
弘前城雪燈籠まつり
日 曜日 イベント名 場所 時間

雪あそび場ワークショップ １０：００～１５：００

ひかりこども園演技 １０：３０～

ご当地キャラお散歩 随時

プロジェクションマッピング
①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④１９：３０～
⑤２０：００～⑥２０：３０～

ご当地キャラお散歩 随時

プロジェクションマッピング
①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④２０：００～
⑤２０：３０～

弘前冬花火・花火タイム １９：００～

雪あそび場ワークショップ １０：００～１５：００

ご当地キャラお散歩 ①１０：００～②１１：３０～
③１３：３０～

ブランデュー弘前ＦＣ雪上サッカーフェスティバル ①１０：３０～②１３：３０～

チェリーライオンズクラブ
第３５回薬害防止キャンペーンチョコチョコ大作戦

１２：００～

「冬囃子・雪灯り」演奏 弘前公園　北の郭 １９：００～

プロジェクションマッピング
①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④２０：００～
⑤２０：３０～

雪あそび場ワークショップ １０：００～１５：００

ご当地キャラお散歩 ①１０：００～②１１：３０～
③１３：３０～

プロジェクションマッピング
①１８：００～②１８：３０～
③１９：００～④１９：３０～
⑤２０：００～⑥２０：３０～

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

3 土 弘前バル街ｖｏｌ．１４（あとバル４～８日） 土手町、鍛冶町周辺、駅前周辺、
城東周辺、西弘周辺

１４：００～２４：００
※営業時間は
　 店舗によって異なります。

２０１８ けの汁列車（他１６・２２・２３日）

冬の球場アート
ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＷＩＮＴＥＲ ＳＴＡＤＩＵＭ ２０１８
（～１２日）

はるか夢球場（弘前市運動公園内） １０：００～２１：００
（９日のみ１７：００まで）

10 土 藤田記念庭園 洋館 ｄｅ 中国茶会（他３/１０） 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

１月以前からの継続イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

お殿様・お姫様衣装着付け体験（～３/３１） 弘前公園内 武徳殿休憩所 ９：００～１６：３０ 体験料：１着￥５００～￥１，０００　問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３） イベントピックアップ

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 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）

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
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】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）

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

ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＰＲＯＪＥＣＴＩＯＮ
－プロジェクションマッピング－
（～３月）

弘前駅ビル アプリーズ
２階入口

１６：３０頃～２０：００

高さ約５ｍの大きなツリーに、「季節×弘前」をテーマにしたプロジェクションマッピングを投影します。
１/１５～２/１２は「弘前城雪燈籠まつり」をテーマにしたプロジェクションマッピングを投影します。
期間中は時季毎にテーマと投影内容が変わりますので、家族や友人同士で、期間限定の素敵な空間をお楽しみください。
問：アプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

イベントピックアップ

冬に咲く桜ライトアップ（～２月下旬）
弘前公園
追手門付近の外濠

１６：３０～２１：３０
（時期により変更有）

さくらの名所として名高い弘前公園ですが、実は冬にも人知れず咲いていることをご存知ですか？
さくらの枝に綺麗に積もった雪がライトアップされ、まるで満開のさくらが咲いているように見える幻想的な光景を
お楽しみください。

イベントピックアップ

資料館コレクション「旧制弘前高等学校の思い出」
（～２月中旬頃）

弘前大学史料館
１０：００～１６：００
（入館は１５：３０まで）

旧制弘前高校生徒の寮生活などを伝える写真や絵葉書を展示しています。
入館料無料　問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２）※日・祝・休日は休み

アート・展示館

郷土文学館企画展
名編集長・加藤謙一
－「少年倶楽部」から「漫画少年」へ－（～１２/２８）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

佐藤紅録「あゝ玉杯に花うけて」、手塚治虫「ジャングル大帝」を実現させた名編集長・加藤謙一を紹介します。
観覧料：高校生以上￥１００　小・中学生￥５０※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、
　　　　　ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。年齢や住所を確認できるものの提示を。
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

アート・展示会

あねっこ「ひなまつりと手芸展」（～３/３） ギャラリーあねっこ ★９：００～１７：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～２/２０） イトーヨーカドー弘前店 日本画、日曜絵画教室、人物画など。　問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１） アート・展示会

約１０，０００㎡の広大なアートが冬の弘前に誕生！弘前デザインウィークと弘前市体育協会がタッグを組み、
田舎館村の冬の風物詩「冬の田んぼアートに」に続く第二のスノーアートを創造します。
入場無料　ライトアップ１７：００～２１：００
問：ＨＩＲＯＳＡＫＩ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＥＥＫコンソーシアム事務局〈弘前市広聴広報課〉（０１７２－４０－０４９４）

弘南鉄道の車内で、津軽の伝統郷土料理「けの汁」を堪能！アツアツの「けの汁」でポッカポカと美味しい旅へお出かけください！
会費：大人￥３，５００（飲み放題、折詰、けの汁付き、お楽しみ抽選会あり）
募集人員：各運転日とも９０名（※完全予約制）※当日の払い戻し、人数変更はできません。　申込・問：弘南鉄道本社（０１７２－４４－３１３６）

2018年2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 ３０年 ２月 １日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

お問い合わせ先・備考

お問い合わせ先・備考

ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

H２９
１２/１
（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。

弘南線　弘前駅～黒石駅間※１往復約２時間
　９日弘前発１８：３５／１６日平賀発１８：２８
２２日黒石発１８：３０／２３日弘前発１８：３５

前売￥３，５００　当日￥４，０００（１冊５枚綴り）
チケット販売所：弘前バル街参加店／弘南鉄道弘前駅／中央弘前駅／弘前市立観光館／弘前市まちなか情報センター／アートホテル弘前シティ
※当日券はバル街ｉ（弘前バル街本部〈かだれ横丁〉、弘前市まちなか情報センター）、レストラン山崎で販売
●１７：００～開催セレモニー（土手町コミュニティパーク）弘前バル街実行委員長　開会宣言
●１７：３０～、１９：００～津軽海峡圏観光ＰＲステージ（土手町コミュニティパーク）
●１８：００～パフォーマンス（かだれ横丁、レストラン山崎）
問：レストラン山崎内　弘前バル街実行委員会事務局（０１７２－３８－５５１５）

通年

１/３０
（火）～

イベントピックアップ

H２９
１２/２２
（金）～

H３０
１/１２
（金）～

H２９
１２/１３
（水）～

Ｈ２９
１２/２７
（水）～

詳しくは「ブランデュー弘前」で検索を

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

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）

9 金

12 月祝

※アトラクションについては天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。
　 あらかじめご了承ください。　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前公園（メイン会場 四の丸）

弘前公園（メイン会場 四の丸）

9 金 

10 土

11 日

レクリエーション広場にて打ち上げ花火を実施します。　悪天候の場合、１１日（日）１９：００～

ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

第４２回弘前城雪燈籠まつり
（～１２日）

弘前公園 ９日 開会式１０：００～

桜の名所、弘前城の冬もまた格別。２００基に及ぶ大小様々な燈籠や雪像が公園内に配置されます。
灯りがともされたミニカマクラ群や雪像は照明に浮かぶ弘前城とあいまって幽玄の世界へ誘います。
厳冬の夜、雪化粧した天守と老松がライトアップされ、幻想的で詩情豊かな郷愁を誘います。本丸から岩木山に向かって望む蓮池の周りには、
ローソクを灯したミニカマクラ約３００基が並び、あたりは雪と光のファンタジーに包まれます。
メイン会場の四の丸には、歴史的建造物などをかたどった大雪像や、大きな滑り台も作られ、雪を楽しむたくさんのイベントが行なわれています。

【大雪像】題材：「市庁舎前川本館・新館」

【プロジェクションマッピング】大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

【弘前冬花火】１０日（土）１９：００～レクリエーション広場にて打ち上げ花火を実施します。

【津軽錦絵大回廊】弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。
〈会場〉弘前公園内二の丸遊園地前通路。下乗橋では「津軽錦絵ミニ回廊」を開催します。

【弘前雪明り】北の郭エリアにおいでいただいた方にキャンドルをお渡しします。それを思い思いの場所にどうぞ。
〈会場〉弘前公園内北の郭　〈時間〉１７：００～２１：００
〈テーマ〉さくらまつりの思い出
　　　　　　（弘前市内の小学生に「さくらまつりの思い出」をテーマに自由に書いてもらったキャンドルホルダーが会場内に飾られます。）

【子どもの遊び場】〈大型滑り台〉子供に大人気タイヤチューブで滑る大型滑り台です。
　　　　　　　　　　 　 〈中型滑り台〉そり専用の中型滑り台も設置されます。(そりの貸し出しもあります。)

【雪あそびワークショップ】レクリエーション広場でワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。

【雪燈籠】公園全体　約１５０基

【ミニかまくら】西の郭(蓮池周辺) 約３００基

【露店】四の丸 約２０店９：００～２１：００ころ（初日１０：００ころ～）

【公園物産館】四の丸(賀田橋近く)９：００～２１：００

【雪燈籠・雪像の夜間ライトアップ】１６：３０（日没）～２１：００(ミニカマクラにロウソクが灯ります)



