
さくらまつり・さくらまつり関連イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「郷土芸能 津軽民謡 津軽三味線 津軽手踊りショー」

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

①１１：００～　②１４：３０～
③１８：３０～

東天書道会 第１４回 弘前さくらまつり書道展(～５/６） 弘前市まちなか情報センター
９：００～２１：００
（最終日は１５：００頃まで）

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「郷土芸能 津軽民謡 津軽三味線 津軽手踊りショー」

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

①１１：００～　②１４：３０～
③１８：３０～

第６７回青森県観桜俳句大会 弘前文化センター　２階大会議室 受付９：００　開会１０：００

第３８回弘前さくら祭り協賛躰道優勝大会（～２２日） 青森県武道館

23 月 弘前さくらまつり四の丸演芸場
「第４２代青森県民謡王座 川村貞男 津軽民謡ショー」

①１３：００～　②１８：３０～

24 火 弘前さくらまつり四の丸演芸場
「郷土芸能 津軽民謡 津軽三味線 津軽手踊りショー」

①１３：００～　②１８：３０～

25 水
弘前さくらまつり四の丸演芸場
「第３１代青森県民謡王座　工藤兼一
  第５４代青森県民謡王座　かすみ　津軽民謡ショー」

①１３：００～　②１８：３０～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「第４２代青森県民謡王座 川村貞男 津軽民謡ショー」

①１３：００～　②１８：３０～

「弘前観桜会１００周年」
さくらの都にいっ筆啓上つかまつる

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「第５２代青森県民謡王座 一戸平ニ 津軽民謡ショー」

①１１：００～　②１４：３０～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「津軽手踊り披露」

１８：３０～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「葛西菱子カラオケショー」

１０：００～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「祭魂！演歌はいいね祭り」

１３：００～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「演歌夢まつり」

１８：３０～

弘前さくらまつり
早朝ノルディックウォーキング（他２９日、５/３・４日）

集合：
弘前市民体育館駐車場５：５０
（弘前公園内）

６：００～７：００

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「青森県下登山囃子競演大会」

１０：３０～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「さくらまつりライブ２０１８　観桜会１００周年ＳＰ」

１８：３０～
出演：小山内創祐　古屋敷裕大　ツシマケンタ　時符詩
主催：（公社）弘前観光コンベンション協会

弘前観桜会１００周年記念　坂本冬美コンサート

弘前観桜会１００周年記念　第３６回観桜県下短歌大会 弘前文化センター １１：００～

弘前さくらまつり四の丸演芸場
「第３１代青森県民謡王座　工藤兼一
 第５４代青森県民謡王座　かすみ　津軽民謡ショー」

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

①１１：００～　②１４：３０～
③１８：３０～

第６回世界一の桜並木道をノルディック・ウォーク 岩木青少年スポーツセンター 受付９：００～
スタート１０：００

弘前市民会館　大ホール
昼の部１２：３０（開場１２：００）／夜の部１６：３０（開場１６：００）

22 日

土

観桜会１００周年
弘前さくらまつり（～５/６）

弘前さくらまつりは、弘前商工会が「弘前観桜会(昭和３６(１９６１)年、弘前さくらまつりに改称)」を始めてから、
今年で100周年という節目の年を迎えます。
公園内には、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、八重桜など、約５０種類２６００本の桜が咲き誇ります。
また、花びらが濠の水面を流れていく「花筏（はないかだ）」、花びらで濠を埋め尽くすほどの「桜の絨毯」も話題となっています。

◆入園料◆
■本丸・北の郭　大人￥３１０ 小人￥１００（団体料金：大人￥２５０ 小人￥８０）
■弘前城植物園　大人￥３１０ 小人￥１００（団体料金：大人￥２５０ 小人￥８０）
■共通券（本丸・北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園）　大人￥５１０　 小人￥１６０ （団体料金：大人￥４６０ 小人￥１３０）
                                                                                                                ※団体料金は１０名様以上に適用。
◆観光ボランティアガイド◆
【受付場所・活動期間】追手門 ・東門 ４/２１～５/６ ※まつり期間中の予約はできません。各門を入るとテントがありますので直接お越し下さい。
　※まつり期間中以外については、お問い合わせください。

