます。
材料費\３００※当日徴収　定員：１５名（託児は１５名まで）　※はさみ、針を持参できる方は持参して下さい。
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

げんねんＥＣＯスクール「アロマワックス作り」 弘前商工会議所会館２階　２０１室 受付：９：３０～
開催：１０：００～１２：３０

第一部：「放射線の健康への影響」
第二部：アロマワックス（植物を使って、「飾って香る」「灯さないインテリアキャンドル」を作ります。）
参加費：￥５００　定員：３０名程度（応募者多数の場合は抽選）　託児無料（１歳児～未就学児対象）
※第二部（カルチャー講座）のみのお申込みはできません。
応募方法：１０/５（必着）までに、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、受講希望日、
　　　　　　 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、
　　　　　　 「はがき」または「メール」でお申込みください。（応募締切後、「はがき」にてご連絡をいたします。）
　　　　　　 ※電話・ＦＡＸでのお申込みは不可
申込・問：日本原燃(株)青森総合本部広報Ｇ「ＥＣＯスクール」係
　　　　　 （〒０３０－０８０２　青森市本町１－２－１５　ＴＥＬ０１７－７３１－１５６３　平日９：００～１７：００
　　　　　　 Ｅメール：ecoschool@jnfl.co.jp）
※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。

講演・講座・
セミナー

３７回中弘教美展（～２２日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー
１０：００～１７：００
（※時間は変更になる場合
がございます）

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

華正園青風会
第２７回盆栽展示会（～２２日）

弘前市民会館 問：工藤さん（０１７２－２７－３００６）

平成２９年度秋季県下高等学校弓道大会（～２２日） 青森県武道館　近的弓道場 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

ソフトバレーボール体験教室
（～１１/２４の毎週金曜日※１１/３は除く）

金属町体育センター １０：００～１１：４５

参加料無料（各自傷害保険などに加入を）　対象：市民１２名
持ち物：汗ふきタオル、飲み物、室内用シューズ、運動のできる服装
申込・問：１０/５（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名・年齢・電話番号・教室名を記入の上、
　　　　　　金属町体育センター（〒０３６－８２４５　金属町１－９　ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）へ。
　　　　　　※家族や友人同士での参加は、はがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

弘前地域研究所一般公開（～２１日） 弘前地域研究所 ９：３０～１６：００

内容：弘前地域研究所ならではの仕事体験、研究所設備の機器の紹介、研究内容・研究成果の紹介、
成果品の展示・販売、県産酒（日本酒・リンゴ酒）飲み比べ、木のおもちゃで遊ぼう、
美容クリームの中のミクロの世界、発明相談会、微生物・デザイン・美容・色に関するミニセミナー、
ＡＲ体験など。※詳しくは問い合わせを。
問：弘前地域研究所（０１７２－５５－６７４０）

青森県産業技術センター弘前地域研究所一般公開
見て触れて学べる！ここだけのわくわく体験！
（～２１日）

青森県産業技術センター
弘前地域研究所
（オフィスアルカディア内）

９：３０～１６：００

入場料無料
◇今年もやるよ！研究所探検ツアー（１１：００/１３：００/１５：００）
◇ミニセミナー【１０分程度の役立つ小話】（両日１４：００～　３階ロビー）
◇特別企画！今話題のＡＲがやってくる！◇県産酒のみくらべ（大人限定！）◇木のおもちゃで遊ぼう！
◇美容クリームの中のミクロの世界◇はつめい相談会◇展示・販売コーナー◇オリジナル甘酒づくり
◇レモンの皮でプチバイオ体験◇カメラマンになろう！※撮影はお手持ちのカメラやスマートフォンをご利用ください。
◇水の中にシャボン玉を作ろう！
問：青森県産業技術センター　弘前地域研究所（０１７２－５５－６７４０）

18 水

19 木

20 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。

１１：００～１２：００
坂本館発掘調査現場（館後字新田地内）
※県道２８号岩崎西目屋弘前線を西目屋方面へ進むと、
国吉集落に入る手前のコンビニエンスストア付近の交差点で
弘前市職員が交通案内します。

