
イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前フィンランドクリスマスマーケット（～２５日）

まちに灯火（ともしび）
えきどてプロムナードイルミネーション（～Ｈ３０．２/２８）

上土手どってん広場・駅前公園・ヒロロ 日没～２４：００

追手門広場イルミネーション（～Ｈ３０．２/１５） 追手門広場 日没～２４：００

あずましろ～どイルミネーション点灯式
あずましろ～ど
（弘前駅東西自由通路）

１６：００～

2 土 第４回弘前城Ｑ＆Ｒ（～３日） 弘前公園
２日：小学生の部１２：３０～
３日：一般の部１２：３０～
※いずれも受付は１２：００～

3 日
追手門広場フリースタイルマーケット ｉｎ クリスマス
（他１０・１７日）

弘前市立観光館
１階多目的ホール・ロビー

１０：００～１５：００

8 金 列車の宴　忘年列車（他１５・２２日）

9 土 第五回りんご王者決定戦２０１７ ヒロロ　４階弘前市民文化交流館ホール １２：３０～１６：００
（開場１２：００）

12 火 ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ ーＡＬＬ ＳＴＹＬＥ　２ｏｎ２ー 弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

16 土 ２０１７はこだてクリスマスファンタジー
ひろさきナイト

金森赤レンガ倉庫群前
（函館市末広町）

１７：４５～１９：００

22 金 弘前フィンランドクリスマスマーケット（～２４日） 追手門広場 １１：００～２１：００
（初日１６：００～２１：００）

23 土祝 高長根ファミリースキー場オープン 高長根ファミリースキー場

１１月以前からの継続イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

お殿様・お姫様衣装着付け体験 弘前公園内 武徳殿休憩所 ９：００～１６：３０ 体験料：１着￥５００～￥１，０００　問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）
イベントピックアッ
プ

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

企画展３　津軽歴史文化資料館プレオープン企画
｢弘前藩の美術-お抱え絵師の遺した仕事-｣
「津軽塗の世界」
（～Ｈ３０．１/２１）

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。
※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：１２/１８(月）、年末年始（１２/２９（金）～１/３（水）※開館する場合は別途お知らせします。）、１/１５（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

アート・展示会

木の葉展（～１２/３） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

重要無形文化財指定　保持団体認定記念展覧会
津軽塗技術保存会
これまでのあゆみ（～Ｈ３０．１/２１）

弘前市立博物館　特別展示室 ９：３０～１６：３０

入館料：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。
※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。
休館日：毎月第３月曜日・年末年始　　問：弘前市教育委員会文化財課（０１７２－８２－１６４２）

クリスマスマーケット展（～１２/３）
１０：００～１７：００
※初日１３：００から
最終日１５：００まで

ワークショップ：￥１，０００～　ゲビンデ　ハーバリウム　ディンプルアート　ポーセラーツ
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

２０１７弘前冩眞の会展（～１２/３） １０：００～１７：００
最終日は１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

毎日を古布で愉しむ二人展（～１２/４） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 古布で作った服、バッグ、小物の展示販売　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

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

１２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

郷土文学館スポット企画展「新収蔵資料展」
（～Ｈ３０．３/３１）

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０
最終日は１２：００まで）

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、
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。)
※あおもり県民カレッジの単位認定講座。　問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

アート・展示会

オルゴナイト「オルゴナイト体験」 ヒロロ　３階弘前市駅前こどもの広場 ①１０：３０～１２：００
②１３：００～１４：３０

天然石と金属を固めて製作します。好きな型を選び色をイメージしてオルゴナイトのストラップを作ります。
材料費：￥８００（当日徴収・託児８名まで）　定員：各８名
申込・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

移動雑貨Ｓｋｉｐ×Ｐｏｃｈｅｔｔｅ　クリスマス蚤の市（～２日） さくら野弘前店
１階アクアリウム渡嘉敷前特設会場

１日１０：００～２０：００
（２日は１７：００まで）

１３組の作家とお店による二日間限定蚤の市がＯＰＥＮします。
アクセサリーや大人服、バッグや帽子・・・ｅｔｃ世界で一つだけのお気に入りが見つかりますように。
問：谷澤さん（Ｅメール：skip4021@gmail.com 　フェイスブック：https://www.facebook.com/skip4021）

その他

～Ｎ響メンバーと仲間たちによる室内楽の響き～
「ドリームコンサート」

弘前文化センター 開場１８：３０　開演１９：００

入場料（全席自由)ペア￥３，０００　一般￥２，０００　高校生以下￥１，０００
チケット取扱：弘前文化センター／弘前市民会館／ヒロロ／紀伊國屋書店／弘前市まちなか情報センター／
　　　　　　　　 さくら野百貨店弘前店／さくらミュージック
問：弘前交響楽団　二川原さん（０９０－４５５９－９３４３）※無料託児室を用意しております。お気軽にご利用下さい。

〇同時開催◆「第１９回ドリームゼミナールーあなたもプロのレッスンを！－」
会場：弘前文化センター　１日目：２日１２：２０～１７：００　２日目：３日１０：００～１５：４０
※どちらか１日のみの受講も可能です。
受講料（１日）一般￥１，０００　高校生以下￥５００　締切：１１/２４
申込・問：弘前文化センター（ＴＥＬ０１７２－３３－６５７１　ＦＡＸ０１７２－３３－６５７０　Ｅメール：hirosaki-bunka@hi-it.jp
　　　　　　ＨＰ：http://hirosakisinfonie.org/　「申込書」「楽譜」「受講者案内」をお受け取りください。）
※ＦＡＸおよびＥメールで申込書を送信された方は必ず文化センターへ確認のお電話をお願い致します。
◆「弦楽器体験コーナー」会場：弘前文化センター２階　大会議室　２日１０：００～１１：００
※事前申込不要　どなたでも無料で参加できます。

ライブ・コンサート

弘前大学大学院人文社会科学研究科・
国立歴史民俗博物館
教育・研究連携記念公開講座
「今、祭りの存続を問う
地域との協働で映像民俗誌を撮る意味」

弘前大学人文社会科学部
４階視聴覚ルーム

１２：４０～１５：５０

定員：８０名（申込不要）
映像：明日に向かって曳け　石川県輪島市皆月山王祭の現在
講師：山田嚴子さん（弘前大学人文社会学部・教授）／川村清志さん（国立歴史民俗博物館・准教授）
問：弘前大学人文社会科学部総務グループ教務担当（０１７２－３９－３９４１　Ｅメール：ｊｍ3941＠hirosaki-u.ac.jp）

講演・講座・セミ
ナー

特設人権相談所（他８日） ヒロロ　３階市民生活センター １０：００～１５：００ 内容：いじめや虐待など、人権に関すること　相談員：人権相談員
問：青森地方法務局弘前支局（０１７２－２６－１１５０）

相談会

メエメエさんおはなし会（他９・１６日） 岩木図書館　児童室 １０：３０～１１：００
参加料無料　内容：絵本の読み聞かせ（事前申込不要）
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

おたのしみおはなし会（他９・２３日） 弘前図書館
１階閲覧室おはなしコーナー

２日１１：００～１１：３０
９・２３日１５：００～１５：３０

参加料無料（事前申込不要）　対象：おおむね４歳～小学校低学年の児童
内容：「クリスマス」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）

木育
「木のクリスマスツリー作り」

ヒロロ
３階弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１１：４０
木の感触や木目を感じながら、クリスマスツリーを親子で作りましょう。
材料費：￥１，０００（当日徴収・１家族１セットになります）　定員：２０組
申込・問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

あっぷるカフェ「認知症カフェ」（他１６日） 土手町コミュニティパーク
多目的ホールＡ

９：３０～１１：３０

認知症の人やその家族を支援するために、認知症の人とその家族、地域住民、専門職などが集います。
参加料￥３００（事前申込不要）
内容：【２日】認知症サポーター養成講座　【１６日】講話「在宅での食事の工夫」※両日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）

その他

2017年12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１２月３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

弘前デザインウィークが、ともに雪国であり、同じデザインウィークを開催しているフィンランドとコラボレーション。
洋館のイルミネーションをメインに、クリスマス・デコレーションされた空間で、クリスマスマーケットやフィンランドミュージアムを開催します。
【洋館イルミネーション（旧弘前市立図書館）】１日～２５日（１６：００～２４：００）※１日のみ１８：００から
　●１日点灯式１８：００～　●弘前の洋館を「アップルハート」をテーマとした温かなイルミネーションが彩ります。
【フィンランドミュージアム（旧弘前市立図書館内）】１日～２５日（９：００～１７：００）　２２日～２４日（９：００～２１：００）
　●フィンランドデザインと珍しいクリスマスグッズで、旧弘前市立図書館内をデコレーションします。
　●「フィンランドミュージアム ガイドツアー」
　　　洋館イルミネーション点灯式の後に、フィンランドミュージアムの展示物などの説明ツアーを開催します。
　　　定員：１５名　時間：１９：００～２０：００　会場：旧弘前市立図書館内
【クリスマスマーケット＆オーロラ投影（追手門広場）】２２日（１６：００～２１：００）２３・２４日（１１：００～２１：００）
　●クリスマスメニューを堪能できるフードコート、青森の作家によるクリスマス雑貨を購入できるハンドメイドマーケット、
　　 音楽パフォーマンス、オーロラ投影
問：弘前デザインウィーク（０１７２－４０－０４９４）