２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

平成２９年度
弘前大学教育学部美術教育講座 成果報告会
「卒業・修了制作展　学内展」（～５日）

入場無料　　●学外展（１７～１９日）
問：蝦名さん（Ｅメール：eatsuko@hirosaki-u.ac.jp）

アート・展示会

もりやま園ＴＥＫＩＫＡＫＡ ＣＩＤＲＥお披露目会
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１３：００
１３：３０～１６：００（予定）

ＴＥＫＩＫＡＫＡ ＣＩＤＲＥ発売を記念し、シードル工場完成お披露目ならび記念式典を開催。
講演会後は、ＴＥＫＩＫＡＫＡ ＣＩＤＲＥの商品紹介ならびにシードルの試飲会とさせていただきたいと考えております。
●シードル工場完成ならびに記念式典（１３：３０～１４：００)
●記念講演会「りんごに感謝：りんごの微量成分と健康」長田恭一氏〈明治大学農学部農芸化学教授〉（１４：００～１４：５５）
●ＴＥＫＩＫＡＫＡ ＣＩＤＲＥの発表、商品紹介、試飲会（１５：００～１６：００）
問：株式会社オアゾ／もりやま園テキカカシードル広報事務局（０３－５２０６－３１６０）

その他

ふれあい高齢者ニュースポーツ研修会(～１４日）
参加料無料※申込は既に終了
種目：①ゲートボール、②グラウンドゴルフ、③ペタンク、④マレットゴルフ、⑤ターゲットバードゴルフ
問：すぱーく弘前（０１７２－３８－３２５０）

Ｅｎｊｏｙスノーウオーキング教室（他８・１５・２２日、３/１）

１・８日：弘前公園（市民体育館駐車場）
１５日：百沢スキー場
２２日：岩木山総合公園
３/１：星と森のロマントピア

１０：００～１１：３０

参加料無料※申込は既に終了　内容：スノーシュー（西洋かんじき）を履いて散策※スノーシューとポールは貸し出しします。
定員：各回１０名程度（１日のみの参加、継続参加いずれも可）※各自傷害保険に加入を。
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

ベビー・キッズ合同広場
「豆まきごっこ」

ヒロロ
３階駅前こどもの広場

１０：３０～１１：４０
１年に１回の全員集合。赤ちゃんからお兄ちゃんお姉ちゃんまで皆で一緒に鬼のお面を作って、鬼をやっつけましょう。
いつものように身長体重もはかりますので、１０分前には来てくださいね。お誕生会もあります。
定員：１００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

教育フェスティバル『学校紹介パネル展』（～５日） イオンタウン弘前樋の口 ９：００～２１：００ 観覧無料　※学校行事等にパネルを利用していることがあるので、全ての学校のパネルが展示されていないこともあります。
問：弘前市教育委員会 教育政策課（０１７２－８２－１６３９）

平成２９年度 第３７回 弘前地区小中学校美術展（～５日） 弘前文化センター
大会議室・美術展示室

９：００～１７：００
（最終日１５：００まで）

問：弘前市教育センター（０１７２－２６－４８０３）

真冬の硝子ふたり展（～１２日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

内容：ガラスのアクセサリー・器などの展示販売
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　毎週火曜日休み）

親子で運動遊び教室（他９・１６日） 金属町体育センター集会室 １４：００～１５：００ 参加料無料※申込は既に終了　定員：６組程度（先着順）　対象：市内在住の２歳の子と保護者
内容：親子でふれあい、遊びながら楽しく体を動かします。　　問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

節分豆（お菓子）まき大会 そうまロマントピアスキー場 １９：００～※予定 問：そうまロマントピアスキー場（０１７２－８４－２０２０）

春の農作業に向けて体力アップ& リフレッシュ！！
（～３/３０の毎週月・水・金・日曜日）

星と森のロマントピア　森林科学館 平日　 １７：３０～１９：３０
日曜日１５：００～１７：００

りんご生産者を対象に、身体改善事業を実施します。
ストレッチ体操やパワーリハビリを使ったトレーニングや入浴などを通じて、春に向けて身体を整え、リフレッシュしませんか。
参加料無料(※事前申込不要）　　対象：りんご生産に携わる５０歳以上の市民
持ち物：動きやすい服装、内履き、汗拭きタオル　その他：終了時間の１時間前までに直接会場へ
問：スポネット弘前（０１７２－８４－２２３６）

健康セミナー

弘前工業高等学校定時制　第９回工業技術科展（～４日） 百石町展示館　 １０：００～１７：００ 問：弘前工業高等学校定時制　鈴木さん（０１７２－３２－６２４１）

Ｐｏｃｈｅｔｔｅ ｖｏｌ.４　～ハレの日のためのクラフト展（～４日） 百石町展示館　 １０：００～１６：００
（初日１１：００～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

企画展４
「おひめさまとおひなさま～華麗なままごと遊び～」
（～３/３１）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０ 観覧料：一般￥２８０（￥２１０）高・大学生￥１４０（￥１００）小・中学生￥８０（￥４０）※（　）内は２０名以上の団体。
休館日：２/１９（月）、３/１９（月）　問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

メエメエさんおはなし会（他１０・１７・２４日） 岩木図書館児童室 １０：３０～１１：００ 内容：絵本の読み聞かせ※事前申込不要。　問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

おたのしみおはなし会（他１０・１７・２４日）
弘前図書館
１階　閲覧室おはなしコーナー

　３・１７日１１：００～１１：３０
１０・２４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：『ゆき・ふゆ』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）

弘前医療福祉大学短期大学部
県産食材を使った料理作品展・卒業作品発表会

土手町コミュニティパーク
１階　多目的ホールＡ

１１：３０～１５：００ 参加料無料※事前申込不要　内容：食育福祉専攻１・２年生による料理作品や教員・講師による師範作品の展示など
問：弘前医療福祉大学短期大学部食育福祉専攻　葛西さん（０１７２－２７－１００１）

その他

ヒロロ健康サークル【土曜日】
（～２４日毎週土曜日※２/１７を除く）

ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１１：４５
（受付は１０：００～）

参加料無料（各自傷害保険などに加入を）※申込は既に終了　対象：毎回継続して参加できる４０歳以上の市民３０名
持ち物：飲み物、タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問合せを。
内容：ひろさき健幸進リーダーによる体操、ストレッチ、ゴムバンドトレーニングなど
問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

健康セミナー

りんご産業イノベーションセミナー
ＡＩ（農業情報科学）がつなぐりんご産業の未来

アートホテル弘前シティ
３階プレミアホール

１３：３０～（約２時間）

りんご産業の維持発展のため、ＡＩやＩＣＴを駆使した最先端の農業の現状と展望について紹介します。
定員：３００名
内容：ＡＩ農業や現在当市で取り組んでいる先進的なりんご栽培、近年農林水産省が推進するスマート農業の現状と
　　　　展望について
講師：神成淳司さん　慶應義塾大学准教授ほか※詳細は市ホームページに掲載します。
申込・問：２/２までに、電話かファクスまたはE メール（住所、氏名、勤務先、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

現代セミナーひろさき
「ここが凄い！北海道・北東北の縄文遺跡群」

弘前文化センター
３階　視聴覚室

１４：００～１５：３０

参加無料　対象：弘前市にお住まい、通勤、通学されている方３０名
内容：北海道・北東北の縄文遺跡群の価値と魅力登録までの動きとその後のプラン。市民が登録を応援するには？
講師：中澤寛将さん（青森県世界文化遺産登録推進室）
申込・問：２/２（金）までに電話、ＦＡＸまたはＥメール（名前・住所、連絡先を記入） 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。

初心者陶芸教室（他１７・２８日） サンライフ弘前 ９：３０～１２：００
参加料￥６５０（材料費、保険料を含む）※申込は既に終了　定員：１０名（先着順）
持ち物：ふきん１～２枚、汚れても良い服装、エプロン　内容：初歩的な陶芸の解説と実技
問：サンライフ弘前（０１７２－２７－２８１１）へ

雪燈籠制作ワークショップ（～４日） 弘前公園 １３：００～１６：００

弘前城雪燈籠まつりに先立って、雪燈籠制作のワークショップを行います。
「雪燈籠を作ってみたいけど、作り方が分からない」という人は、この機会に雪燈籠を作ってみませんか。
対象：市民、今年の雪燈籠まつりでの雪燈籠制作新規申し込み団体１５名程度※申込は既に締切
※制作はのこぎりなどを使いますので、小学生以下は保護者同伴で参加してください。
内容：市職員がサポートしながら、５人で１基の雪燈籠を制作します。※２日間で１基を制作する予定ですが、
いずれか１日のみの参加も可能です。
その他：制作用の道具は市で用意しますが、屋外での作業となりますので、防寒具・手袋・長靴は各自で準備してください。
弘前公園には駐車場がありませんので、あらかじめご了承ください。　問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）へ。

今先生の無料健康相談（他１７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
問：健康広場（０１７２－３５－０１５７）

相談会

太田真帆・村松韻「日本画二人展」
（～１３日※５日を除く）

弘大カフェ 成田専蔵珈琲店
１０：００～１９：００
（最終日は１６：００まで）

入場無料　問：村松さん（Ｅメール：matsumatsu1173@gmail.com） アート・展示会

産後エクササイズママ＆ベビー（他１８日） ウイング弘前 １３：００～１４：００

受講料：【１回受講】￥１，９４４　【２回受講】￥３，２４０※要事前予約・各自傷害保険に加入を。
対象：生後３か月～１２か月の子どもと母親１０組（先着順）
内容：ヨガやピラティスの要素を取り入れ赤ちゃんともコミュニケーションをとりながら動きます。
※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。