９：００～１３：００
集合：緑の相談所

ルート：①ハルニレ・サイカチ（板柳町）→②シナノキ（鶴田町）
→③モミ（鶴田町）→④リンゴ（つがる市）
→⑤ラクウショウ（五所川原市）→弘前公園解散※バス移動あり。

アート・展示会

アート・展示会

スポーツ

その他

15 日

お子様向け催し・
子育て・教育

その他

ライブ・コンサート

講演・講座・
セミナー

16 月

17 火
相談会



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

前掛けバッグ展
～お出掛けに持って行きたくなるバッグ集～（～３０日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）　 アート・展示会

ＤＲＥＡＭＥＲ６期生公演
『２０１７ＴＨＥ ＬＩＴＴＬＥ ＭＡＴＣＨ ＧＩＲＬ
　　　　　　　　　　　　　～マッチ売りの少女～』（～２２日）

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ ※時間の詳細は、
右記の備考をご覧ください。

チケット￥１，０００（各回６０席）　チケット取扱い：まちなか情報センター（０１７２－３１－５１６０）
<時間>２１日：①開場１０：００/開演１０：３０/終演１２：００（予定）
　　　　　　　　 ②開場１３：３０/開演１４：００/終演１５：３０（予定）
　　　　　　　　 ③開場１７：００/開演１７：３０/終演１９：００（予定）
          ２２日：①開場１２：３０/開演１３：００/終演１４：３０（予定）
　　　　　　　　 ②開場１６：００/開演１６：３０/終演１８：００（予定）
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会（ＴＥＬ０１７２－８８－６４９９　ＦＡＸ０１７２－８８－６６９２）

映画・演劇・舞台

ゆったり体力ＵＰストレッチ体操
（～１２/１６の毎週土曜日　※１２/２を除く）

金属町体育センター １０：３０～１１：３０

参加料無料（各自傷害保険などに加入を）　対象：市民１２名程度
持ち物：汗ふきタオル、飲み物、室内用シューズ、運動のできる服装
申込・問：１０/５（必着）までに、往復はがきに、住所・氏名・年齢・電話番号・教室名を記入の上、
　　　　　　金属町体育センター（〒０３６－８２４５　金属町１－９　TEL０１７２－８７－２４８２）
※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

初心者向けりんご研修会 りんご公園 １０：００～１１：３０

参加料無料　対象：りんご作業経験の少ない人（高校生以上）約２０名（先着順）
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、雨がっぱ（雨天時）
内容：りんごの収穫研修会、りんご生産者との交流会　　講師：青森県りんご協会職員
問：１０/１９までに、電話かＦＡＸまたはＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で、ひろさき未来戦略研究センター
　　　（ＴＥＬ０１７２－４０－０６３１　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール： hif@city.hirosaki.lg.jp）へ。

第５３回全国糖尿病週間特別講演会および療養相談 弘前商工会議所２階　会議室 １１：３０～１４：３０

身近に潜む糖尿病についてのお話を聞いて、予防してみませんか。糖尿病療養指導士による療養相談も行います。
参加料無料（事前申込不要）　対象：市民
内容：①療養相談会１１：３０～１３：００
　　　 ②講演「糖尿病予備軍、あなどるなかれ」
     　    講師：弘世貴久さん（東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野教授）１３：１０～１４：３０
問：サノフィ　宮崎さん（０８０－９２９９－８９２６）

休日納税相談 弘前市役所新庁舎２階　収納課 ９：００～１６：００
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：弘前市役所　収納課（０１７２－４０－７０３２、７０３３）