追手門広場内

「２０１７はこだてクリスマスファンタジーひろさきナイト」として、弘前市が金森赤レンガ倉庫群を会場に、観光・物産をＰＲします。
また、「ひろさきナイト」の開催に合わせ、ＪＲ東日本では、「弘前駅長号　はこだてクリスマスファンタジー弘前ナイト」と称した
旅行商品を販売します。この機会に、小学校で行った修学旅行を思い出し、「おとなの修学旅行」として再び函館を訪れてみませんか？
【内容】イルミネーション点灯式、ＰＲイベントステージ、巨大アップルパイの振る舞い（１８：３０から配布予定）
【旅行賞品】「弘前駅長号　はこだてクリスマスファンタジー弘前ナイト」
○往路は普通列車・新幹線、復路は新幹線・特急列車を利用（函館到着後は自由行動）
○募集人数４０名（最小催行人数３０名）
○宿泊ホテル　ルートイングランティア函館駅前（シングルルーム１泊２食付き）
○旅行代金　大人１人￥２７，０００（１人から申込可）
問：「ひろさきナイト」について　国際広域観光課（０１７２－４０－７０１７）
　　 「旅行商品」について　びゅう予約センター（０５７０－０４－８９５０）

クリスマス、大晦日、バレンタインデーは、オールナイトでイルミネーションを点灯します。
【オールナイト点灯】１２/２４(日)・２５(月)・３１(日)、Ｈ３０．２/１４(水)
問：弘前市役所経営戦略部広聴広報課デザインウィーク担当（０１７２－４０－０４９４）

※申込は既に締切
内容：チームでクイズやミッションをこなしながら、鬼から逃げるオリエンテーリング形式の競技。
問：弘前城Ｑ＆Ｒ実行委員会　渡邊さん（０９０－６７８４－７３１９　ＨＰ：http://www.hirosaki-qandr.com）

今年で８回目を迎える「まちに灯火」、どってん広場＆駅前公園・ヒロロがイルミネーションであざやかに！
主催：大町・駅前・上土手商店街魅力アップ実行委員会（０９０－９７４５－７９５７）

入場料無料　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

お友達やご家族と一緒に、弘南鉄道のちょい旅にでかけませんか？もちろん、お一人での参加も大歓迎です。
料金：お一人様￥３，５００（飲み放題、お楽しみ抽選会あり）※当日払戻、人数変更不可　定員：各９０名（完全予約制）
申込・問：弘南鉄道本社（０１７２－４４－３１３６）

【点灯式】たか丸くんも応援に来ます。
【イルミネーション】期間：１２/１～Ｈ３０．２/２８まで　時間：７：００～２４：３０（予定）
問：弘前観光コンベンション協会内　弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会（０１７２－３５－３１３１）

８日平賀駅発１８：２８  １５日黒石駅発１８：３０   ２２日弘前駅発１８：３５
弘南線　弘前駅～黒石駅間（１往復）約２時間

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）

問：高長根レクリエーションの森（０１７２－９７－２６２７）

入場料無料　内容：クリスマスグッズ・フードの販売、フィンランドのオーロラ映像の投影、音楽ライブなどを行います。
問：弘前デザインウィーク（０１７２－４０－０４９４）

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

通年

１１/３０
（木）～

１１/２５
（土）～

１/１２
（木）～

１１/２６
（日）～

百石町展示館

美味しいリンゴを目指し、県内外より２８名の農家、学生が熱い戦いを繰り広げます。
入場無料　イベント内容：【りんご試食会大会】出場者のリンゴをすべて試食できます！
【限定１００食アップルパイプレゼント】プーランジュリーイシタのオリジナルパイを審査してくれた方にプレゼント！
【お土産抽選会】りんご加工食品や協賛企業様からの豪華食品があたるかも！【フォトコンテスト】リンゴにまつわる写真の展示
問：りんご王者決定戦実行委員会（Ｅメール：ringoouja@gmail.com）

★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

1 金

1 金

2 土
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日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

りんご品評会・展示会・即売会（～３日） 弘果弘前中央青果

りんご生産者が手塩にかけて栽培した逸品のりんごを見ることができます。
色・形のそろったりんごたちは、匠の技の域に達しています。
新品種や希少品種りんごの試食会、展示即売会など多数のイベントがあります。
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　Ｅメール：http://ringo-kingdom.com）

弘前りんご博覧会

Ｍｅｌｔｉｎｇ Ｐｏｔ ライブ＆セッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

れもん 冬 Ｓｅｓｓｉｏｎ 喫茶れもん １８：００～ 無料　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ゲヌースコンサート 藤田記念庭園　洋館ホール １４：３０～ 入場無料　問：藤田記念庭園事務所（０１７２ー３７ー５５２５）

第２６回ｈａｒａｐｐａ映画館
弘前出身、木村文洋監督特集
青森から東京へ－「もうひとつの家族」の物語

弘前中三　８階スペースアストロ
①１０：３０「息衝く」
②１４：３０「へばの」
③１６：３０「息衝く」

チケット：前売￥１，０００　当日￥１，２００　学生・会員￥５００（各回入替制）
プレイガイド：弘前中三／紀伊國屋書店／弘前大学生協／弘前市まちなか情報センター／コトリｃａｆｅ
※チケット予約は件名を「ｈａｒａｐｐａ映画館」とし、名前、電話番号、メールアドレス、希望券種、枚数を記載の上、
Ｅメールまたは電話からも可
申込・問：ＮＰＯ法人ｈａｒａｐｐａ（ＴＥＬ０１７２－３１－０１９５　Ｅメール：post@harappa-h.org）

映画・演劇・舞台

シクラメン・ポインセチアの管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

プロが教えるかんたん楽しい
クリスマス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

簡単で見栄え抜群の料理と残り食材の活用術を楽しく学びませんか。
参加料無料　対象：小学生以上２０名※参加には保護者の同伴が必要。
持ち物：エプロン・ふきん・大皿（直径２５ｃｍ程度）１枚、スープカップ・おはし・スプーン　メニュー：ミネストローネ、
鶏肉のオレンジソース、きのこのマリネ・メルバートースト添え　講師：福士るみ子さん（管理栄養士、サロン・ド・胡桃代表）
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〉）

シンポジウム　裁判員裁判を地域に根づかせるために 弘前大学人文社会科学部棟
４階多目的ホール（文京キャンパス内）

１４：００～１７：３０

入場料無料（事前申込不要）
内容：裁判員制度が施行されて８年が過ぎましたが、制度が市民に充分に浸透したとは言い難い状況にあります。
このシンポジウムでは、どうすれば市民に裁判員制度について深く考えてもらえるものか、そして市民が裁判を通じて
地域の様々な問題を自分の問題として捉えることができるかについて考えたいと思います。
第１部【講演】「学校現場の法教育」講師：藤田剛氏（明治大学文学部）
第２部【報告】
「地域の世代間対話を促す模擬裁判＋模擬評議～『コミュニティ・コート』の構想～」 講師：宮﨑秀一氏(弘前大学教育学部)
「裁判員制度を育てる市民活動ー裁判員ラウンジと大学での模擬裁判を中心に」　講師：飯考行氏（専修大学法学部）
第３部【パネルディスカッション】
問：弘前大学人文社会科学部　平野さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－３１９９　Ｅメール：k-hirano@hirosaki-u.ac.jp）

弘前学院大学地域総合文化研究所・
大学院文学研究科講演会
「郷土の文学」

弘前学院大学　１１５教室 １３：００～１６：００

入場料無料※事前申込不要
内容：講演「ミステリーとＳＦの青森」　講師：井上諭一さん（弘前学院大学文学部教授）、
講演「寺山修司、その出自と虚構－俳句と短歌で読み解く寺山文学－」
　　　講師：鎌田紳爾さん（弘前学院聖愛中学高等学校教諭）、
講演「岩手山文学－啄木と賢治を中心に－」　講師：塩谷昌弘さん（盛岡大学文学部准教授）
問：弘前学院大学文学部　成田さん（０１７２－３４－５２１１）

Ｈｅｒｂａｒｉｕｍ ｗｏｒｋ ｓｈｏｐ（～３日） 弘前駅ビルアプリーズ　３階特設会場 １０：００～１６：００
料金：ハ-バリウム1本￥１，０００～／空間静止アートハ-バリウム１個￥２，０００／アロマワックスサシェ１個￥６００
※ワックスが固まるまで１５分程かかります。※飛び込み参加可能
申込・問：ｓｏｒａ沓澤香純さん（０９０－６２２６－１６４９　Ｅメール：sora.pri.flower@gmail.com　ＬｉｎｅＩＤ：kokokasumi）

今先生の無料健康相談（他１６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測定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

えほんのもりのおはなしかい（他１３日） ヒロロ
３階こども絵本の森　おはなしコーナー

１０：３０～１１：００
対象：０歳～３歳の乳幼児とその保護者※事前申込不要　　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）

ＯＫＪ よちよち親子 フィットリトミック（他１７日） ウイング弘前 １３：００～１４：００

参加料：１回受講￥１，９４４　２回受講￥３，２４０※各自傷害保険に加入を。※要事前予約
対象：生後８か月～２４か月の乳幼児と母親１０組
内容：赤ちゃんとスキンシップを取りながら、親子で楽しく体を動かします。
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：ウイング弘前（０１７２－３８－８１３１）へ。

弘前市吹奏楽団　第３４回定期演奏会 弘前市民会館　大ホール 開場１６：２０　開演１７：００
中学生以上￥５００※小学生以下は保護者同伴に限り入場無料、無料託児室・親子室を用意しております。
プレイガイド：さくらミュージック、紀伊國屋書店弘前店
問：小野さん（０９０－２８４９－７３６６　Ｅメール：hirosaki_wo-koho@yahoo.co.jp）

市民文化祭

第１３回青森県武道演武大会 青森県武道館 １１：００～ 入場料無料　内容：武道家・武道団体が集まり、日頃の修練の成果を披露します。
問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

武術の講習会（～４日）

参加料①￥８，５００②￥６，５００（各自傷害保険に加入を。）
内容：①中国武術の講習会　②武術から見た「立つ」「座る」「しゃがむ」といった根本動作を学ぶ講習会
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：日本韓氏意挙学会青森分館　櫻庭さん（０９０－７０６５－９０７６）

ｈｕｇ はぐ ｈｏｉｃｋ！
ヒロロ
３階イベントスペース、健康ホール、
各階のエレベーター付近など

１０：３０～１４：３０
音楽、ダンス、アート、スポーツのほか、就労支援施設による物品販売・ワークショップに関するイベントです。
問：弘前市福祉政策課（０１７２－４０－７０３６）