えほんのもりのおはなしかい（他１４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歳まで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：こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

平成２９年度
新春ソフトバレーボール青森県フェスティバル

青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

第２回 新春のど自慢大会 弘前東栄ホテル
２階 Ｆｒｅｅ Ｓｐａｃｅ ７ｔｈ Ａｖｅｎｕｅ

１７：３０～ 北国の冬をあたなの歌声で温かく♪美味しいお食事と楽しいお酒で仲間達と素敵な一夜を！今宵はあなたが主役です♪
入場料￥４，０００（飲み放題・食事付き）　問：弘前東栄ホテル（０１７２－３３－８１１１）

ｏｄｄ ｆｉｖｅ Ｍａｇ－Ｎｅｔ 開場１７：３０　開演１８：００ 前売￥２，０００　当日￥２，５００※ドリンクチャージとして別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

弘前バッハアンサンブル 弘前文化センター　ホール 開演１４：００

入場料￥２，５００　当日￥３，０００
プレイガイド：【弘前】紀伊國屋書店／中三弘前店／平山萬年堂／まちなか情報センター／ヒロロ１階インフォメーション
　　　　　　　　【青森】成田書店／さくら野百貨店青森店／カワイ青森ショップ／リンクモア平安閣市民ホール
問：弘前バッハアンサンブル 島口さん（０１７２－３３－１５３９）

初心者対象スキー＆スノーボード無料レッスン（他１２日） ４日：高長根ファミリースキー場
１２日：そうまロマントピアスキー場

１０：３０～１２：００
（受付は当日１０：００まで）

申込は既に終了　対象：小学生限定（先着３０名）
※天候、その他スキー場の事情により日程・会場など変更する場合があります。
問：岩木山百沢スキー場（０１７２－８３－２２２４）

伝統技術を体験しよう！

◆組子を体験しよう！３種類の組子模様から１つ選んで体験。参加料￥５００※各回３０組限定（要事前予約。先着順）
◆大王をつくろう！佐藤製菓オリジナル津軽伝統当物駄菓子（大きな大王が２個作れます）
　 参加料￥５００※各回１０組限定（要事前予約。先着順※１人での参加や親子での参加も可）
◆津軽塗の職人気分を体験しよう！
 　６種類のアイテム（ペンダントトップ・ヘアゴム・ワインストッパー・箸、スプーン・ミニクリップライト）から１つ選んで体験
 　参加料￥８００※限定２０組（要事前予約。先着順）※共通事項　対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）
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）

弘前市景観フォーラム 弘前市役所
４階　レストランＰｏｍｍｅ

１４：００～１７：００
（受付は１３：００～）

市の魅力ある景観資源や景観施策を市民の皆さんにお知らせします。
参加無料※事前申込不要。市役所駐車場を無料で利用できます。来場記念品有り。　定員：１５０名（先着順）
内容：基調講演「国の景観施策」講師・国土交通省職員
　　　　特別講演「人と建物が織りなす街並みの物語」講師・髙瀬雅弘さん（弘前大学教育学部）
　　　　ジョナゴールドさん（りんご娘）、清野さん（アルプス乙女）を生徒に見立てたスクール形式の講義
　　　　参加者・講演講師、鹿田智嵩さん（路地裏探偵団）
問：弘前市都市政策課（０１７２－３５－１１３４）

あっぷるカフェ〈認知症カフェ〉（他１７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：①講話「歯科医師による口腔ケアについて」②講話「自立支援基本ケアシリーズ～排便～」
※①・②共に体操を行います。事前の申し込みは不要。
問：特別養護老人ホームサンアップルホーム（０１７２－９７－２１１１）

くらしとお金の安心相談会 ヒロロ　３階　市民生活センター １０：００～１６：００ 相談無料※要事前予約　内容：生活再建や債務整理に必要な資金の貸し付けに関すること
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

一般バドミントン教室（～３/１４の毎週水曜日） 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター １０：００～１１：３０

参加料無料（要事前予約・各自傷害保険に加入を）※申込は既に終了　対象：市民２０名（先着順）
内容：バドミントンの基本動作やゲーム、競技規則・ゲーム戦略の紹介。
※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：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＴＥＬ０１７２－８２－５７００）

健康セミナー

知って得する歯磨きのコツ ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１３：３０～１４：３０ 「歯磨き嫌いにならない歯磨きのコツ」講師：吉田昭文先生（デンタルオフィスよしだ院長）
定員：２０名（託児１５名まで）　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

間山元喜　ぶらり一人旅スケッチ展　岩木山を描く
(～１１日）

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

「弥生文化と砂沢遺跡」パネル展（～１３日） イオンタウン弘前樋の口 ９：００～２１：００
観覧料無料
内容：市による昭和期の発掘調査成果、弘前大学北日本考古学研究センターによる最新の発掘調査成果のパネル紹介。
問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

役員によるミニ作品展（～３/３０） 北門書道会ギャラリー ★９：００～１７：００ 問：北門書道会ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）※土・日・祝日は休館

弘前市健康づくりサポーター研修会 弘前文化センター 受付１２：３０　開演１３：００ 入場無料　問：弘前市健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

市民公開講座
～糖尿病とたばこの最新情報を学んで長生きしよう～

弘前文化センター　ホール
①１３：３０～１４：３０
②１４：４０～１５：３０

参加料無料　対象：市民１５０名（先着順）
①糖尿病予防講座「糖尿病最新情報をしっかり学んで元気に長生きしよう」　講師：今村憲市さん（今村クリニック院長）
②たばこに関する講演会「加熱式タバコを知る」　講師：鳴海晃さん（ナルミ医院院長）
※当日は、弘前市健康づくりサポーター・保健衛生委員・ひろさき健幸増進リーダー・食生活改善推進員合同研修会を
　 兼ねての開催となります。
申込・問：２/６日までに、健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）へ。

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

1 木

2 金

3 土

4 日

7 水

8 木

弘前大学学生会館　３階
〈１～３日〉１０：００～１９：００　〈４日〉休館日　〈５日〉１０：００～１７：００

★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。

すぱーく弘前
種目によって開催日と時間が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

◆組子・津軽塗：ヒロロ３階イベントスペース
◆大王：ヒロロ３階健康ホール

組子①１０：３０～１２：００②１３：３０～１５：００（各回３０分前受付）
大王①１０：３０②１１：００③１１：３０④１３：３０⑤１４：００⑥１４：３０
津軽塗１３：００～１５：００（アイテムによって所要時間は異なります）

健康セミナー

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

アート・展示会

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

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

２月の白（～２１日） ａｏ＋水玉 １０：００～１８：３０ 問：ａｏ＋水玉（０１７２－５５－９９６２　木曜定休）

冬限定セレクトショップ
【まちなかクラフト村「弘前工芸舎・冬企画」】（～２５日）

藤田記念庭園匠館（旧考古館）
２階　ギャラリースペース

９：００～１７：００ 市内の工芸品を数多くとりそろえていますので、ぜひおいでください。
問：弘前市商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

第３２回弘潤“磊”書展（～１１日） 弘前文化センター
１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：弘潤書道会（０１７２－６２－３０６６）

ツバキ展（～１８日） 緑の相談所 ９：００～１７：００
〈９～１２日は２１：００まで〉

【休館日】５・１３・１９・２６日　問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）　

写真展「私の岩木山」（～１１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）

雪深い津軽の楽園　第２８回弘前らん展（～１１日） さくら野百貨店弘前店
４階　文化ホール

１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

カトレア・デンドロビウム・胡蝶蘭などの洋蘭・セッコク合わせて約３００株を展示します。
入場無料　問：弘前城愛蘭会 対馬さん（０１７２－２７－５４４２）

プロの音楽家による
「赤ちゃんと子どものためのコンサート」

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１１：００～１２：００
（開場１０：３０）

入場無料　定員：５０組（全席自由・予約優先）　その他：ベビーカーで入場できます。赤ちゃんゴロンとスペースでも鑑賞できます。
プレママさん大歓迎。一般の大人の方も入場いただけます。
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

健康相談・禁煙相談（他１９・２１・２５日）
ヒロロ　３階　健康広場（９・２１・２５日）
弘前市保健センター（１９日）

９：００～１１：００
相談無料（２日前までの要事前予約※２５日は３日前まで）
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（０１７２－３７－３７５０）

相談会

弘前大学ＣＯＩ
ヘルシーエイジング・イノベーションサミット２０１８

アートホテル弘前シティ
プレミアホール

１３：００～１７：２０（１９：００）

青森県の短命県脱却と健康寿命延伸、生活の質と幸福度の最大化による「寿命革命」の実現に向けて、
産学官金トップが討論します。
参加無料
※交流会費は￥３，０００程度を予定。交流会への参加をキャンセルする場合は、開催日７日前まで。
　それ以降は会費が発生いたします。
対象：一般市民、学生、医療関係者、大学、企業、研究機関等先着３００名
申込・問：①会社名・団体名②ＴＥＬ③ＦＡＸ ④Ｅ-ｍａｉｌ ⑤部署名⑥役職名⑦参加者氏名（フリガナ）
　　　　　 ⑧交流会（参加・不参加）を記入の上、弘前大学ＣＯＩ研究推進機構
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－３９－５５３８　 ＦＡＸ０１７２－３９－５２０５ Ｅメール：coi_info@hirosaki-u.ac.jp　）