相談会

緑の相談所の１/６００模型を作ろう！ 緑の相談所　集会室 １３：００～１７：００

弘前公園内に建つ緑の相談所は、前川國男初の片流れ屋根の建物です。
弟子である仲邑さんの、建物にまつわる話と模型作りを通じて、前川國男建築の温もりを感じてみませんか。
参加料：一般￥３，５００、学生￥２，５００（模型代含む、当日徴収）　定員：３０名
講師：仲邑孔一さん（ＭＩＤ同人、元前川國男建築設計事務所）　持ち物：虫眼鏡、老眼鏡（必要な人）
申込方法：１０/１６までに、ＦＡＸかＥメール（住所・氏名・電話番号を記入）で、前川國男の建物を大切にする会　葛西さん
　　　　　　　（ＦＡＸ０１７２ー３３－３２６０　Ｅメール：spacemeans@kkf.biglobe.ne.jp）へ。
問：前川國男の建物を大切にする会　折谷さん（０９０ー８２７４－１１２８）

弘前大学ダンスパーティー 弘前文化センター 開演１８：００ 入場料\２，０００　問：弘前大学競技ダンス部　和田さん（０９０－２８１７－０２０３）

北の文脈文学講座
テーマ：朗読「津軽の詩」

弘前市立図書館　２階視聴覚室 １４：００～１５：００ 受講料無料※事前申込不要。青森県民カレッジ単位認定講座です。
講師：下川原久恭さん（語る会代表）他　問：郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

史跡堀越城跡整備現場見学会
集合：史跡堀越城跡管理活用支援
エリアあずまや（堀越地区雪置場横）

９：００～１５：００ 参加料無料※事前申込不要　※解説随時実施、小雨決行、駐車場は管理活用支援エリア駐車スペースのご利用を
問：弘前市役所　文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

ライフ・プラン＆キャリア・プラン講演会 ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１５：２０

参加料無料　定員：１００名
内容：「女性の心身の特性を知って長く楽しく働くヒケツ」
　　　　…講師・対馬ルリ子さん（対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座院長）
　　　 「なりたい自分をイメージするこれからのキャリアデザイン」…講師・石岡百合子さん（JOY 代表取締役）
申込・問：１０/１８ までに、弘前市子育て支援課（ＴＥＬ０１７２－４０－７０３８　ＦＡｘ０１７２－３９－７００３）へ。

平成２９年度博物館歴史講座
「第２回発掘からみえる歴史の実像」
－弘前地域を中心に－

弘前市立博物館　ホール １４：００～１５：００頃 参加料無料※ただし、別途観覧料が必要　定員：１００名※空きがある場合は当日受付可能
申込・問：１０/４から弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）へ※８：３０～１７：００

23 月 平成２９年度鷹ヶ丘老人福祉センター作品展
（～２５日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

津軽盆栽会盆栽展（～２９日） 緑の相談所 ９：００～１５：３０ 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） アート・展示会

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）

対象：市民で１ 歳以上の幼児とその家族。　持ち物：母子健康手帳持参
内容発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。
申込・問：１０/２～２３日までに要事前予約　弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

親子遊び歌コンサート
ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１１：００～１１：５０
「たにぞうさんとうたおう！おどろう！」「ブンバ・ボーン」「バスにのって」「しゅりけん忍者」など一緒に楽しみましょう。
定員：１００名※定員になり次第締切
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

暮らしの困りごと何でも相談所 ヒロロ３階　ヒロロスクエア １０：３０～１５：００
内容：登記、税金、労働、道路、年金、交通安全、多重債務、相続、隣人とのトラブルなどの相談
※弁護士との相談（１組２０分）は事前予約必要。
申込・問：予約は１０/１６日の９：００～（先着１０組）　青森行政監視行政相談センター（０５７０－０９０－１１０）

相談会

地域未来創生塾＠中央公民館　第２回
「学芸員のお仕事～博物館と地域資源の再発見～」
（他１１/８、１１/２２、１２/１３、１２/２６、
 Ｈ３０．１/１０、１/２４、２/１４、２/２８）

弘前文化センター　第３会議室 １８：３０～２０：００

大学教員、学生からの話題提供や資料を使って、今後の地域づくり活動に役立つ
全１０回の講座やワークショップを行います。
参加料無料（事前申込不要）　対象：弘前市および近隣にお住まいの高校生・一般の方３０名
※６回以上参加した人に修了証を交付します。
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）