２０１７チャリティー
第５回あそべーる歌謡フェスティバル

岩木文化センター「あそべーる」 開演１２：３０ 入場料￥１，０００　問：ジュピターカラオケ愛好会（０１７２‐３３－０６２５） 

１００万人のクラシックライブ 東横ＩＮＮ弘前駅前 開場１５：３０　開演１６：００

東横ＩＮＮのロビーでクラッシックを身近に体験してみませんか。
料金１，０００（中学生以下無料）
※入場料、寄付金は（財）１００万人のクラッシックライブと演奏者のこれからの活動に使っていただきます。
問：東横ＩＮＮ弘前駅前（０１７２－３１－２０４５）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＳＰＥＣＩＡＬ
ＯＨ ＨＯＬＬＹ ＮＩＧＨＴ Ｘ’ｍａｓはまだ Ｊａｚｚはもう！！

百石町展示館 開演１８：００ チケット￥１，５００（ワンドリンク付）※小・中学生無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ピアノ発表会 藤田記念庭園　洋館ホール １３：３０～１５：３０ 入場無料　問：藤田記念庭園事務所（０１７２ー３７ー５５２５）

ミニセミナー 弘前市民会館　第１小会議室　 １０：００～

参加料無料※要事前申込　定員：各３０名（先着順）
内容：
１０：００～「『弁護士の仕事』について聞いてみよう！～離婚・交通事故・刑事事件～」講師／鍋嶋正明さん（弁護士）
１１：００～「これも『行政書士の仕事』です！～公正証書遺言の作り方講座～」講師／竹内知弘さん（行政書士）
申込・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

よろず相談会 弘前市民会館　第一、第二小会議室 １３：００～１６：００ 相談無料（事前予約不要）　内容：ボランティアグループ「らの会」による相談会。複数の専門家が、相談に応じます。
問：ボランティアグループ「らの会」三上さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３８－１８２９）

相談会

ぐらんまの布と土あそび（～５日） 百石町展示館
９：３０～１９：００
※初日１１：００から
最終日１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

刺し子、古布展示会（～７日） 百石町展示館
９：３０～１７：００
※初日１０：００から
最終日１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

プールで筋トレ・脳トレ水中ウオーキング教室
（～２５日の毎週月・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）　※申込は既に締切
対象：市民１５名　内容：水中ウオーキング、ストレッチ、バランス力を高めるトレーニング、脳トレ・筋トレ
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：河西体育センター（〒０３６ー８３１６　石渡１丁目１９－１　０１７２－３８－３２００）

健康セミナー

ソフトバレーボール体験教室（～２６日の毎週火曜日） 金属町体育センター体育室 １０：００～１１：４５

参加料無料（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：ボール慣れから簡単なルール説明を分かりやすく紹介し、ゲームを実施します。
　　　 ※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：金属町体育センター（〒０３６ー８２４５　金属町１の９　０１７２－８７－２４８２）

はじめてのボクシング教室（他１２日） 勤労青少年ホーム　１階集会室 １９：００～２０：００

参加料無料（各自傷害保険に加入を）　対象：小・中学生およびその保護者２０名（先着順）
内容：基本フォーム、シャドーボクシング、ミット打ち体験、タッチボクシング
※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：弘前ボクシング協会福眞さん（０９０－４８８５－１５１８）

ヒロロ健康サークル（他１２・１９・２６日） ヒロロ　３階健康ホール １０：３０～１１：５０
（受付は１０：００～）

参加料無料
内容：日ごろ運動しない人でも無理なく参加できるサークルです。一緒に体を動かしてみませんか。
　　　 初めての参加者も大歓迎です
対象：毎週継続して参加できる４０歳以上の市民３０名（先着順）
持ち物：運動できる服装、室内用シューズ、汗拭きタオル、飲み物
問：健康づくり推進課（〒０３６ー８７１１　野田２丁目７の１　０１７２－３７－３７５０）

健康セミナー

絵図と写真で見る昔の弘前 百石町展示館 開演１５：００ 参加費￥５００（お茶付）　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

生涯骨太クッキング教室 弘前市保健センター　２階栄養指導室 １０：００～１３：００

参加料無料　対象：市民１５名（先着順）※託児は先着５組まで。　※申込は既に締切
持ち物：エプロン、三角きん、はし
献立：ネギとチーズのきつね卵とじ、切干大根ミルク煮、だし活減塩みそ汁、牛乳わらび餅
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

エクセル２０１０入門講座（他１２・１９日） 弘前市総合学習センター １０：００～１５：００

参加料無料
対象：文字入力およびキーボード・マウスの操作ができる市民３０名（先着順）※３日間で１セットの講座です。
持ち物：筆記用具、ＵＳＢ メモリ、昼食
内容：表計算ソフト（エクセル２０１０）を使用した基本的な操作技術の習得
　　　　※エクセル２０１０以外のバージョンを使っている人は操作方法が異なりますので、ご注意ください。
申込・問：１１/１９から、学習情報館　総合学習センター内（０１７２－２６－４８００　８：３０～１７：００）へ。

ベビー広場（～８日）
「クリスマス」

ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場 １０：３０～１１：３０ 対象：【６日】～８か月まで　【７日】９か月～１２か月まで（１歳のお誕生会もします）　【８日】１歳１か月～１歳３か月まで
定員：各１５名　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

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関すること※事前の申し込みが必要。
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

藤田記念庭園クラフト展
「こぎん冬の陣～春待つこころ～」（～２７日）

藤田記念庭園
クラフト＆和カフェ　匠館

１０：００～１６：００

クラフトの拠点として今年度リニューアルオープンした藤田記念庭園　クラフト＆和カフェ　匠館で、
こぎん刺しの作品展示・販売やワークショップを開催します。
【こぎん刺し作品展示】入場料無料
【こぎん刺しワークショップ】こぎん刺しの体験ができます。　参加料：￥５００～（事前申込不要）　対象：小学生以上
問：佐藤陽子こぎん展示館　佐藤さん（０９０－１４９１－４９１２）

その他

クリスマスの夕べ２０１７（～９日・１１～１２日） シャンソン酒場　漣 １８：３０～ ￥３，５００（※要事前予約。漣友の会会員は￥３，０００）　シャンパン、軽食、お土産（フランスパン）付
申込・問：【昼】（０１７２－２６－２７１２）／【１９：００以降】（０１７２－３３－０１９１）日・祝日休み

ライブ・コンサート

ペーパークラフトしめ縄作り教室 河西体育センター　会議室 ９：３０～１２：００ 参加料：￥１，２００（材料費込）　　定員：一般男女１３名（定員になり次第締切）　　講師：葛西美樹さん
申込・問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

講演・講座・セミ
ナー

福祉のしごと移動相談
（他２１日、Ｈ３０．１/１１・２５日）

ヒロロ　３階多世代交流室Ａ １３：００～１６：００

入場無料（事前予約不要）
内容：「福祉のしごと」探しに関する、さまざまな相談に対応し福祉人材バンクへの求職登録や資格取得に関する相談に、
　　　　わかりやすくお答えいたします。開設時間内に、お気軽にお越しください。
問：弘前市社会福祉協議会　弘前福祉人材バンク（ＴＥＬ０１７２－３６－１８３０　ＦＡＸ０１７２‐３３－１１６３）

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

弘前市役所　２階収納課

１０：００～１１：００
１４：００～１５：００
（２１日は１８：００～１９：００も
受付）

相談無料※要事前予約・先着順・１人１時間まで
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。
申込・問：弘前市役所　収納課（０１７２－４０－７０３２／０１７２－４０－７０３３）

市内※詳しくは、問い合わせを。
【３日】①韓氏意挙初級講習会　１４：００～
　　　　②兵法武学研究会講習会　１７：００～
【４日】②兵法武学研究会講習会１８：００～

ライブ・コンサート

講演・講座・セミ
ナー

お子様向け催し・
子育て・教育

スポーツ

その他

ライブ・コンサート

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

講演・講座・セミ
ナー

スポーツ

相談会

アート・展示会

2 土



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

チャリティビーズアート展（～１０日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１） アート・展示会

求人説明会・ミニ面接会（他１９日）
ヒロロ
３階多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などをお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度　参加企業数：３～５社（予定）
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。
※ＵＪＩターン求職者限定でスカイプ面談可（要事前申込）
※参加企業については、青森労働局または市のホームページをご覧ください。
問：弘前就労支援センター内　Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

オカリナ・ヘルマンハープのＸ’ｍａｓコンサート 鳴海要記念陶房館 １３：３０～１５：００ 問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２） ライブ・コンサート

歳末チャリティ－２０１７
「第３４回年忘れ名士かくし芸大会」

弘前市民会館　大ホール 開場１７：００　開演１８：００
チケット（全席指定）￥１，５００
入場券発売：陸奥新報社本社事業部（日・祝の取り扱い、電話での受け付けはしません）
問：陸奥新報社営業局事業部（０１７２－３４－３１１１）

映画・演劇・舞台

健康相談・禁煙相談（他１８・２０・２４日） ヒロロ　３階健康エリア
※１８日は弘前市保健センター

９：００～１１：００
２日前までに事前の予約が必要（２４日のみ３日前までに）
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。
申込・問：弘前市保健センター内（０１７２－３７－３７５０）

相談会

田辺京子の皿五拾枚展（～２３日） ＣＡＳＡＩＣＯ
１１：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

一見伝統の九谷焼に見える和風のお皿。けれどよく見ると何やら楽しく奇妙な絵柄が描かれています。
大人気の個性派九谷焼作家 田辺京子さんのお皿展です。
お正月にも使える田辺さんのお皿、是非楽しみにご覧下さい。
※同じものは１枚もありません。
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）※１２/１２・１８・１９は休み

ｍａｓａｃｏ．の洋服展（～２３日） ＣＡＳＡＩＣＯ
１１：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