バレンタインデーお菓子作り教室 勤労青少年ホーム １９：００～２１：００

参加料￥１，０００（材料代として）※申込は既に終了　　持ち物：エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具
内容：バレンタインデー向けお菓子作り（チョコ風味のロールケーキ）※持ち帰り可。
その他：締切日以降にキャンセルした場合、参加料の返金はできませんのでご注意ください。
問：勤労青少年ホーム（０１７２－３４－４３６１）へ。

岩井康賴展（～１６日） ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １１：００～１９：００
（最終日は１８：３０まで）

【オープニングパーティー】１０日１７：００～１９：３０　料金：￥１，０００（学生無料）
問：蝦名さん（Ｅメール：eatsuko@hirosaki-u.ac.jp）

アート・展示会

岩木川市民ゴルフ場スノーパーク
冬のゴルフ場で遊ぼう！（他１１・１２日）

岩木川市民ゴルフ場
午前：1０：００～ １１：３０
午後：１３：００～１４：３０

参加料：￥５００（当日徴収）
対象：幼児～小学生各コース３０名（先着順）※幼児は保護者同伴。受け付けは開始時間の１５分前から。
持ち物：飲み物、着替え　内容：スノーアスレチック（的あて、障害物、宝探しほか）、バナナボート体験
申込・問：各開催日の３日前までに、
　　　　　　電話かＦＡＸ（参加者氏名、性別、学校名または園名、学年、電話番号、希望コースを記入）で
　　　　　　岩木川市民ゴルフ場（ＴＥＬ兼ＦＡＸ：０１７２－３６－７８５５）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

第３２回全国選抜高等学校相撲弘前大会 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

魔冬のサブカルフェスティバル（～１１日） ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１１：００～１９：００
（最終日１７：００まで）

入場無料　同人誌即売会やコスプレ撮影会など誰でも気軽に楽しめます。
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）

タロット占い＆かぎ針編み体験 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
（終了１６：００）

【タロット占い】２０分￥１，０００※要事前予約、会場での受け付け無し
　　　　　　　　　時間：①１０：３０～②１１：１０～③１３：３０～④１４：１０～
【かぎ針編み体験】
●レッグウォーマー、アームウォーマー各￥１，５００※自分のサイズに合わせて編んでいきます。
　 時間：①１１：００～②１３：００～（制作時間２～３時間）　定員：各時間３名　対象：小学３年生～大人
●シュシュ、ミニマット各￥５００　時間：①１０：３０～②１１：３０～③１３：３０～④１４：３０～（制作時間３０分～）
 　定員：各時間２名　対象：小学３年生～大人
　 持ち物：手ぶらでＯＫ（かぎ針・毛糸・編み図など付き）ただし細かい作業のため眼鏡が必要な方はお忘れなく！
申込・問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

青森県声楽研究会弘前地区　新春コンサート 百石町展示館　 開演１４：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

松本哲也×和気優
『ＹＯＵ ＷＡＫＩ 土 ｄｏ 水 ｍｉ 空 ｓｏｒａ ＴＯＵＲ
「ギター１本１００ヶ所弾き叫び １×１００＝∞」
＝ＴＷＯ ＭＥＮ ＬＩＶＥ！＝』

ＡＳＹＬＵＭ 開場１８：００　開演１８：３０ 前売予約￥３，０００／当日￥３，５００（＋ワンオーダー）　高校生￥１，５００　中学生以下無料
予約＆問：お名前、人数を添えて（info@matsutetsu.com）まで。

男の介護教室
－男性の方、
　　　　　自分のご家族を介護する自信がありますか－

弘前中央公民館 ９：３０～１５：００（予定）

参加費￥１，０００（昼食付き）※申込は既に終了　定員：男女問わず８０名（先着順）
内容：①簡単な講義（食べることについて考える・もし家族が倒れたらどうする・介護のあれこれ）
　　　　②男でも作れる調理実習（パッククッキング）　③グループディスカッション
問：ＮＰＯ法人津軽広域救急支援機構 対馬さん（０９０－４８８７－５４６９）　事務局〈佐藤内科医院内〉（０１７２－３４－２１２６）

エコスイーツクッキング教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

参加料無料　定員：１５名（小学生以下の参加は保護者の同伴が必要）
持ち物：エプロン、ティースプーン、板チョコレート１枚、牛乳パック１枚
申込・問：１/２８の９：００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　月曜日は休み、月曜日が祝日の場合は翌日が休み）へ

トークイベント　弘前から世界へ
～美術館が開く創造性と可能性～

弘前中三
８階　スペース・アストロ

１４：００～１６：００

吉野町煉瓦倉庫は、２０２０年に美術館を核とする文化交流拠点「（仮称）弘前市芸術文化施設」として生まれ変わります。
煉瓦倉庫の建築改修方針や運営方針の提案報告とともに、多彩なゲストを迎えて本施設のビジョンについて対話を繰り広げます。
参加料無料※事前予約優先　定員：１５０名（先着順）※手話通訳あり、定員に達し次第締切
出演：杉本康雄さん（青森県立美術館館長）、
　　 　 南條史生さん（森美術館館長、〈仮称〉弘前市芸術文化施設総合アドバイザー）、
　　 　 田根剛さん（建築家）
申込方法：２/８までにお名前、ご連絡先（ＥメールまたはＦＡＸ）をご記入の上、
Ｅメール：hirosaki@nanjo.com／ＦＡＸ０３－５５４５－３６１１まで。※手話通訳をご希望の方はその旨お書き添え下さい。
問：弘前芸術創造（０７０－１００７－６１４４　平日１０：００～１７：００）

緊急特別企画！！ハーバリウムＤＥバレンタイン
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

１０：００～１６：００

参加費：特別価格￥２，０００（花材費・ラッピング代込み）限定３０本
　　　　　※通常のハ-バリウムワークショップ￥１，０００円～（花材費込み）
内容：ハート型の瓶（高さ２１．２ｃｍ）に、彩り豊かなプリザーブドフラワーやドライフラワーと一緒に
　　　　あなたの想いも一緒に詰め込みましょう。
　　　　※基本的に予約不要ですが、本数限定ですので確実に作りたい方はご予約下さい。
問：Ｅｄｅｎｚ Ｇａｒｄｅｎ（エデンズ ガーデン）ハーバリウム・フローリッシュディプロマ 認定講師　須藤さん（０８０－３１９２－００１１）

おもちゃ病院＆おもちゃ広場
ヒロロ
３階　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）

お子様向け催し・
子育て・教育

そり大会 こどもの森ビジターセンター １０：００～１２：００ 参加料無料　対象：小学生　持ち物：飲み物、替えの下着・靴下、防寒着
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）

ＯＫＪわんぱく親子体操教室（他２５日） ウイング弘前 １４：００～１５：００

受講料：【１回受講】￥１，９４４　【２回受講】￥３，２４０※要事前予約・各自傷害保険に加入を。
対象：２歳～６歳の子どもと母親１０組（先着順）　内容：親子で音楽に合わせて一緒に遊びながら運動習慣を身につけます。
※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。

ＯＫＪ よちよち親子　フィットリトミック（他２５日） ウイング弘前 １２：４５～１３：４５

受講料：【１回受講】￥１，９４４　【２回受講】￥３，２４０※要事前予約・各自傷害保険に加入を。
対象：生後８か月～２４か月の子どもと母親１０組（先着順）
内容：赤ちゃんとスキンシップを取りながら、色んな音楽を取り入れ親子で楽しく運動します。
※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

つながろう！ここから生まれる地域のきずな
「第７回市民ボランティア交流まつり」

ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：３０～１４：３０

市民参画センターを利用している市民団体やボランティア活動をしている団体などの活動を皆さんに広く紹介し、
交流を図る集いの場です。
入場無料
内容：発表、体験（バルーンアート、マッサージ、しおり作りなど）、展示、
　　　 販売（パン、焼き菓子、アイスクリーム、野菜、手作り小物など）等
※スタンプラリーもあるよ！スタンプ５個で景品をゲット！
問：第７回市民ボランティア交流まつり実施委員会事務局（ＴＥＬ０１７２－３８－５５９５　ＦＡＸ０１７２－３６－１８２２）
　　／弘前市民参画センター（０１７２－３１－２５００）

毎月替わる料理のテーマ♪
ステキな相手に出会える予感♥
「どてまち合コン」（他２５日）

土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１８：００～２０：００
（受付１７：３０～）

参加料：男性￥４，０００　女性￥２，０００　定員：男女各２０名※定員になり次第締切。独身誓約書にご記入いただきます。
対象：〈１１日〉２０歳代・３０歳代の方　〈２５日〉３０歳代・４０歳代の方
２月の料理：バル料理とワインまつり
　　　　　　　　（着席ビュッフェスタイル＆２時間飲み放題※座りながらゆっくりとお料理・各種お酒・会話が楽しめます）
申込方法：①お名前②年齢③性別④ご住所⑤電話番号を明記の上、Ｅメールにて。
※応募・お支払い共に各開催日の４日前が締切となります。
申込・問：アップルコミュニケーションズ（Ｅメール：55oubo@applewave.co.jp）