おしゃれ・おしゃべりモネの部屋
「これだけは覚えておきたい神道と神社の全て」

弘前中三３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・デザート含む）(※要事前申込　申込締切：開催の１週間前迄　定員：１０名程度の予定（先着順）
コーディネータ：山谷敬（猿賀神社宮司）　申込・問：カフェエミリオ白戸さん、田中さん（０１７２－３６－１４１１）

写真集団フィール（～２９日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００
（※時間変更の場合あり）

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１） アート・展示会

教えて　保育料&こども園のこと ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０
市役所の担当の方に保育料の事を教えてもらいましょう。そろそろ入園を考えている方は、この機会にぜひどうぞ。
定員：２０名（託児は１５名まで　定員になり次第しめきります）
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

第５２回いちだぁす会美術展（～２９日） 百石町展示館 １０：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１-７６００）

移動雑貨店Ｓｋｉｐ ｖｏｌ．１４（～２８日） 問：百石町展示館（０１７２－３１-７６００）

電動ロクロを体験してみませんか？（～２８日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
参加料￥１，５００　ドリンク付（材料費他含む）　定員：２０名（予約優先。当日も受け付けます。）
所要時間：約３０分　講師：小山陽久さん　※毎月、第４金曜・土曜に開催します。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

第１３回寺田沙舟とその仲間による書展（～２９日） 弘前中三８階スペースアストロ １０：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

入場無料　問：北妖会（０１７２－３３－８６２８）

プレミアムフライデーナイトヨーガ教室
（他１１/２４、Ｈ３０．１/２６、２/２３、３/３０）

岩木山総合公園　ちびっこアリーナ １９：００～２０：００
参加料：１回￥５００（※要事前申込。傷害保険料含む）
弘前駅前から予約制無料シャトルバスが利用できます。詳しくは問い合わせを。
問：岩木山総合公園（０１７２－８３－２３１１）

健康セミナー

介護のしごと魅力発信セミナー ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１５：３０

フランス生まれの認知症ケア「ユマニチュード®」の講演会を開催します。
参加料無料　定員：２４０名　内容：「優しさを伝えるケア技術ユマニチュード®」
講師：盛真知子さん（国立病院機構東京医療センター看護部、ユマニチュード認定インストラクター）
申込・問：１０/２０までに、氏名・電話番号・職業・質問を記入の上、ＦＡＸで、
　　　　　　弘前厚生学院（ＴＥＬ０１７２－３３－２１０２　ＦＡＸ０１７２－３２－５２３３）へ。

講演・講座・
セミナー

弘前地区女性会作品展示会（～２９日） 弘前文化センター
２８日１０：３０～１６：００
２９日９：００～１６：００

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１） アート・展示会

弥生いこいのＨａｌｌｏｗｅｅｎ（～２９日） 弥生いこいの広場 問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７） お子様向け催し・
子育て・教育

第３４回おはなしと読み聞かせ講習会 弘前図書館　２階会議室 １４：００～１６：００

参加料無料　持ち物：絵本１冊
対象：読み聞かせのボランティア（経験不問）、読み聞かせのスキルアップを目指す人おおむね３０名程度
内容：ＪＰＩＣ読書アドバイザーによるおはなし会実施のための実技・実演方法、情報交換
問：１０/２から、弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

男女共同参画普及啓発学習会
弘前市民参画センター３階
グループ活動室

１０：００～１２：３０

参加料無料　定員：５０名程度　託児：３か月～小学校６年生の児童の無料託児あり（１０/１４までに申込を）
テーマ：「名もなき家事～家事負担、夫の気持ち・妻の認識～」　講師：齊藤望さん（ファザーリング・ジャパン東北理事）
申込・問：１０/２１までに男女共同参画ネットワーク会議事務局
　　　　　　（市民参画センター内（０１７２－３１－２５００　ＦＡＸ：０１７２－３６－１８２２）へ。

裂織でブローチを作ろう 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１０名（小学生の参加は保護者の同伴が必要）
持ち物：フォーク（大きめのもの）、ハンカチや手ぬぐいなどの不要になった布
申込・問：１０/１５日から、弘前地区環境整備センタープラザ棟
　　（０１７２－３６－３３８８　受付時間９：００～１６：００　月曜日は休館日、月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）へ