滋賀県の洋服ブランド「ｍａｓａｃｏ．（マサコドット）」の展示会です。
オリジナルの生地を使い、パッチワークなど大変手の込んだ仕立ての洋服です。
シャツを中心に計５０点ほど届きます。彼へのクリスマスの贈り物にもいかがでしょうか
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）※１２/１２・１８・１９は休み

岸田志穂のちいさな刺繍展（～２３日） ＣＡＳＡＩＣＯ １１：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

今年、石川県の卯辰山工芸工房を修了したばかりの若手作家のご紹介です。
刺繍にも様々な種類がありますが、志穂さんが得意とするのは布の織り目を数えながら一定の間隔ですくうことで、
幾何学的な模様を糸のラインで出す・・・というオリジナルテクニック。
ベビーグッズや髪留めなどの小物中心に展示販売いたします。
想いを込めて、とても丁寧に制作している作品。是非ゆっくりとご覧ください。
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）※１２/１２・１８・１９は休み

弘前大学医学部写真部冬季写真展（～１０日） 弘前文化センター　１階美術展示室 　９日　１０：００～１８：００
１０日　１０：００～１７：００

入場無料　問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）／一戸さん（０８０-８２１５-４７８７）

子どもお琴教室発表会 百石町展示館　 開演１４：００ 入場無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）　

おもちゃ病院＆おもちゃ広場
（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
　 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。
◆おもちゃ広場　　おもちゃコンサルタントさんがグッドトイを持参して、一緒に遊んでくれます。
　 問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

第９回春藤新体操クラブ演技会 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

青森県高体連弓道専門部
平成２９年度冬季弓道錬成会（～１０日）

青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

星空観察会ｉｎプラネ
寒くても見てみたい！冬の星座と流星群

弘前文化センター３階
プラネタリウム

１８：００～１９：３０
（受付１７：３０～）

参加料無料　定員：４０名※小学生以下は保護者同伴
持ち物：防寒着※プラネタリウム観賞後、外で星空観察も行います。
申込・問：１２/８までに電話、ＦＡＸまたはＥメールに①住所②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号を記入の上、
中央公民館（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ

高校生のための吟行句会 弘前市役所　６階大会議室 １０：００～１５：００

参加料無料　対象：高校生３０名※要事前申込　持ち物：筆記用具、ノート、昼食、雨具（雨天時）、歳時記
講師：桜庭門九さん、大瀬響史さん（弘前俳句連盟）
内容：地元の俳人や参加者と弘前の街を歩きながら、俳句を作成し発表します。
申込・問：文化スポーツ振興課（０１７２－４０－７０１５）

リンゴ酒感謝祭 ｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １２：００～２０：００

【ワークショップ】第１部１２：００～／第２部１４：００～（参加をご希望の方は各開始時間までご来場ください）
●キャンドル製作（製作時間６０分）　参加費￥１，３００（税込）　定員：各時間８名
●アイシングクッキー（製作時間６０分）　参加費￥１，２００（税込）　定員：各時間６名
●オーナメント製作（製作時間３０分）　参加費￥１，０００（税込）　定員：１０名
【ワッセイリング】１７：３０～２０：００青森を代表するリンゴのお酒が勢ぞろい！
定員：２００名※未成年者は入場不可
チケット：￥５，０００（前売チケット制・２時間飲み放題＋食べ物付）※定数に達し次第販売終了
チケット販売：弘前シードル工房ｋｉｍｏｒｉ／ＪＲ弘前駅改札横キオスク店／Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ
※詳しくは、ホームページ（https://a-1grandprix.localinfo.jp/posts/3219655）で確認を。
問：Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ内　あおもりリンゴ酒推進協議会事務局（０１７－７５２－１８９０）

弘前バッハアンサンブル
第２０回記念チャンバーパイプオルガンによる
クリスマス教会コンサート

弘前学院大学礼拝堂 １５：００～

入場料￥２，５００
チケット取扱：【弘前市】紀伊國屋書店／中三弘前店／平山萬年堂／弘前市まちなか情報センター
　　　　　　　　【青森市】成田本店／カワイ青森ショップ／リンクモア平安閣市民ホール／さくら野百貨店青森店
問：弘前バッハアンサンブル　島口さん（０１７２－３３－１５３９）

第４回ココナツ・クラブうたごえ音楽会 弘前市中央公民館相馬館　研修室 １３：００～１５：００

入場無料（事前予約不要）
プログラム（予定）：第１部◇メンバーによる演奏発表（メンバーお気に入りのフォークソングのカバー曲を８～９曲）
　　　　　　　　　 　　 第２部◇ご来場の皆様による「うたごえ」セッション
　　　　　　　　　　　　　　 　　（日本のフォークソング１６０曲の中からリクエストを募り、時間の許す限り、みんなで歌おう）
問：ココナツ・クラブ事務局（０９０－２０２２－７４０７　Ｅメール：coconuts_club_2017@yahoo.co.jp）

クリスマスコンサートＡｎｇｅｌｉｑｕｅ
弘前大学グラスハープ・アンサンブル

日本キリスト教団弘前教会　礼拝堂 開場１４：００　開演１４：３０

グラスハープは、グラスを濡れた指で擦って音を出す楽器です。
１９世紀のヨーロッパで盛んになり「天使のオルガン」とも呼ばれました。
入場無料※なるべく公共交通機関でおこしください。
問：日本キリスト教団弘前教会（０１７２－３２－３９７１）

「長いトンネルを抜けると、弘前」
～トンネルのむこう、ほぼワンマンライブ～

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

チケット：前売￥３，０００　当日￥３，５００（どちらも１ドリンク別途）　定員：３０名
※１０名様ご来場…限定ＣＤ全員にプレゼント！　２０名様ご来場…オリジナルトートバック全員にプレゼント！
　  ３０名様ご来場で、なんとチケット代が無料！（ドリンク代のみかかります）
申込・問：①希望のライブ日時②お名前③ご予約枚数を記載の上（Ｅメール：tunnelno.mukou@gmail.com）へ

弘前大学クラシックギタークラブ　第４４回定期演奏会 弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

【プレコンサート】
開場１６：００　開演１６：３０
【定期演奏会】
開場１７：３０　開演１８：００

チケット（全席自由）前売￥３００　当日￥５００
チケット取扱：弘大生協（シェリア・フェリオ）、プリムヴェール、喫茶れもん、ヒロロ
問：(Ｅメール：hirosaki_clagi@yahoo.co.jp)

Ｓｈｏｋｏ＆ＦｒｉｅｎｄｓⅧ Ｌｉｆｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｅａｔ＆Ｔａｌｋ ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

チケット：前売￥２，５００　当日￥２，８００（ドリンク別・フードコーナー用意）
プレイガイド：Ｅａｔ＆Ｔａｌｋ／Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ／めん房たけや／ＡＳＹＬＵＭ／レストラン山崎／Ｏｒａｎｇｅ Ｃｏｕｎｔｙ／
　　　　 　　　　酔い処しゅう／Ｐａｐａｓｏｕｌ
問：Ｅａｔ＆Ｔａｌｋ（０１７２－３７－２２２２）

東奥義塾創立１４５周年記念コンサート　ケイ赤城トリオ　 東奥義塾高等学校　礼拝堂 開場１７：３０　開演１８：００　
チケット（自由席）：前売￥３，０００　当日￥３，５００
プレイガイド：中三弘前店／さくら野弘前店／紀伊國屋書店弘前店／東奥義塾高等学校
問：東奥義塾高等学校　一戸さん（０１７２－９２－４１１１）

すみれ・こどもの城　音楽発表会 弘前市民会館 ９：１５～１５：００（開場９：００） 入場無料　問：弘前市すみれ保育園（０１７２－３２－５４６５）

Ｅｕｒｅｋａ！ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

前売￥２，０００　当日￥２，５００※ドリンクチャージ別途￥５００　問：ＭａｇーＮｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

津軽カタリスト　太宰治ドラマリーディング
冬の定期公演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：「満願」「リイズ」「黄金風景」「燈籠」（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
※弘前厚生学院の駐車場が利用できます。

歌語りの会発表会 百石町展示館　 開演１８：３０ 入場無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

オリジナルキャンドルとクリスマス飾り作り体験教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

参加料無料　対象：小学生以上１５名※参加には保護者の同伴が必要
持ち物：ジャムなどの空きびん、シール、油性ペン、軍手
内容：使い残しのろうそくと空きびんを使った、オリジナルキャンドルや木製のミニツリー作り　講師：尾崎行雄さん
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８〈９：００～～１６：００月曜日は休み〉）

犯罪被害者遺族講演会
最愛の娘を奪われて～事件後、遺族にもたらすもの～

弘前大学人文社会科学部棟
４階多目的ホール

１３：３０～１５：００
入場料無料（事前申込不要。どなたでも参加できます）
講師：山内久子氏（秋田看護福祉大学教授、あおもり被害者支援センター理事）
問：弘前大学人文社会科学部　平野さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－３１９９）

東北女子短期大学 公開講座
「つまみ細工」剣つまみをしてみませんか

東北女子短期大学 ９：３０～１２：００

受講料無料　対象：高校生・一般２０名※応募多数の場合は、抽選で決定。
申込・問：講座の３日前までに、ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで希望講座名と希望日、氏名、住所、電話番号を記入のうえ、
　　　　　　東北女子短期大学地域文化センター公開講座係（〒０３６ー８５０３、上瓦ケ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１
　　　　　　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp ）へ。
　　　　　　※ＨＰからのお申込みも可。受講者にはハガキで通知し受講票を送ります。

東北女子短期大学 公開講座
「離乳食の基本と応用（１）
～家庭で活かせるアドバイス～」

東北女子短期大学 １０：００～１３：００

受講料無料　対象：保育施設の給食担当者３０名※応募多数の場合は、抽選で決定。
申込・問：講座の３日前までに、ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで希望講座名と希望日、氏名、住所、電話番号を記入のうえ、
　　　　　  東北女子短期大学地域文化センター公開講座係（〒０３６ー８５０３、上瓦ケ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１
　　　　 　 ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp ）へ。
　　　　　  ※ＨＰからのお申込みも可。受講者にはハガキで通知し受講票を送ります。