ＳＥＰＴＡＬＵＣＫ
～ＯＮ ＴＨＥ ＲＯＡＤ ｔｏｕｒ ２０１７－２０１８～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

前売￥２．５００（※別途ドリンクチャージ￥５００）　チケット：ＬＡＷＳＯＮ（Ｌ－ＣＯＤＥ２１８９９)／ｅ＋
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

弘前交響楽団〈第３０回記念〉定期演奏会 弘前市民会館　大ホール 開場１３：３０　開演１４：００

入場料：一般￥１，０００　小・中・高生￥５００
チケット取扱：弘前市民会館／弘前文化センター／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／成田本店しんまち店
　　　　　　　　 ※お子様連れの方に、無料託児室を用意しておりますのでお気軽にご利用ください。
 問：今さん（０９０－６２５２－８０２１）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ『ＷＹＮＴＯＮ ＫＥＬＬＹ』
ＭＯＤＥＲＮ ＪＡＺＺ ＰＩＡＮＩＳＴ　ＡＵＴＵＭＮ ＬＥＡＶＥＳ

百石町展示館 開演１８：００ 入場料￥１，０００※小中学生無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

明治から昭和初期のハイカラシティ弘前の建築を巡る
「翠明荘まるごと鑑賞会」

集合：弘前市立観光館前受付
行程：青森銀行記念館、弘前教会、
石場旅館、翠明荘洋館、翠明荘（解散）

１３：３０～１６：３０

参加費：￥２，８００（コーヒーブレイク付き。料金は当日お支払いください）　定員：２０名（最少催行２名）
申込締切：２/１０（土）
※徒歩での移動です。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。
問・申込：たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２-５５－０２５２　ＵＲＬ：http://www.tabisuke-hirosaki.jp）
※２/１０はたびすけ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〉

感交劇場ツアー

ドローン体験会（他２５日、３/１１・２５日） 星と森のロマントピア
森林科学館ジュピター

１０：００～ 受講料：￥１，０００（温泉入浴またはプール利用券付き）　定員：各回１０名（先着順。小学生以下は保護者同伴）
問：星と森のロマントピア内、予約係（０１７２－８４－２２８８）

かっこいい大人養成講座４
雪灯籠まつりでお囃子披露

弘前公園
（集合：弘前文化センター２階和室）

１９：００～２１：００

参加料無料※申込は既に終了　対象：１８ 歳以上の市民４０名（先着順）
持ち物：八本調子の唄笛用の笛またはすりがね、担ぎ桶太鼓※笛はあっせん可。申し込み時にお問い合わせください。
講師：津軽笛地域づくり実行委員会
問：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）

第２９回弘前市民ボウリング教室（～１２日）
１１日：弘前ファミリーボウル
　　　　 （高崎２丁目）
１２日：アサヒボウル（土手町）

１０：００～１２：００
（両日とも集合は９：３０）

参加料：￥１，０００（１日だけの参加は￥５００）※要事前予約・各自傷害保険に加入を
対象：市民（初級・中級者）　　内容：ボウリングの基本動作など
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：〈１１日分〉参加料を添えて、２/８までに、弘前ファミリーボウル（０１７２－２７－４１４５）フロントへ。
　　　　　　〈１２日分〉参加料を添えて、２/８までに、アサヒボウル（０１７２－３５－０３６３）フロントへ。

弘前市建国祭 ホテルニューキャッスル
式典１３：００～
記念講演１３：４０～
祝賀会１５：２０～

◇第１部　式典
◇第２部　記念講演「古代天皇の事件」　講師：花岡　宏六氏
◇第３部　祝賀会（希望者のみ）会費￥４，０００
申込・問：祝賀会への申込は２/３まで。弘前市建国祭実行委員会事務局　飛内さん（０９０－８２５２－１７１７）

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

その他

9 金

10 土

11 日祝

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

その他

講演・講座・セミナー

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

第１４回高長根スキー大会 高長根ファミリースキー場

受付１１：００
開会式１２：００
競技開始１３：００
閉会式１５：３０

参加料：１人￥１，０００（キャンセルの場合、参加料は返金しません）
参加資格：傷害保険加入済み者　種目：大回転競技
申込・問：所定の用紙に必要事項を記入のうえ、参加料を添えて２/２（金）１７：００必着で
高長根ファミリースキー場　ビジターセンター(０１７２－９７－２６２７）へ

スポーツ

雪でドドド～五感で楽しむ祭りだじゃ～ 吉野町緑地公園・
弘南鉄道大鰐線中央弘前駅

１０：００～１６：００

「遊ぶ」「作る」「食べる」をテーマとした冬を楽しむイベントです。
チーム対抗ガチンコ雪合戦、スノーフラッグ大会、地元クリエイターによるりんご飴・キャンドル・
こぎん刺しのワークショップや食べ物屋台など、誰でも楽しめるブースが雪まみれの公園に集合！
参加料：競技、ワークショップは有料（一部無料）　※「チーム対抗ガチンコ雪合戦」の参加は、要事前申込。
　　　　　詳しくは、フェイスブック（https://www.facebook.com/dododo.obobob）で確認するか、問い合わせを。
【注意事項】駐車場はございませんので徒歩及び公共交通機関のご利用をオススメ致します。※悪天候決行
　　　　　　　会場は野外です。しっかりと防寒のうえ、お越しください。焚き火スペースを設ける予定です。
　　　　　　　焼きたいものがございましたらご持参下さい（危険物不可）。
問：ドドド実行委員会 鈴木さん（０９０－７５６０－２０７９　Ｅメール：info.dododo@gmail.com）

青森ジョップス車イスバスケ交流会 ｉｎ 岩木山総合公園 岩木山総合公園体育館 １０：００～１５：００

参加料無料※要事前予約。見学のみの人は事前申込不要
対象：小学生以上で障がいの有無にかかわらず、車イスバスケットボールに興味のある人４０名
内容：車イスバスケ用の車イスの操作体験、ミニゲーム、エキシビジョンゲーム観戦など
講師：車イスバスケットボールチーム「ＡＯＭＯＲＩ ＪＯＰＳ」の選手・スタッフ
申込・問：２/７までに、ＦＡＸまたはＥメール（住所、氏名、年齢、性別、電話番号、障がいの有無を記入）で、
　　　　　　岩木山総合公園（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１　ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５　Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。

第２回ボードゲーム体験会
弘前市総合学習センター
３階　第１研修室

１３：００～１６：５０

時間いっぱい世界中で遊ばれているボードゲームで遊べます。
好みにあったゲーム選びや丁寧なルール説明をしますので、ボードゲームを遊んだことがなくて大丈夫。
お一人での参加、途中参加も歓迎です。
参加費￥：５００　定員：１５名（先着順※参加希望の方はエントリーお願いします）
エントリー方法：Ｅメール（info＠tribirds.net）　Twitter（@toribodo）

盛岡Ｃｌｕｂ Ｃｈａｎｇｅ×久慈ＵＮＩＴＹ×弘前Ｍａｇ－Ｎｅｔ
「雪中行軍２０１８」

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

前売￥１，０００　当日￥１，３００（※別途ドリンクチャージ￥５００）
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

歌い手集団ゾッフィオ春のコンサート 百石町展示館　 開演１４：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前市民劇場　第３２８回例会　前進座公演　出前芝居
くず～い屑屋でござい～古典落語「井戸の茶碗」より～

弘前市民会館　大ホール 開演１４：３０
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：弘前市民劇場事務局（０１７２－３６－５４０２　１１：００～１８：００　土曜日１６：００まで　日・月・祝日は休み）

映画・演劇・舞台

“楽しい書”吉澤秀香書展
～銀座鳩居堂個展作品（～３/３１）

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

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 相談無料（事前予約不要）　内容：相続・遺言を中心とした相談会
問：ふたば行政書士事務所　二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

相談会

水泳教室〈平泳〉（～３/１の毎週火・木曜日） 温水プール石川 １０：００～１１：００

参加料無料（要事前予約・各自傷害保険に加入を）※申込は既に終了
対象：市民（クロールで２５メートル泳げる人、平泳初心者）１５名（先着順）
内容：平泳基本泳法　※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：温水プール石川（ＴＥＬ０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

ふれあい介護者教室 東目屋ふれあいセンター １３：３０～１５：３０
参加料無料　対象：市民４０名程度
テーマ：第１部「介護技術を身につけよう」 第２部「健康づくり（ダンベル体操）」 ※終了後、座談会を開催します（自由参加）。
申込・問：２/１２までに、在宅介護支援センターパインハウス弘前（０１７２－８６－３８００）へ。

アイシングクッキー作り ヒロロ
３階駅前こどもの広場

１０：３０～１２：００ 「バレンタインデーのプレゼントに」　講師：石戸谷さん（アイシングクッキー教室ポムポム）
材料費：￥８００（当日徴収）※託児１５名まで　問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

地域未来創生塾＠中央公民館 第９回
「子どもの貧困と学生ボランティアの役割」

弘前文化センター　第３会議室 １８：３０～２０：００
参加料無料（事前申込不要）　対象：高校生以上の市民３０名　講師：平野潔さん（弘前大学人文社会科学部教授）
問：弘前市立中央公民館（０１７２－３３－６５６１ 火曜日定休）
     ／弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター（０１７２－３９－３１９８）