弘前医療福祉大学・短期大学部
平成２９年度公開講座
～健康で豊かな暮らしのために～
「救急救命士の視点からみる地域防災と
　ファーストエイド」

弘前医療福祉大学　共用棟 ９：３０～１１：３０
（受付９：００～）

受講料無料　申込方法：ＦＡＸ、Ｅメール（公開講座受講希望とし、受講希望日、氏名、電話番号を明記）または電話で。
申込・問：弘前医療福祉大学公開講座係　成田句生さん・中村聡さん
　　　　　 （ＴＥＬ０１７２－２７－１００１　平日９：００～１７：００　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３
　　　　　　Ｅメール：koukai@jyoto-gakuen.ac.jp)
※この講座はあおもり県民カレッジの単位として認められます。

平成２９年度弘前大学大学院保健学研究科
市民公開講座「足の科学からみたスポーツ障害の予防」

弘前大学創立５０周年記念会館
岩木ホールＡ・Ｂ

１０：００～１１：３０
参加料無料（事前申込不要）　対象：一般市民、スポーツ指導者、運動部員、保護者７０～８０名
内容：①講演会「足の科学からみたスポーツ障害の予防」②足の健康相談コーナー
問：弘前大学大学院保健学研究科総務グループ（０１７２－３９－５９０５　Ｅメール：jm5905@hirosaki-u.ac.jp）

東北女子大学管理栄養士国家試験・対策講座 東北女子大学 ９：３０～１７：００
受講料￥７，５００※１０/２１までに申し込むと受講料が￥５，０００となります。
申込：東北女子大学ＨＰ（http://www.tojo.ac.jp）から。
問：東北女子大学地域資源活用研究センター（０１７２－３３－２２８９）

東北女子大学公開講座　布を使ったものづくり講座④
「～ぬいぐるみを作ろう（２）～」

東北女子大学 ９：３０～１２：３０
（受付９：００～９：２０）

受講料￥５００（講座③の参加者は無料　※要事前申込）　応募多数の場合は抽選で決定。　対象：中学生以上８名
持ち物：裁縫道具（裁縫道具がない場合は、貸し出し可）　内容：ぬいぐるみの製作
申込・問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９ 　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp/）

共同研究
「青谷上寺地遺跡からみた弥生時代の
 イネ品種分析」企画
特別講演会『東と西の弥生社会　山陰の弥生集落像
ー鳥取県青谷山寺地遺跡と妻木晩田遺跡ー』

弘前大学人文社会科学部４階
視聴覚ルーム

１５：００～１６：００ 参加料無料　問：弘前大学人文社会科学部（０１７２－３９－３１８７）

プラネタリウム特別企画
「シンフォニック☆プラネ
　　　　　　　　　　～木管楽器とピアノの音にのせて～」

弘前文化センター
３階プラネタリウム

１８：００～２０：００

参加料無料　対象：市民５０名（先着順、小学生は保護者同伴）
内容：クラリネットやサックス、ピアノの生演奏とともに、秋の星空の特徴や物語を交え、星座を投影します。
出演：織田千晶さん（クラリネット・サックス）、小野亜希さん（ピアノ）
問：１０/２７までに、電話かＦＡＸまたはＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で
　　 弘前市立中央公民館
　　 （０１７２－３３－６５６１、ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０、Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp　火曜日は休み）へ。

ライブ・コンサート

22 日

24 火

25 水 講演・講座・
セミナー

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

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

21 土

講演・講座・
セミナー

その他

講演・講座・
セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

26 木

27 金

アート・展示会

講演・講座・
セミナー28 土

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１１：００～、最終日１６：００まで）



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

あなたの体力年齢を診断します 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター １４：００～１７：００
参加料無料※事前申込不要　対象：市民　持ち物：室内用シューズ、飲み物、タオル
調査種目：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、急歩または２０ｍシャトルラン、立ち幅跳び
問：弘前市文化スポーツ振興課（０１７２－４０－７１１５）