第９回公開高血圧講座 弘前大学医学部コミュニケーションセンター　２階１４：００～１６：００

参加料無料
内容：【第１部】講演１「脳卒中にならないための食事とは」講師・佐々木都子さん（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター）
　　　　　　　 　　講演２「高血圧の基礎知識」講師・長内智宏さん（弘前大学保健学研究科）　パネルディスカッション
　　　　【第２部】個別指導　講師・保嶋実さん（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター）、長内智宏さん
問：弘前大学保健学研究科　長内さん（０１７２－３９－５２４５）

舞踏ワークショップとセミナー
雪雄子　土方巽「病める舞姫」から
身体言語を読み解く ｖｏｌ．４

鳴海要記念陶房館 １３：３０～１５：００ 参加料￥１，５００（資料・お茶付）　定員：１５名（要事前予約）※動きやすい服装でお越しください。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

国重要無形文化財指定　シンポジウム 弘前市民会館　大会議室 １３：００～１６：３０

津軽塗が国重要無形文化財に指定されたことを記念し、開催します。　参加料無料※事前申込不要
内容
【基調講演】「日本の漆芸技術における津軽塗の特色」　講師・近藤都代子さん（元文化庁主任文化財調査官）
　　　　　 　　「無形文化財の保存と活用」　講師　原唯さん（文化庁文部科学技官）
　　　　　　 　「日本漆芸史の中の津軽塗」講師　髙橋隆博さん（関西大学名誉教授）、
【パネルディスカッション】「津軽塗のこれまでとこれからのあゆみ」
コーディネーター：九戸眞樹さん（市教育委員会委員長）
パネリスト：近藤都代子さん、髙橋隆博さん、原唯さん、望月好夫さん（元青森県工業試験場長）、
　　　　　　　小松勇さん（弘前市文化財審議委員）、岩谷武治さん（津軽塗技術保存会会長）
問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

金

9 土

お子様向け催し
・子育て・教育

8

講演・講座・セミ
ナー

映画・演劇・舞台

ライブ・コンサート

その他

スポーツ

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

小さな森のクリスマス 百石町展示館 １０：３０～１５：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

自然教室「木の実の工作」 こどもの森　ビジターセンター １０：００～１２：００
参加料無料※要事前申込　持ち物：飲み物、替えの下着・靴下、雨具、防寒着
【冬期開館日】毎週土・日曜日、祝日と小・中学校の冬休みおよび春休み期間（１２/２９～Ｈ３０．１/３を除く）
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）/弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

お子様向け催し・
子育て・教育

平成２９年度津軽地区小学生ソフトバレーボール大会 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

新たな出会いと発見～Ｗｉｎｔｅｒ Ｐａｒｔｙ ２０１７～ 弘前パークホテル　１３階「ステラ」 １８：３０～２１：００

夜景と料理を楽しみながら、すてきなひとときを過ごしませんか。
参加料：男性￥４，５００　女性￥２，５００
対象：おおむね２５歳～５０歳の独身男女（男性は市内在住の農業青年）男女各２０名
内容：夜景を見ながら料理を楽しむ交流パーティー。
その他：男性はスーツまたはジャケット着用。参加女性には、りんごをプレゼントします。
申込・問：１２/１までに、農業委員会事務局内　弘前市青年交流会実行委員会事務局
　　　　　　（０１７２－４０－７１０４　Ｅメール：nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ

Ｘ’ｍａｓＳｏｎｉｃ　ＮＮＲ＆ＰＰＭ２０１７
Ｍｏｈｉｃａｎ ｌａｓｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ’ｓ

ヒロロ３階　 ９：３０～１８：００

エントリー：大人￥５００＋景品持参　高校生以下￥２００
内容：
９：００受付開始／１０：００開会式・予選開始／１２：３０全体休憩／１３：３０チャリティ抽選会／
１４：００エキシビジョン／１４：３０敗者復活トーナメント／１５：３０決勝トーナメント／１７：００表彰式以後フリーラン
※前日１７：００より設営がありますので参加できる方々を募集してます。
また、前泊にて懇親会を開催しますので併せて募集します。
問：ノコノコレーシングモヒカン（０９０－２６０１－８９５０）

明治から昭和初期のハイカラシティ弘前の建築を巡る
翠明荘まるごと観賞会

集合：弘前市立観光館受付前
（翠明荘　解散）

１３：３０～１６：００

参加費￥２，８００（当日お支払）　募集：２０名（最少催行２名）
行程：旧東奥義塾外人教師館、弘前教会、石場旅館、翠明荘洋館、
　　 　翠明荘（弘前教会は葬儀などが入った場合、内部見学ができないこともあります。）
申込・問：１２/９までに、電話、ＦＡＸまたはＨＰより、
　　　　　　たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：http://www.tabisuke-hirosaki.jp
　　　　　※１２/９休業日のためホームページのみでの受付となります。１７：００まで）へ

ＭＩＫＡ　ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ ＦＵＬＬ ＣＯＵＲＳＥ ＴＯＵＲ２０１７
～ＹＯＵ ＷＯＮ’Ｔ　ＬＯＳＥ～

弘前市民会館　大ホール 開場１６：３０　開演１７：００

チケット（全席指定）￥６，８００
（※３歳以上有料。３歳未満のお子様は保護者１名につき１名まで膝上鑑賞可。但し、座席が必要な場合は有料）
プレイガイド：弘前市民会館、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：２１９３３）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４）

あなたに聴いてほしい冬のコンサート　サエラコンサート ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ 開場１３：３０　開演：１４：００
チケット￥３，０００（全席自由）　チケット取扱：スペース・デネガ／中三弘前店／五所川原ＥＬＭインフォメーション
問：サエラ事務所（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７３－２６－７７５５　サエラＨＰ：http://caetla.info/）

「ＴＷＯ－ＹＡ！－ＭＥＮ ＬＩＶＥ」
松本哲也×若林一哉（ｆｒｏｍ弘前暴動）

ＡＳＹＬＵＭ ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

￥３，０００（＋１ドリンクオーダー別）　問：ＡＳＹＬＵＭ（０９０－１０６７－７４８６）

ＯＮＥ ＤＡＹ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売￥１，０００　当日￥１，５００※ドリンクチャージ別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

すまいる歌謡発表会 弘前文化センター 開場１１：３０　開演１２：００ 問：事務局　小田切さん（０９０－１３７０－７２１１） 映画・演劇・舞台

グルーデコ展（～１１日） ヒロロ　３階　交流室２
１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

全国的に大人気の『グルーデコ®』は、接着に粘土状のグルーを使用してアクセサリーを作るハンドワークです。
スワロフスキー社のクリスタル等を使用し短時間でクオリティーの高いアクセサリーが完成します。
ハンドメイドとは思えないリュクス感も相まって現在注目度と人気Ｎｏ．１の習い事です。
代金：￥３，０００（税込）　所要時間：約１時間（グルーデコ約３０分、硬化促進後お持ち帰りまで３０分）
※今回のワークショップは予約制ではなく当日受付順となります。
その他：★約７種類のアイテムよりお選びください。 ★最大８名様まで同時にご受講可能です。
　　　　  ★お待ちの方は席が空き次第、順次ご案内となります。
　　　　  ★１回毎の受付となりますがお時間の許す方は何個でもお作りいただけます。
　　　　  ★材料は多数ご用意しておりますが数に限りがございます。売り切れの場合はご容赦くださいませ。
問：ＪＧＡ日本グルーデコ協会認定教室　ｆｕｎ　Ｆｌｏｗｅｒｓ主宰　野村さん（０９０－８４７２－８２５４）

パパとじぃじのための読み聞かせ講習会
ヒロロ　３階
こども絵本の森おはなしコーナー

１３：３０～１５：３０

子どもの年齢に応じた絵本の選び方や読み方の紹介、子どもの発達や関わり方などについての意見交換など、
すぐに家庭で生かせるような実践的な講習会です。
対象：読み聞かせに関心のある男性※事前申込不要
問：ヒロロ　３階こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

～あんしんあたたか～精神対話士の「ほっ！と相談」 ヒロロ　３階　多世代交流室１ １０：００～１４：００

精神対話士は専門知識と暖かな対話で人を癒す心のケアの専門です。
将来の希望や心配事などについて、一歩先への解決に向けてご一緒に考えてまいります。
参加料無料（事前予約不要）　どなたでも参加でき、お１人様から受付いたします。
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

11 月 農の手しごと展～農家×手しごと
津軽の女性たち～（～１３日）

百石町展示館 １０：００～１５：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

12 火 行政書士弘前コスモス会による無料相談会 ヒロロ３階　多世代交流室 １３：３０～１５：３０ 相談無料※事前予約不要　内容：相続・遺言を中心とした相談
問：弘前コスモス会　ふたば行政書士事務所　二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

相談会

卍の城物語ビデオ上映会 弘前文化センター ①１７：００～②１９：００～ チケット：一般￥１，０００　会員￥５００　高校生以下無料
問：弘前芸術鑑賞会事務局（０１７２－４０－４０８２）

青森中央高校演劇部
「修学旅行～鬼ヶ島編」公開練習

弘前文化センター １５：３０～ 入場無料　問：弘前芸術観賞会事務局（０１７２－４０－４０８２）

地域未来創生塾＠中央公民館
（他２６日、Ｈ３０．１/１０・２４、２/１４・２８　全１０回）
第５回「リンゴづくりだけで家族を養えるのか」

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）

げんねんＥＣＯスクール「しめ飾りリース」
商工会議所会館
２階　２０１室

受付：９：３０～
開催：１０：００～１２：３０

第一部：食べ物と放射線　第二部：しめ飾りリース
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）
応募方法：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、受講希望日、
　　　　　　 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。）
申込締切１２/５（火）　※電話・ＦＡＸでのお申込みは不可
申込・問：〒０３０－０８０２　青森市本町１－２－１５　日本原燃(株)青森総合本部広報Ｇ「ＥＣＯスクール」係
　　　　　　（ＴＥＬ：０１７－７３１－１５６３　Ｅメール：ecoschool@jnfl.co.ｊｐ　受付時間：平日９：００～１７：００）
　　　　　　※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。