畑わさび栽培報告会 弘前市民会館　２階　中会議室 １４：００～
市では、地域野菜として省力生産の可能性を探るため、平成２７年度から３年間にわたり実施してきた「畑わさび」の
試験栽培が終了しましたので、試験結果について報告会を開催します。
定員：４０名（先着順）　　問：２/９までに、弘前市農業政策課（０１７２－４０－７１０２）

求人説明会・ミニ面接会（他２８日）
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付は１３：００～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などをお伝えします。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。　参加企業は、青森労働局または市ホームページをご覧ください。
　　　　　ＵＪＩ ターン求職者を対象とした、Ｓｋｙｐｅ 面談の実施が可能です。
問：ヒロロ３階　弘前就労支援センター内　Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

リフレッシュ☆ストレッチ教室
（～３/２８の毎週水曜日※３/２１を除く）

金属町体育センター　集会室 １３：３０～１４：３０

参加料無料（要事前申込・各自傷害保険に加入を）※申込は既に終了　対象：市民１２名程度（先着順）
内容：リラックスしながら身体をほぐすストレッチ、自宅で手軽に出来るトレーニングの紹介
※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（ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）

健康セミナー

ふるさとの歴史・文化財マップ作品展（～２０日） イオンタウン弘前樋の口 ９：００～２１：００

観覧料無料
内容：船沢・大成・第三大成・石川・裾野小学校の児童が、各学区にある文化財などを調査した成果を
　　　 マップとしてまとめた作品の展示。
問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

わたしたちが見たお城の大工事作品展（～２０日） イオンタウン弘前樋の口 ９：００～２１：００ 観覧料無料　　内容：市内の児童が、弘前城本丸石垣解体工事現場を見学して作成した作品の展示。
問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

弘前市民文化祭閉会式 弘前文化センター　大会議室 問：弘前市社会教育協議会（０１７２－３１－３０１０） 市民文化祭

ベテランズセミナー
弘前藩の忍者集団「早道之者（はやみちのもの）」とは

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：弘前藩に実在した忍者集団「早道之者」の役割や、歴史的背景についての講義
講師：清川繁人さん（青森大学薬学部教授、同大学忍者部顧問）
申込・問：２/１０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
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２ー３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp　火曜日定休）へ。

げんねんＥＣＯスクール
「ＵＶレジンで作る『蝶のストレッチリボンブレスレット』」

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：日本原燃の安全対策について　第二部：ＵＶレジンで作る「蝶のストレッチリボンブレスレット」
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、会場名、託児サポートの有無
（お子様のお名前・ふりがな・生年月日・性別）を明記の上、「日本原燃ホームページ」または「はがき」でお申込みください。
（ご参加の有無は応募締切後、「はがき」にてご連絡をいたします。）
申込締切：２/５（月）　※電話・ＦＡＸ・メール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
　　　　　 （０１７－７３１－１５６３　平日９：００～１７：００　ＨＰ：http://www.jnfl.co.jp/ja/pr/event/eco-school/201802.html）
※第二部（カルチャー講座）のみのお申し込みはできません。
※お問い合わせ・お申込み後のキャンセルは必ずお電話でお願いします。

市民ボランティアによるパソコン講座
「インターネット講座」（他２２日）
※２日間で１セットの講座です

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００
受講料無料　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）
持ち物：筆記用具、昼食　  内容：インターネットの利用方法など
申込・問：総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００）へ。

みんなで創る！ひろサポ展示会２０１８ 百石町展示館　 １２：００～１５：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

NHK文化講座書道（～１８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３回克トレグラウンドゴルフ大会 克雪トレーニングセンター　主練習場 ９：００～１４：００
参加料：￥５００（各自傷害保険に加入を）※申込は既に終了　対象：市民１１２名（先着順）
内容：グラウンドゴルフ３２ホール個人戦。男女別上位１０位まで表彰。ホールインワン賞あり（１名１個まで）
問：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

スポーツ

かっこいい大人養成講座５
「今日は特別！！ プラネタリウムでぐっすり眠ろう」

弘前文化センター
３階プラネタリウム

１９：００～２０：３０

参加料無料　対象：市内に在住か勤務している１８歳～おおむね５０歳の方３０名（先着順）
内容：冬の星座についてのレクチャー後、星空と音楽の下で睡眠　講師：鶴見弥生さん（みちのく天文同好会）
持ち物：毛布、枕など（アロマなど香りのする物の持ち込みは不可）
申込・問：２/１４までに、電話、ＦＡＸまたはＥメール（住所〈町名まで〉、氏名〈ふりがな〉、年齢、性別、電話番号を記入）で、
　　　　　　弘前市立中央公民館
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp　火曜日定休）へ。

その他

初心者水泳教室（～３/１６の毎週金曜日） 温水プール石川 １３：００～１４：００

参加料無料（要事前予約・各自傷害保険に加入を）※申込は既に終了
対象：水泳初心者の市民１０名（先着順）　 内容：水慣れから呼吸なしのクロールまで
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：温水プール石川（ＴＥＬ０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

弘前法人会　新春講演会 フォルトーナ １６：００～１７：３０
（開場は１５：３０）

入場料無料　定員：２００名（先着順）
内容：講演「おめでとう弘前觀櫻會百周年」　講師：宮川慎一郎さん（元弘前図書館長）
申込・問：２/９までに、弘前法人会（０１７２－３６－８２７４　平日９：００～１７：００）へ

舞踊家雪雄子による舞踊ワークショップとセミナー 鳴海要記念陶房館 １３：３０～１５：００ 参加料￥１，５００（資料・お茶代含む）　内容：「土方巽　病める舞姫」～身体言語を読み解くＶｏｌ．６
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　毎週火曜日休み）

ＦＵＫＵＴＯＰＯ ｖｏｌ．７
たくさんの作家達の作品が並ぶ手作り作品展（～１９日）

百石町展示館　 １０：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

平成２９年度
弘前大学教育学部美術教育講座 成果報告会
「卒業・修了制作展　学外展」（～１９日）

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
１７日１５：００～１９：００
１８日１０：００～１９：００
１９日１０：００～１７：００

入場無料　問：すがさわさん（Ｅメール：1mw-ar3.yi@ezweb.ne.jp）

第４６回　新一年生おめでとう弘前大会 弘前市民会館

①１２：３０～１３：３０
（開場１２：００）
②１４：３０～１５：３０
（開場１４：００）

先輩児童による歓迎の言葉や歌、楽器演奏などの、園児も一緒に楽しめる内容になっています。
参加者には記念品が贈られます。
入場無料※ただし入場整理券が必要／※入場整理券はこども園、幼稚園、保育園を通じて配布しております。
※なお、団体申込されていない場合は、陸奥新報本社１階受付にて配布しています。
※定員になり次第配布を終了いたします。
問：陸奥新報社営業局広告部（０１７２－３４－３１１１）

お子様向け催し・
子育て・教育

スノーシュー体験会 岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター　多目的広場 １０：００～１１：３０
参加料￥１００（レンタル・傷害保険料込み）※降雪時でも開催いたします。（但し、吹雪等悪天候時中止）
持ち物：長靴（スノトレ可）、手袋、帽子、タオル、飲み物、着替え等
問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＴＥＬ０１７２－８２－５７００　ＦＡＸ０１７２－８２－５７０１）

パンフェスタ２０１８
（同時開催「ママフェスタ」）

ヒロロ
３階　イベントスペース／健康ホール

１０：００～１４：００

パン好き集まれ！市内外のパン屋が、ヒロロスクエアに大集合！ママサークルによるハンドメイド作品の展示販売、
製作体験が楽しめるママフェスタやパンフェスタ特別企画「パン食べ比べプレート」も同時開催します。
◇パン食べ比べプレート　１プレート￥５００（食改さん特製にんじんスープ付き）
①１１：００～②１２：００～③１３：００～※各回限定３０セット（お一人様１セット限定）各回１０分前より受付
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）

園芸用土と肥料の話 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 講師：川村　政孝さん（緑の相談員）　問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

暴力から子どもを守るために
「公開ワークショップ」（～１８日）

弘前市民会館
第１・２小会議室

１３：３０～１５：３０

いじめ・誘拐・虐待・性暴力など、さまざまな暴力から子どもを守るために、できることを一緒に考えてみませんか。
参加料無料
対象：【１７日】中学・高校生の保護者で暴力防止に関心のある人
　　　　【１８日】小学生以下の子どもの保護者で暴力防止に関心のある人
講師：矢島宏美さん（長野県教育委員、子ども・人権・エンパワメントＣＡＰ ながの代表）
申込・問：２ /１４までに、電話かEメール（参加希望日、住所、氏名、電話番号を記入）で、
　　　　　　あおもりＣＡＰ の会中弘南黒地区　佐藤さん（０９０－９４２１－６１５９　Ｅメール：mitinoku2011_8@yahoo.co.jp）へ。

こぎん ｄｅ おしゃれエコのれん作り教室
（他２４日※２日間で１セットの講座です）

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

伝統工芸のこぎん刺しと、使わなくなった布やボタンなどでオリジナルエコのれんを作ります。
参加料無料　対象：両日参加できる小学校５年生以上の人２０組（小学生の参加は保護者の同伴が必要）
内容：１７日こぎん作り／２４日のれん作り　　　講師：佐藤陽子さん（佐藤陽子こぎん展示館）
申込・問：２/４の９：００より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、月曜日が祝日の場合は翌日が休み）へ