スポーツ

市町村めぐり愛バスツアー 集合：弘前駅城東口 １３：００～１９：００

対象：２０歳以上６０歳未満の独身者で弘前圏域地町村（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
　　　 田舎館村、西目屋村）に在住の男女各２０名※参加料など詳しくは問合せを。
コース：弘前駅城東口→バスで大鰐町、田舎館村へ移動→弘前市内で解散
申込・問：１０/２３（月）までに電話またはＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号）でひろさき広域出愛サポートセンター
　　　　　　（０１７２－３５－１１２３　Ｅメール：h-deai@city.hirosaki.lg.jp）へ

その他

弘前大学ＯＢＯＧ管弦楽団　第１回演奏会 弘前市民会館　大ホール 開場１３：３０　開演１４：００　

チケット（全席自由）：一般￥１，０００　学生￥５００
チケット取扱：弘前市民会館/弘前文化センター/弘前市まちなか情報センター/ヒロロインフォメーション
　　　　         /弘前大学生協ＳＨＡＲＥＡ店/紀伊國屋書店弘前店/さくらミュージック
※小学生以下は、保護者同伴に限り無料で入場できます。
※お子様連れの方に無料託児所を用意しております。お気軽にご利用ください。
問：坂本さん（０９０－１９３２－４６９４　Ｅメール：hirodaiphil.obog@gmail.com）

ライブ・コンサート

♪藤田庭園コンサート２０１７♪
オカリナアンサンブル　こだま

藤田記念庭園　洋館 １４：１５～１５：４５頃 入場料無料（事前申込不要※庭園見学の方は入園料が必要です）
問：オカリナアンサンブルこだま　鳴海さん（０９０－７９３３－２４１１）

ライブ・コンサート

弘前Ｍａｇ－Ｎｅｔ ２０周年記
ｅａｓｔｅｒｎ ｙｏｕｔｈ～極東最前線/巡業２０１７
～おれたちのＳＯＮＧｅｎｔｏＪＩＹＵ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売り￥３，５００　当日￥４，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００
チケット：LAWSON(Lコード：２２５０４)/イープラスｅｐｌｕｓ.ｊｐ/Ｍａｇ－Ｎｅｔ店頭/ａｓｙｌｕｍ
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

津軽千代造・秋の器展（～１１/５） 杜のギャラリー陽久庵 １１：００～１７：００ 問：杜のギャラリー陽久庵（０１７２－３２－８４６５） アート・展示会

堀内亮ピアノリサイタル 弘前文化センター 開場１８：００　開演１８：３０

一般￥２，０００　学生￥１，５００
チケット販売所：弘前中三、紀伊國屋書店、ヒロロインフォメーション、弘前文化センター、弘前市まちなか情報センター、
　　　　　　　　　 さくらミュージック※その他、メールや電話でも予約可
申込・問：今さん（０７０－５５７５－７７４０）　夏葉音楽事務所（Ｅメール：natsuha.musicoffice@gmail.com）

ライブ・コンサート

31 火 焦点～弘前とかけて落語ととく、その団体とは～
（他１１/２８、Ｈ３０．２/２７、３/２０)

弘前市民参画センター３階
※２回目以降は
会場が変更となる 場合あり

１８：３０～２０：３０
参加料：１回￥３００（全４回受講で￥１，０００）※当日参加も可能ですが、事前の申し込みをおすすめします。
定員：５０名　内容：真打のはなし家を講師にコミュニケーション教室を行います。落語も一席あります。
問：弘前男女らくご振興協会　三浦さん（０９０－９７４１－６７３９　Ｅメール：hiroraku.comyu@gmail.com）

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

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！】

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」

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！）

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】

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】
（※毎週日曜日は休み）

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】

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

★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。

29 日

30 月

※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

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

※要予約・実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥１，２００（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。

・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

集合時間・所要時間、集合場所・コース ツアー内容・備考

※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！

※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。

・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

・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）

※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♪

・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

・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

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

・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！

※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）