冬の室内植物展（～２４日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

さきおり作品展（～２４日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

内容：裂織のバッグ・ポーチ・タペストリー等の展示販売　休館：１２/１９（火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

キッズ広場
「クリスマス会」

ヒロロ　３階
弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：５０ 身長、体重をはかりますので１０分前までに来てください。　対象：１歳４か月～（お誕生会もします）　定員：４５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

★観察会　ふたご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　月曜日は休み）

和の昔こ～昔の津軽にタイムスリップ～ 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）

Ｊ．Ｓ．ＢＡＣＨ指導法講座　バッハのいろは 弘前文化センター　大会議室 ９：３０～１１：３０ 受講料：会員￥３，５００　一般￥４，０００
申込・問：ピティナ弘前支部（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－８７－６０８８　Ｅメール：miyuki-tanaka@fm2.seikyou.ne.jp）

ベテランズセミナー
津軽為信最後の居城「堀越城」の話を聞こう

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
内容：現在、整備の進む国史跡「堀越城跡」について、これまでの調査結果を交えたお話
申込・問：１２/１１までに電話かファクスまたは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。

日本で最も美しい村づくり特別講演会 岩木庁舎　２階多目的ホール １４：００～１５：３０
日本で最も美しい村づくりについて、皆さんで考えてみませんか。
受講料無料※事前申込不要　　講師：松尾雅彦さん（「日本で最も美しい村」連合副会長、カルビー元社長）
問：岩木総合支所総務課内　日本で最も美しい村づくり岩木協議会事務局（０１７２－８２－１６２１）

クラフトとミニチュアート展（～１７日） 百石町展示館 ９：３０～１９：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ホットミルクとビスケット展 百石町展示館 １１：００～１９：００ 手作り子ども服、雑貨の販売　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）  

関山親子コンサート２０１７ ｉｎ 弘前 弘前文化センター　ホール ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

全席自由　前売：一般￥２，０００　高校生以下￥１，０００　当日：一般２，５００　高校生以下￥１，５００
※７０歳以上の方へ、先着１００名様限定無料チケット贈呈（問：弘前市社会福祉協議会０１７２－３３－１１６１）
チケット取扱：紀伊國屋書店弘前店、喫茶れもん、さくらミュージック（さくら野百貨店弘前店内）、中三弘前店
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

平成２９年度｢研究リーダー力向上支援セミナー｣ 弘前大学創立５０周年記念会館
２階岩木ホール

１４：２０～１５：５０

講師の富田欣和先生をお招きし、｢組織内オープンイノベーションを促進するプロジェクトマネジメント｣について
ご講義をいただきます。
参加費無料　定員：先着５０名
対象：事業連携・参加機関の他、関係機関・企業等の女性研究者・技術者・大学院生など
　　　 ※分野・性別を問わず参加できます。
申込・問：１２/８（金）までに、件名を「１２/１５セミナー参加希望」とし、①名前、②所属、③役職（学年の場合は学年）、
　　　　　　④連絡先（メールアドレスと電話番号）を添えて　弘前大学男女共同参画推進室
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２-３９-３８８８　ＦＡＸ０１７２-３９-３８８９　Ｅメール：equality@hirosaki-u.ac.jp）へ
　　　　　　※定員に余裕がある場合は当日参加も歓迎します。

講演・講座・セミ
ナー

クリスマスおはなし会 弘前図書館　２階視聴覚室 １４：００～１４：４０
参加料無料（事前申込不要）　対象：小学生８０名（幼児も可）　語り手：おはなしるんるん
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

東北女子大学公開講座
東北女子大学児童学科ふれあい塾

ヒロロ　３階
市民文化交流館　イベントスペース

第１部１０：３０～１２：３０
第２部１３：００～１５：００

参加料：第１部￥５００　第２部￥２００（１組当たり）※要事前申込　申込期限：１２/９
定員：第１部は２５組（小学校３年生以上の子どもと保護者）
　　　  第２部は２１組（家族）※第２部は小学校３年生以上の１人でも参加可。
内容：第１部は青森県の花材を利用してクリスマスリースづくり、
　　　  第２部はＶＲメガネを作ってＶＲ体験、蒸気の力で動く船を作ろう、絵本の世界にいろいろな音を入れてみよう。
申込・問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９ 　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）

第１７回東日本高校弓道大会
青森県最終予選会（～１７日）

青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

Ｂｅａｕｔｙ＆Ｈｅａｌｔｈ　Ｘ’ｍａｓイベント 百石町展示館 10：００～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ感謝祭 Ｂｏｍｂａｒ ＯＰＥＮ１５：００
ＣＬＯＳＥ２０：３０

ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭもついに１０周年！！皆様への感謝の気持ちを込めて感謝祭の開催です★
チケット￥１，０００※観覧・出演すべての方にチケットが必要、プレゼント抽選会で使用いたします。
チケット販売：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ　Ａ／Ｂスタジオ
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

藤田記念庭園 洋館 ｄｅ 中国茶会 藤田記念庭園　洋館２階　第二会議室 午前部：１０：００～１２：００
午後部：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）

Ａｌｗａｙｓ Ｓｕｍｍｅｒ～Ｎｅｗ Ｅ．Ｐ．「Ｎｅｗ ｐａｇｅ ｉｎ ｌｉｆｅ」
Ｒｅｌｅａｓｅ Ｌｉｖｅ

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売￥１，５００※ドリンクチャージ別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

マリンバコンサート 藤田記念庭園　洋館ホール １４：００～ 入場無料　問：藤田記念庭園事務所（０１７２ー３７ー５５２５）

総合市民相談 ヒロロ３階　市民生活センター １０：００～１５：００
（１２：００～１３：００を除く）

相談無料　　内容：法律、税務、金銭賃借（消費者金融）、交通事故、相続・遺言、登記、離婚、家庭内の悩み事など
相談員：弁護士、税理士、人権擁護委員、行政相談委員ほか
申込・問：市民生活センター（０１７２－３３－５８３０／０１７２－３４－３１７９）
※弁護士との相談はＴＥＬにて予約制（先着８名）。それ以外の相談は、事前の予約は不要です。

相談会

10 日

16 土

講演・講座・セミ
ナー

ライブ・コンサート

その他

映画・演劇・舞台

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

講演・講座・セミ
ナー

14 木

アート・展示会

その他

講演・講座・セミ
ナー

13 水

その他

15 金



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

北の文脈文学講座 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００

受講料無料（事前申込不要、ただし観覧料は必要）　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。
テーマ：新収蔵資料（謙三、吉彦、洋次郎）　講師：櫛引洋一さん（企画研究専門官）
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。

現代セミナーひろさき
～デザインのお話 伝統工芸からアニメまで～

弘前文化センター　２階第３会議室 １４：００～１５：３０

受講料無料　定員：３０名（先着順）　内容：身の周りにあふれる「デザイン」の魅力や不思議について
講師：石川善朗さん（弘前大学教育学部教授）
問：１２/１５までに、電話かファクスまたはＥメール（住所・氏名・電話番号を記入）で、中央公民館
　（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０ 　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

東北女子大学公開講座
本と心を読む楽しさ～星の王子さま２７の秘密～

東北女子大学 １０：３０～１２：００
受講料無料※事前の申し込み無しでも、参加できます。　対象：中学生以上
問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９ 　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）

ボタニカルリース作り講習会 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 参加料￥１，５００（材料費）　定員：１５名(先着順）※１２/９までに電話で申し込みを。
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

弘前医療福祉大学短期大学部開学１５ 周年記念
特別講演会

弘前医療福祉大学　体育館 １０：００～１１：３０
入場料無料※要事前申込　対象：市民１５０名（先着順）
テーマ：「古代エジプト人の人間力の考え方と現代」　講師：吉村作治さん（古代エジプト考古学者、早稲田大学名誉教授）
申込・問：弘前医療福祉大学事務部（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３）

あおもり創業・起業実践セミナーｉｎ弘前
テーマ「特技＆スキル」

弘前文化センター　１階会議室 １０：００～１４：１５

地方発のベンチャービジネスを立ち上げた起業家のリアルな経験、発想力を鍛えるトレーニング、
商品をデザインするワークショップを通じてあなたの想いをカタチにしていくための実践的なセミナーです。
参加費無料　定員：５０名　対象：創業・起業に関心をお持ちの方　持ち物：筆記用具
プログラム：
【基調講演】１０：００～１１：１５　「地方はビジネス先進地～起業するなら地方？地方で起業する可能性～」
　講師：吉田基晴氏（株式会社あわえ代表取締役）
【トークセッション】１１：３０～１２：３０
　地元で起業した先輩たちのリアルな本音から、地方でビジネスを軌道に乗せるまでの実体験、
　等身大の生き方に迫ります。
　講師：木村尚子氏（ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社　代表取締役）、奥村雅美氏（合同会社ｄａｓｈｉ－ｆａｃｔｏｒｙ雅代表）、
　　　　  山内リチャードソン澄子氏（ＧＬＯＢＡＬ　ＴＡＢＬＥ代表）
【ワークショップ】１２：４５～１４：１５　 トークセッションの講師陣と共に売れる（喜ばれる）商品を生み出すことの楽しさを
　ご体感いただきます。
　講師：淨法寺朝生氏（材 株式会社　代表取締役）
申込締切：１２/１３　申込：申込フォーム（goo.gl/afwFhD)またはＦＡＸ(０１７６－５１－６４３０）で。
問：「材 株式会社セミナー事務局」種市さん（０１７６－５１－４５４４　平日９：００～１７：００　Ｅメール：seminar@zais.co.jp)