高校生のための吟行句会 市役所　６階　大会議室 １０：００～１５：００ 参加無料　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）　申込・問：弘前市文化スポーツ振興課（０１７２－４０－７０１５）

ライブ・コンサート

その他

アート・展示会

アート・展示会

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

13 火

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

その他

アート・展示会

講演・講座・セミナー

17 土

14 水

15 木

16 金

月休12



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５０回東奥義塾高等学校　陶芸展（～２０日） 百石町展示館 １０：００～１８：００
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第１０回東奥義塾高等学校　美術部展（～２０日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ももの節句とたんごの節句（～３/４） 鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入館料：大人・大学生￥２００　高・中・小学生￥１５０　休館日：２０・２７日　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

月例登山
「行けるとこまで行ってみよ
～雪かきわけて、行けるとこまで～」

こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
参加料無料（※要事前申込）　対象：登山経験があり、当日に冬山登山の装備で参加できる人
持ち物：飲み物、昼食、タオル、替えの下着・靴下、雨具、防寒着、豚汁を用意しますので器の持参を。
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２８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。
ヒロロ３階こども絵本の森、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）

プロが教える！カクテル作り講座
弘前文化センター
３階調理実習室

１５：００～１８：００
（受付１４：３０～）

参加料￥１，５００（飲食代として）　対象：おおむね５０歳までの市民２４名（先着順、未成年不可）
内容：プロのバーテンダーから、すぐに実践できるカクテルの作り方や、シェーカーの振り方などについて学びます。
※アルコールが苦手な人のためにノンアルコールカクテルも用意しています。　講師：佐藤聖也さん（BAR 聖〈ひじり〉オーナー）
申込・問：２/１４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、火曜日定休）

居住支援セミナーおよび住まいと空き家相談会
ヒロロ　３階
【相談会】　多世代交流室１
【セミナー】　多世代交流室２

【相談会】１０：３０～１５：００
【セミナー】１３：００～１５：２０

【住まいと空家相談会】　参加料無料
内容：①住宅確保要配慮者の入居に向けた住宅相談・入居中の支援相談 ②空き家などの適正管理・有効活用に向けた相談
相談員：宅地建物取引士、すまいアップアドバイザー（建築士）、司法書士など
※弘前市空き家・空き地バンク協議会との共催。当日会場でも受け付けますが、事前の申し込みを優先します。
【居住支援セミナー】　参加料無料
内容：①高齢者・障がい者の福祉と居住支援について
　　　　②高齢者・障がい者のための成年後見制度と法定相続情報証明制度について
申込・問（共通）：２/１３（火）までに電話かファクス（氏名、電話番号を記入）で、青森県居住支援協議会
　　　　　　　　　　（ＴＥＬ０１７－７２２－４０８６　ＦＡＸ０１７－７７３－５１８０　平日の９：００～１７：００）へ。

その他

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

弘前市医師会男声コーラス『コール・デル・メディコ』
第１４回定期演奏会

弘前文化センター　大ホール 開場１３：３０　開演１４：００ 入場無料　問：コール・デル・メディコ事務局 坂本さん（０１７２－３９－６１１０）

第１５回ヒロロ寄席　春風亭一之輔独演会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１８：００　開演１８：３０
前売\２，５００　当日\３，０００
※大学生以下の学割有（学生証のご提示で\５００引き、当日券の場合は￥２，５００で入場できます。）
問：弘前落語ふぁん倶楽部（０８０－６５６２ー５９９１　http：//rakugo-hirosaki.net）

映画・演劇・舞台

平成３０年　第２４回太宰治文学講座 太宰治まなびの家 １４：００～１５：００ 入場無料　演題：発達障害の視点から見た太宰治　講師：小玉 有子氏（弘前ペンクラブ会員）
問：太宰治まなびの家（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－１１３４　受付時間１０：００～１６：００）

共に働き！共に子育て！夫婦ライフバランスのススメ！ ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１５：００
（受付は１２：３０～）

杉山ジョージさんを講師とし、夫婦で協力して家事や育児をしていく生き方について楽しく学びます。
参加料無料　定員：５０名（※要事前申込・先着順）　講師：杉山ジョージさん（秘密結社　主夫の友）
申込・問：電話かＦＡＸで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
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－３５－０１５４　ＦＡＸ０１７２－３５－０１８７　８：３０～２１：００）

親子体操 ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１１：００～１１：５０
「おやこでスッキリ！楽しく体を動かそう」親子体操研修受講者の指導で、親子でしっかり体をうごかしましょう。
定員：２０組３歳以上の幼児（定員になり次第しめきり）　持ち物：汗拭きタオル・飲み物・動きやすい服装（裸足で行います）
問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

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・歯科衛生士による「歯みがきのお話」（１０：３０～１０：５０）
持ち物：母子健康手帳、歯の相談をする人は、普段使っている歯ブラシ
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

弘前弓道会 市民弓道教室（～３/２２の毎週月・木曜日） 青森県武道館　近的弓道場 １０：００～１２：００

受講料￥３００（保険料含む）　定員：市民５名※応募多数の場合は抽選で決定。
内容：弓の扱い方、基本動作、射技指導、巻藁稽古、的前稽古。
※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：２/１４までに、弘前弓道会　福島さん（０９０－５２３１－９５６２）へ。

スポーツ

夜間・休日納税相談
（夜間：１９～２３日／休日：２５日）

弘前市役所　２階　収納課
夜間１７：００～１９：３０
休日　９：００～１６：００

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

相談会

こころの健康相談 弘前市保健センター ９：００～１１：００ 相談無料（要事前予約）　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
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

～認知症の予防をしよう！～☆楽しく健康教室☆
（～３/２７の毎週火曜日※２/１３を除く）

金属町体育センター　集会室 １３：３０～１４：３０

参加料無料（要事前申込・各自傷害保険に加入を）※申込は既に締切　対象：市民１０名程度（先着順）
内容：ストレッチと軽いリズム体操、遊びを取り入れた楽しいゲーム（脳トレ）など
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：金属町体育センター（ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）

講演・講座・セミナー

第４３回生活技術発表展
ヒロロ
３階　イベントスペース／健康ホール

１０：３０～１４：３０

農村女性と食関連事業者、消費者が互いの活動や生活技術などを交換する発表展を開催します。
内容：発酵食品を活用した料理の展示・実演・試食など／農とくらしを楽しむ活動展示紹介／
　　　　調理体験「カフェごはんと農村のおやつ」
　　　　講演「家庭で楽しむ干し野菜・ドライフルーツの作り方」　講師：小林潤子さん（野菜ソムリエプロ）
その他：調理体験は要事前申込。２/５～１５日に、ファクス（住所、氏名、年代、電話番号を記入）で、
弘前地区生活改善グループ連絡協議会の清野優美子さんへ申し込みを。※応募者多数の場合は抽選で決定。
申込・問：弘前地区生活改善グループ連絡協議会　 清野さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３５－３２９９）

第１３回ゴニンカン ヒロカカップ 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

「Ｂｒｉｃｋｓ－れんがそうこのすべて」（～２５日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
２４日：１４：００～

入場無料※事前申込不要
内容：煉瓦倉庫の特徴、福島藤助の偉業、美術館への道のりなどを、雑誌をイメージした展示で紹介
２４日：【情報交換会】　テーマ：「煉瓦倉庫について私たちがわかったこと。みなさんが知っていること。」
問：れんがそうこ部　harappa内（０１７２－３１－０１９５　Ｅメール：post@harappa-h.org）

アート・展示会

学ぼう 成年後見制度
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１４：００～

日常生活の中には、物を購入したりサービスを申し込むなど、契約を交わす場合がたくさんあります。
契約にあたり正しい判断ができないなど不安を感じている人は、一度聞いてみませんか。
定員：３０名（事前申込不要）
内容：成年後見制度の概略や手続き方法など　講師：三上富士子さん（弘前市成年後見支援センター）
問：市民生活センター（０１７２－３４－３１７９）

第４回「くらしの消費者講座」
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１４：００～ 参加無料　講師：三上富士子氏（弘前市成年後見支援センター）
問：弘前市市民協働政策課　市民生活センター（０１７２－３４－３１７９）

第３３回 棟方志功大賞
県下小・中学生あおもり版画まつり（～２５日）

さくら野百貨店 弘前店
４階　文化ホール

１０：００～１８：００
（最終日は１７：００まで）

大賞から準佳作までの作品を展示します。 ※入選作品は展示いたしませんのでご了承ください。
【表彰式】２５日１１：００～（同会場）　主催：陸奥新報社（０１７２－３４－３１１１）

アート・展示会

電動ロクロを体験してみませんか（～２４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、佐藤学氏
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

りんごせん定講座

弘前市りんご公園

講義：旧小山内家住宅
実技：園地

１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０

りんご公園では、農閑期を活用して、りんご生産者の生産技術の向上を目的に開催します。
受講料無料（※要事前申込）　定員：３０名（先着順）
内容：りんご樹形の変遷、りんご樹の雪害対策、りんご樹のせん定講義・実技など（予定）
講師：野呂昭司さん（りんご公園専任指導員）
持ち物：筆記用具、防寒具　※講座の時間は、天候などにより変更する場合があります。
問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