月例登山「X'マス・トレッキング」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０

冬山登山スタート　カモシカに道～岩落山へ　参加料無料※要事前申込
対象：登山の経験があり、冬山登山の装備で参加できる人。
持ち物：昼食、飲み物、替えの下着・靴下、雨具、防寒着、器（豚汁用）※豚汁を用意します。
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

ブックスタートおはなしかい（他２７日）
ヒロロ３階
こども絵本の森　おはなしコーナー

１０：３０～１１：００

対象：０歳児とその保護者（事前申込不要）
内容：ブックスタートでプレゼントする絵本の楽しみ方、アドバイスや手遊びなど。
※ブックスタートパック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）

親子体操
「おやこでスッキリ！楽しく体を動かそう」

ヒロロ３階
弘前市駅前こどもの広場

１１：００～１１：５０

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）※定員になり次第締切
その他：動きやすい服装（裸足で行います）、汗ふきタオル、飲み物
問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

フリーマーケットｉｎイオンタウン弘前樋の口（屋内版） イオンタウン弘前樋の口　専門店街通路 ９：００～１３：００ 問：みちのくリサイクル運動市民の会　安藤さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７８ー２２ー５６２９） その他

弘前大学スティールパン部 Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ カトリック弘前教会　聖堂 ミサ：９：３０　開演：１０：４５
スティールパンはドラム缶から作られる旋律打楽器です。
高音から低音まで６種類のスティールパンによるアンサンブルでお楽しみください。
入場無料　問：カトリック弘前教会（０１７２－３３－０１７５）

坂本順子ピアノ教室クリスマスコンサート 弘前文化センター 開場1４：３０　開演１５：００ 入場無料　問：坂本ピアノ教室（０１７２－２７－３１６３）

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

弘前こども・おとなミュージカルクラブ
第１回公演　サウンド・オブ・ミュージック

ヒロロ４階　弘前市民文化交流館ホール 開場１３：００　開演１３：３０ 入場無料　問：実行委員長　三明（みはる）さん（０８０－６００３－８０７１） 映画・演劇・舞台

大学コンソーシアム学都ひろさき
設立１０周年記念シンポジウム
「学都ひろさきの未来をデザインする」

弘前文化センター　大会議室 １４：３０～１８：３０
（開場１３：３０）

参加料無料（※要事前申込）　定員：１５０名（定員に達し次第終了）
内容：
　講演「日本の伝統を次世代につなぐ～文化と経済両輪での成長を目指して～」
　　　講師 矢島里佳さん（和える〈ａｅｒｕ〉代表取締役）
　講演「地域社会を充実させる『縮充』を求めて」講師 山崎亮さん（ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ 代表）
　パネルディスカッション「学都ひろさき型コミュニティの形成を考える」
　　 パネリスト：矢島里佳さん、山崎亮さん、大西晶子さん（ＳＥＥＤＳ ＮＥＴＷＯＲＫ 理事長）、
　　　　　　　　　橋本馨さん（弘前大学教育学部３年）
　　 コーディネーター：森樹男さん（弘前大学人文社会科学部教授）
申込・問：１２/１１までに、弘前大学社会連携課内　大学コンソーシアム学都ひろさき事務局
　　　　　　（０１７２－３９－３１６０　平日８：３０～１７：００）へ。
　　　　　　※当日は、駐車場の混雑が予想されるので、なるべく、公共交通機関をご利用ください。

２０１７年度　旧弘前藩藩校稽古館資料調査報告会 弘前大学人文社会科学部
４階多目的ホール

開場１２：３０
１３：００～１６：３０（予定）

入場無料※事前申込不要　定員：１００名（先着順）
第一部（１３：１５）：基調講演「将軍・大名による私家集の蒐集について」　講師：慶応義塾大学文学部教授　小川剛生氏
第二部・三部（１４：２５）：研究報告・コメント・閉会
問：弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター古川さん・渡辺さん
　　（０１７２－３９－３１９８　平日１０：１５～１７：００　　Ｅメール：irrc@hirosaki-u.ac.jp）

第１１回弘大病院がん診療市民公開講座 弘前市民会館　大会議室 １３：００～１５：３０

参加料無料（事前申込不要）　定員：１００名
「進歩する肺がん薬物療法～個別化治療、免疫療法を中心に～」
　…講師 當麻景章さん（弘前大学医学部附属病院呼吸器内科講師）
「血液がんのいろいろ」…講師・玉井佳子さん（弘前大学医学部附属病院輸血部診療教授）
問：弘前大学医学部附属病院がん相談支援センター　高谷さん（０１７２－３９－５１７４）

弘前大学吹奏楽団　第２４回定期演奏会 弘前市民会館 開場１６：００　開演１６：３０
入場料￥５００（前売・当日共）※詳しいプログラムは会場で差し上げます。
問：弘前市民文化祭実行委員会事務局（０１７２－３１－３０１０）

市民文化祭

休日納税相談（他２４日） 弘前市役所　２階収納課 ９：００～１６：００ 相談無料　内容：平日に納税相談ができない人のための休日納税相談
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２／０１７２－４０－７０３３）

相談会

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

内容：①子育て相談（育児、食事、歯みがき、母乳について）②講座「トイレトレーニングのお話」（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の持参を。
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

橙“Ｓｏｎｇ ｏｆ Ａｕｇｕｓｔ” ｒｅｌｅａｓｅ ｔｏｕｒ Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１９：００
ＳＴＡＲＴ１９：３０

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

ライブ・コンサート

ビギナー向けカメラワークショップ ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １９：００～２０：３０

参加料無料　定員：１５名程度（先着順）　持ち物：カメラ（スマートフォンでも可）
内容：格好良くきれいな写真を撮る技術の紹介　　　講師：長谷川正之さん（写真館ハセガワ代表）
申込・問：１２/１５までに、ＥメールでＣｒｅａｔｏｒ’ｓ Ｓｔａｔｉｏｎ運営事務局へ
（０１７２－８８－６４９９　 Ｅメール：hirosaki.creators.station@gmail.com　ＨＰ：http://hirosaki-creators-station.com/）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

創業・起業を応援します 弘前市総合学習センター　大会議室 １６：００～１８：００

参加料無料　対象：創業・起業に興味がある人、創業・起業して間もない人など
内容：創業支援制度説明会（１６：００～１７：００）　創業ワンポイントセミナー（１７：００～１８：００）
申込：１２/１４までに、申込書をＨＰからダウンロードし、必要事項を記入の上、ファクスかＥメールで、
問：県商工労働部地域産業課創業支援グループ　三浦さん（ＴＥＬ０１７－７３４－９３７４　ＦＡＸ０１７－７３４－８１０７
　　 Ｅメール：chiikisangyo@pref.aomori.lg.jp　ＨＰ：http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/H29_2_shienseido.html）

夜間納税相談（～２２・２５日） 弘前市役所　２階収納課 １７：００～１９：３０ 相談無料　内容：日中に納税相談ができない人のための夜間納税相談
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２／０１７２－４０－７０３３）

相談会

ふう工房　「手しごと展」（～２１日） 百石町展示館
１０：００～１７：００
（初日１２：００～
最終日１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） 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）

※要事前予約　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
要事前申込　内容：本人や家族のこころの悩み、家族を自死で亡くした人の悩みについて
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

20 水 聞いてみよう、いろんな性別、いろんな生き方 ヒロロ　３階多世代交流室２ １８：３０～２０：００

参加料無料（※要事前申込）　定員：２５名（先着順）　対象：市民または市内に通勤・通学する人　その他：託児あります
申込方法：電話またはＦＡＸ（※チラシに記載の申込フォームに記入）で、
　　　　　　 お名前（ニックネームOK）を１２/１３までにお知らせください。
　　　　　 　※託児希望の方は電話でお申込みください（託児申込締切１２/６）。
申込・問：弘前市民参画センター（ＴＥＬ０１７２－３１－２５００　ＦＡＸ０１７２－３６－１８２２）

講演・講座・セミ

ナー

21 木
職業訓練説明会
～訓練受講で就活に必要なスキルを学ぼう
　 手に入れよう！～

ヒロロ
４階市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
（受付１３：３０～１４：００）

参加料無料　持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を
内容：①職業訓練制度の概要について②訓練内容の説明③ジョブカード制度について
申込：チラシにある参加申込書に必要事項を記入の上、
　　    ハローワーク弘前総合案内または、ヒロロ３階弘前就労支援センターへ。
問：弘前就労支援センター内　株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他
タ

22 金 電動ロクロ体験（～２３日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
参加料￥１，５００（飲み物付き　器１個　材料・焼成費込）　定員：２０名※焼成後、後日お引渡し。
予約優先・当日も受付　所要時間：約５０分　講師：小山 陽久氏
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・セミ
ナー

木のスプーン作り
「手作りのスプーンをプレゼントに」

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１３：００～
（約３時間）

木を削ってお子さんに世界に１つだけのスプーンを作ってみませんか。
おじいちゃん、おばあちゃんの参加も大歓迎です。
材料費￥１，５００（当日徴収・託児は１５名まで）　定員：１０名
申込・問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

こどものまち　ミニひろさきＶｏｌ．３（～２４日） 弘前大学大学会館 ９：３０～１５：００（予定）

子どもたちがつくる「まち」で、お仕事をしてもらったサキ（擬似通貨）を使ったり、遊んだり、自由に過ごすことができます。
参加料￥２００　対象：小学生２００名
申込・問：１２/３（当日消印有効）までに、はがきかＥメール（住所、氏名・ふりがな、性別、学年、電話番号を記入）で、
　（〒０３６－８５６０　文京町１、学生・教員研究会「らぶちる」弘前大学深作研究室宛て、
　　Ｅメール：kodomonomachi.hirosaki@gmail.com）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。１２/１５ごろまでに「入国セット」を送付します。