はじめてのこぎん刺し教室 中央公民館岩木館
小研修室

１３：００～１４：３０
参加料￥３００　対象：こぎん刺し初心者１０名（先着順）　内容：簡単でかわいいこぎん刺しのブローチやヘアゴム作り
講師：今愛さん（こぎん刺し愛好家）　申込方法：岩木図書館カウンターまたは電話で受付
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

地域未来創生センターフォーラム
【文化“財”の活用を通じた地域デザインを考える】

ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１８：００～２０：００

入場無料※事前申込不要
内容：第１部□基調講演「文化遺産の継承と信仰環境の維持」講師・大河内智之さん（和歌山県立博物館主査学芸員）
　　　　第２部□ディスカッション（県文化財保護課職員、市文化財課職員ほか）
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）

ＳＥＶＥＮ’Ｓ ＭＡＲＫＥＴ ２０１８
ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＧＯＯＤ ＧＯＯＤＳ

百石町展示館 １０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

スタイ作り ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１２：００ 裁縫が苦手でも大丈夫。襟に見えるかわいいスタイをつくってみましょう。妊婦さんも大歓迎！
材料費：￥５００（当日徴収）　定員：１５名※託児１５名まで　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

弘前ジャズプレイヤーズサークル「ジャズ友」セッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

Ｂｌｕｅ ｎａｖｉｇａｔｏｒ ｖｏｌ.２ Ｏｒａｎｇｅ Ｃｏｕｎｔｙ
ｏｐｅｎ：１７：００
ｓｔａｒｔ：１７：３０

チケット：前売り￥７００ （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）

新米パパ応援講座 弘前文化センター２階
第１・２和室

１３：３０～１５：３０
（受付１３：００～）

参加無料
対象：おおむね１８歳以上の市内に在住、または通勤・通学している男性で、結婚・出産・育児について気になる人、
　　　　結婚予定の人、パートナーが出産予定の人、現在育児中の方１０名（先着順・要事前申込）
　　　　※子育て中でない方、独身の方も大歓迎。
内容：パートナーの妊娠や出産による心や体の変化についてのお話、もく浴をはじめ育児に必要な実技など
講師：三崎直子さん（弘前大学大学院保健学研究科　准教授）
その他：託児室（有料）の利用は、事前の申し込みが必要です。
申込・問：２/２３までに、電話、ＦＡＸまたはＥメール（住所、氏名〈ふりがな〉、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

食育料理教室 弘前医療福祉大学
１階　調理実習室

１０：００～１３：００

参加無料　対象：小学生から中学生までの親子１２組２４名※応募多数の場合は抽選
持ち物：エプロン、三角きん、筆記用具
申込方法：２/１４（必着）までに、往復はがき（住所・氏名・年齢〈こども含む〉・電話番号）を記入
申込・問：青森県食肉事業協同組合連合会事務局（〒０３０－０１１３　青森市第二問屋町３丁目５の２５　０１７－７２９－８０７８）

東北女子大学公開講座 東北女子大学 １０：３０～１２：００ 受講料：無料※事前の申込不要　対象：中学生以上　内容　「本と心を読む楽しさ～星の王子さま27 の秘密～」
問：東北女子大学公開講座係（０１７２－３３－２２８９　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）

絵本作家のおはなし会＆絵本ライブ 弘前図書館
２階　視聴覚室

１３：３０～１５：００ 参加無料　対象：小学生以上６０名（保護者の同伴は不要、先着順）
申込・問：２/２０までに、弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

ロマンキッズ☆プロジェクト第二弾
「冬の相馬で雪遊び＆雪中ＢＢＱ！
親子で冬の相馬をまるごと楽しもう！」

星と森のロマントピア
多目的シェルター「ルピナス」

１０：００～１４：００
料金：大人（中学生以上）￥２，０００／小人（小学生以下）￥１，３００ ※料金にはスポーツ保険、昼食（ＢＢＱ・飲み物除く）
温泉又はプール利用料が含まれます。 定員：親子３０組 内容：親子で雪上ラグビー体験やバーベキューをして楽しみます。
申込・問：２/１７までに、ひろさきアフタースクール　境さん（０９０－１９３５－５５２７　Ｅメール：hirosakiafterschool@yahoo.co.jp）

Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｌｉｖｅ　学生ライブ！ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

前売￥１，０００　当日￥１，３００※ドリンクチャージ別途￥５００
高校生特別割引前売￥５００　当日￥８００※ドリンクチャージ別途￥３００（ソフトドリンクのみ）
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

ロコスタジオダンス発表会　ＨＥＲＩＴＡＧＥ ｖｏｌ．３ 岩木文化センター
あそべーる大ホール

開場１５：３０　開演１６：００ チケット（全席指定）：１席￥２，５００（大人・子供を含む※座席を必要としない未就学児は無料）
チケット販売：弘前市まちなか情報センター　問：ロコ スタジオ（０１７２ー５５－６４７３）

映画・演劇・舞台

無料よろず相談会 弘前市民会館
第一、第二小会議室

１３：００～１６：００
（受付は１５：3０まで）

相談無料　内容：相談員（弁護士、公証人、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、
土地家屋調査士、宅地建物取引士、社会福祉士）による相談
問：専門家集団「らの会」 三上さん（０１７２－３８－１８２９）

相談会

「らの会」によるミニセミナー 市民会館
第一小会議室

１０：００～

参加無料※事前申込不要　定員：各３０名（先着順）
内容：【１０：００～】不動産「登記」のイロハ　講師：福士蔵さん（土地家屋調査士）、野呂恒雄さん（司法書士）
　　    【１１：００～】不動産「売買」ＡＢＣ　講師：祖父尼資久さん（宅地建物取引士）
問：専門家集団「らの会」三上さん（０１７２－３８－１８２９）

健やか女子クッキング教室 ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１３：００

参加無料
対象：市内在住の２０代～４０代の女性または子育て中の女性１０名（先着順）※無料の託児あり（先着５名・要事前申込）
持ち物：エプロン、三角きん、はし
内容：乳製品を使った和食（乳和食）の調理実習（さばのミルクみそ煮、カボチャミルクそぼろ煮、切干大根のミルク煮ほか）
申込・問：２/７から、弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

その他

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

アート・展示会

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

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

23 金

20 火

21 水

22 木

18

講演・講座・セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

24 土

25 日

日

19 月



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

26 月 ２０１８初窯展（～３/４） 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

のびのび子ども相談 弘前市保健センター
９：３０～１５：００
（受付は１４：００まで）

相談無料（２/５～２６日の間に要事前予約）　対象：市民で１歳以上の幼児とその家族。
内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。　持ち物：母子健康手帳
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

焦点～弘前とかけて落語ととく、その団体とは～
（他３/２０）

弘前市民参画センター
３階（※会場は変更の可能性あり）

１８：３０～２０：３０ 料金￥３００（人数に限りがあるためご予約をお勧めします）
問：三浦さん（ＴＥＬ０９０－９７４１－６７３９　Ｅメール：hiroraku.comyu@gmail.com）

映画・演劇・舞台

プールで体力づくり教室（～３/２７毎週火曜日） 温水プール石川 １３：００～１４：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市民１５名
内容：水中での体操・ウオーキング、ストレッチ、簡単な筋力トレーニング、ゲーム
※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：２/１６（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・教室名を記入の上、
河西体育センター（〒０３６ー８３１６　石渡１丁目１９－１　０１７２－３８－３２００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定

健康セミナー

入園グッズ作り
ヒロロ
３階弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１２：００
入園に必要な絵本バッグを作ってみましょう。まだ入園ではない方も参加できます。
入園予定の園のサイズがわかっている方は事前にお知らせください。
材料費：￥８００（当日徴収）※託児１５名まで　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

地域未来創生塾＠中央公民館 第１０回
「成年後見制度の現況と課題」

弘前文化センター
第３会議室

１８：３０～２０：００
参加料無料（事前申込不要）　対象：高校生以上の市民３０名　講師：吉村顕真さん（弘前大学人文社会科学部准教授）
問：弘前市立中央公民館（０１７２－３３－６５６１ 火曜日定休）
     ／弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター（０１７２－３９－３１９８）

市民ボランティアによるパソコン講座
【デジタルカメラ画像入門講座】（他３/７）
※２日間で１セットの講座です

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）
持ち物：筆記用具、デジタルカメラ用のメモリカードとカードリーダー（デジタルカメラのメモリカードに対応するもの）、
　　　　　ＵＳＢメモリ、昼食
内容：デジタルカメラで撮影した画像の取り込み、保存整理の仕方、活用方法など
申込・問：２/１１から、総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００　８：３０～１７：００）へ。

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（３/３１まで）

講演・講座・セミナー

27 火

28 水

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

・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

・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￥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！

※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

※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￥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、フランス語
※ご予約のお客様を優先しております。催行時間や所要時間等、左記以外でのご希望がございましたらお問い合わせ下さい。
予約・申込：弘前市みどりの協会　藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）　問：弘前市観光振興部観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

※要予約：実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥２，５００（税込※こぎん刺し体験料含む）
・定員：１～１０名　・ガイド団体：路地裏探偵団チームアパ・テ・ドラ
今ふたたび注目をあつめる津軽の民芸「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。