おはなしクリスマス会 中央公民館岩木館　大和室 １０：００～１１：３０ 参加料無料　定員：１５名（先着順）　内容：クリスマスのお話、紙皿を使ったクリスマスリース作り
申込・問：岩木図書館カウンターまたは電話で、岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）へ

ぬいぐるみのおとまり会 ｉｎ 弘前図書館（～２５日） 弘前図書館 ２３日１１：００～

あなたのぬいぐるみを弘前図書館でお泊まりさせませんか。ぬいぐるみが、図書館の中を探検します。
対象：幼児～小学生２０名※ぬいぐるみは１人１体まで。２５日以降に、ぬいぐるみを返却。
内容：ぬいぐるみと一緒に読み聞かせを楽しんだ後、ぬいぐるみを図書館にお泊まりさせます。
　　　 翌々日のお迎え時にぬいぐるみが図書館で過ごした様子の写真を差し上げます。
申込・問：窓口か電話で、弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

ヒロロスクエア　クリスマスフェスティバル
ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１１：００～１５：００
親子で参加できるワークショップやステージイベントを開催しています。
問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

講演・講座・
セミナー

18 月

19 火

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

17 日

16 土

23 土祝 お子様向け催し
・子育て・教育

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

Ｒｏｂｂｉｎ's Ｎｅｓｔ　 ＴＨＥ ＢＥＡＴＬＥＳ
ＴＲＩＢＵＴＥ ＢＡＮＤ ＳＥＡＳＯＮＡＬ ＧＩＧ ｖｏｌ．３

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１８：００

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

Ｂｉｃ Ｂａｖｏｏｏｍ 企画　～バカしか出来ないことがある～
８ｔｈ バカしか出来ないワンマンライブ

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１９：００

￥１，５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｎｉｇｈｔ Ｌｉｖｅ ＡＮＥＫＫＯ ＡＮＥＫＫＯ（レストラン内） １８：３０～ 入場料￥１，０００（ワンドリンク・軽食付）　問：Ｆ－ＳＴＵＤＩＯ　ふくしさん（０８０－１８５０－２８５３）

ＲＩＮＧＯ ＭＵＳＵＭＥ ＬＩＶＥ ２０１７「ＲＩＮＧＯＳＴＡＲＳ」
一般：前売￥３，０００　当日￥３，５００　高校生以下：￥２，０００　※チケット１枚につき３歳以下１名無料
チケット販売：弘前市まちなか情報センター、中三、チケットぴあ（Ｐコード１００－０５９）
問：有限会社リンゴミュージック（０１７２－３４－１４１４）

葛西悟＆フレンズｖｏｌ．２３ 喫茶れもん １４：００ 無料※要事前予約　問：喫茶れもん（０１７２－３３ー９３５９）

オリンピックメダリストによる青少年柔道教室　 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

ミニ門松作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００

不要になったわらや竹、畳表などを再利用して制作します。
参加料無料　定員：２０組（１名での参加も可。製作は１家族１基まで。初めて参加する方を優先）
持ち物：昼食※作業がしやすく、汚れてもいい服装でおいでください。　講師：尾崎行雄氏
申込・問：１２/１０～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）

会長杯争奪青森県小学校卓球大会
弘前地区予選会・全国ホープス選抜卓球大会
弘前地区予選会

青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

柳沢ピアノ教室発表会
ヒロロ　４階
弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１５：３０（予定） 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）

第３５回サクソフォーン・コンサート 弘前文化センター　ホール 開演１８：００ 入場料：一般￥１，０００　高校生以下￥５００　問：北の四重奏　今さん（０１７２－３２－２００７）

６ｔｈ ＭＡＮ×Ａｌｗａｙｓ Ｓｕｍｍｅｒ×ｗａｒｕａｇａｋｉ
ＴＨＲＥＥＭＡＮ ＳＨＯＷ「ＩＮ ＴＲＩＮＩＴＹ ｖｏｌ．１」

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ￥１，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

25 月
子どもミュージカルクラブ短期集中講座
（～２７日、Ｈ３０．１/５～７日の計６日間）

弘前文化センター　２階大会議室 １３：００～１４：３０

参加料￥１，０００　対象市内の小学校３年生～中学生２０名※応募者が少ない場合は開催しないことがあります。
内容：最終日の発表を最終目標としたミュージカルの基礎練習
講師：清水知子さん、前田美代子さん（情報ネットワークグループ「リエゾン」）
申込・問：１２/９までに、直接来館するか、はがき、ファクスまたはＥメール（住所、氏名〈ふりがな〉、性別、電話番号、
　　　　　　学校名、学年・保護者氏名を記入）で、
　　　　　　中央公民館（〒０３６ー８３５６　下白銀町１９の４　ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０
　　　　　　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

26 火 第１０回東北中学校バドミントン選手権大会（～２８日） 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

26 火 ゲートキーパーフォローアップ研修会 弘前市保健センター １３：３０～１５：３０

傾聴の技法を学び、誰もが安心して暮らせる地域を一緒に作りませんか。
受講料無料　対象：市民で、ゲートキーパー講座を受けたことがある方、傾聴の技法を学びたい方５０名
内容：傾聴の技法の修得　　講師：田中真氏（弘前大学大学院保健学研究科助教）
申込・問：１２/１９までに、弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ。

26 火 フラワーアレンジメント教室 河西体育センター　会議室 １３：３０～１５：００
参加料￥１，８００（材料費込）　定員：一般男女１４名（定員になり次第締切）
持ち物：花バサミ（工作用ハサミでも構いません）　講師：佐藤文子氏（池坊講師）、川村江利子氏（小原流講師）
問：河西体育センター（０１７２-３８-３２００）

26 火
地域未来創生塾＠中央公民館
（他Ｈ３０．１/１０・２４日、２/１４、２８日　全１０回）
第６回「食と地域活性化」

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）

27 水
冬休みかけっこ教室
（～２８日、Ｈ３０．１/５・８・１０・１２日）

参加料無料※各自傷害保険に加入を。※要事前予約　　定員：各クラス２０名
内容：走る・跳ぶなどの全身運動、ラダー、ミニハードルなどを使った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：１２/１５（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・性別・教室名（クラス名）を
　　　　　　記入のうえ、河西体育センター（〒０３６ー８３１６　石渡１丁目１９－１　ＴＥＬ０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定

お子様向け催し・
子育て・教育

28 木
おたのしみ会
「みんなで冬の遊びを楽しみましょう」

ヒロロ　３階弘前市駅前こどもの広場 １０：３０～１１：５０
みんなでカルタや福引、けん玉やコマつくりで楽しみましょう。　定員：１００名（定員になり次第締切）
申込・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

29 金 ヒロロ　３階弘前市駅前こどもの広場
①１１：００～１２：００
②１３：００～１４：００

ヒロロのフロアあっちもこっちもあらゆる場所がお話の舞台。
知恵と勇気で誰でもみんな主役になれる、人形劇×ナゾトキの観客体験型シアターです。
定員：各５０名
申込・問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

29 金 ヒロロ　３階イベントスペース １４：１０～１４：４０
ペーパークラフトぱくぱく人形まほうの仲間「ササモン」を作ってみましょう。
定員：３０名（定員になり次第締切）　対象：２回目の人形劇に参加した方
申込・問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

29 金 市民スキー教室〈岩木会場〉（～３１日）
※岩木山百沢スキー場は１２/２３からオープンします。

岩木山百沢スキー場 １０：３０～１５：３０
※３１日は１２：００まで

参加料￥２，０００※各自傷害保険に加入を　対象：小学生以上で、用具を持参し、現地集合ができる方７０名
希望クラス区分：【初心者】スキーが初めてか、それに近い人【初級】１人でリフトに乗って滑ることができる人
　　　　　　　　　　 【中級】基礎パラレルターンができる人【上級＆レーシング】パラレルターンができる人
申込･問：１２/１５（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・
　　　　　　希望クラス（小・中学生の場合は保護者名と学年）と返信部分に、申込者の住所・氏名を記入の上、
　　　　　　岩木スキークラブ熊谷さん（〒０３６ー１３１３　賀田１丁目１１－８　ＴＥＬ０５０－７１２２－０８４７）へ。
　　　　　　※はがき１枚で１人まで。応募多数の場合は１２/１６に抽選し、結果を通知します。

スポーツ

30 土 年末「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

31 日 れもん恒例 年忘れ大ジャムセッション 喫茶れもん ２３：００～ 参加料無料※楽器をお持ちになってご参加下さい。　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９） ライブ・コンサート

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！】
（※年末年始・さくらまつり期間は休み）

みちのくの小京都ぶらり歴史探訪
【五重塔と新寺町界隈めぐり】
（※年末年始・さくらまつり期間は休み）

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！）
（※年末年始は休み）

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”】
（※毎週日曜日、年末年始は休み）

タクシーで巡るレトロな洋館 ほっと一息ゆったり時間
【ハイカラ洋館めぐりとティータイム】
（※年末年始は休み）

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、年末年始は休み）

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】
（※年末年始は休み）

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

・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

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♪

※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♪

・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。

・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

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

・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

あっちこっちシアター
「大魔王あっちこっちドッチとまほうのりんご」

工作ワークショップ

弘前中三　８階スペースアストロ
１ｓｔ：ＯＰＥＮ１０：３０　ＳＴＡＲＴ１１：３０
２ｎｄ：ＯＰＥＮ１６：００　ＳＴＡＲＴ１７：００

※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：２０名（最少催行人員１名）　・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
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。
【弘前城天守　冬季閉館について】
平成２９年１１/２４～平成３０年３/３１の間は閉館となります。天守内部の見学はできませんので、あらかじめご了承くださいませ。

※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！

河西体育センター
１・２年生クラス１２：３０～１３：５０
３・４年生クラス１４：００～１５：３０

※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）

集合時間・所要時間、集合場所・コース ツアー内容・備考

講演・講座・セミ
ナー

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

講演・講座・セミ
ナー

ライブ・コンサート

24 日

23 土祝