◆西濠ボート◆
【営業期間】４/２１～５/６
【営業時間】９：０～１７：００※初日は、９：００～安全祈願祭後営業
【料金】６０分 ￥１，０００
　※雨天時、営業を見合せる場合あり。※救命胴衣の着用をお願いします。(大人小人共通)※定員は３名です。(大人小人共通）
　※危険行為、飲酒後の乗船は禁止します。

◆下乗橋前休憩所(予約制）◆
【営業期間】４/２１～５/６
【営業時間】１０：００～２０：００（１回２時間）
【料金】ゴザ貸出料(必須)　１枚￥５００

◆園内の貸しゴザ◆
【貸出場所】下乗橋前休憩所・本丸(４/２１～５/６）
【貸出時間】１０：００～２０：００
【料金】１枚￥５００(１畳サイズ、１～２名)

◆弘前さくら桟敷席◆※完全予約制
津軽三味線生演奏を聴きながら、特製のお花見弁当と地酒をお楽しみいただく、上質な新しいお花見の提案です。
屋根付きの桟敷席は、雨天時でも安心してお食事することができます
【開催期間】４/２１～５/６　①１１：００～１３：００お弁当プラン　②１４：００～１４：３０津軽三味線プラン　③１５：００～１５：３０津軽三味線プラン
　　　　　　　　　　　　　　　　④１６：００～１６：３０津軽三味線プラン　⑤１７：００～１７：３０津軽三味線プラン　⑥１８：００～２０：００お弁当プラン
【開催場所】弘前公園南内門近く『特設桟敷席』
【収容人員】最大９６名　1)大手旅行会社の団体枠　2)一般販売
【料金】■お弁当プランお一人様￥５，４００(税込) 弁当、飲み物、絵はがき付。津軽三味線演奏有。
　　　   ■津軽三味線プランお一人様￥１、０８０(税込)アップルパイ、りんごジュース、絵はがき付。津軽三味線演奏有。※共に料金は事前振込
【予約サイト】「津軽まちあるき予約サイト」からお申込み下さい。※プランと時間帯ごとに予約ページが異なりますのでご注意ください。

◆弘前公園中濠観光舟◆「柳川の川下り」で運行している「和船」と船頭によるお濠めぐりを楽しめます。
【運行期間】４/２１～５/６※事前予約はできません。
【運行時間】９：００～１７：００※最終乗船は１６：３０まで（ただし、天候・乗船者の状況により変更あり）
【乗船時間】桟橋から出港から帰港までは約２０分を予定（天候、乗船者の状況により多少変更あり）
【のりば】東内門石橋付近　【運行コース】東内門前の石橋前乗船桟橋から辰巳櫓を曲がり、杉の大橋を潜り、折り返し来たコースを戻ります。
【乗船料】中学生以上￥１，０００(税込)、小学生￥５００(税込)※就学前は、無料（保護者同伴に限ります）
【乗船定員】２０名（船頭含め２１名）※就学前も１名と数えます。

◆弘前公園観光人力車◆
【運行期間】４/２１～１１/１１※天候により営業期間は変更、または営業を見合わせることがあります。
【運行時間】９：００～１６：００(最終乗車受付)
【乗車コース】①弘前公園追手門←→下乗橋　②弘前公園東　門←→下乗橋※各コースとも約１５分程度の乗車となります。
【乗車料金】１台￥３，０００(税込)
【乗車定員】２名まで

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１　ＨＰ：http://www.hirosaki-kanko.or.jp）

第１部：弘前公園本丸エリア（有料）
　　受付１０：００、開演１０：３０、式典終了１１：３０
第２部：アートホテル弘前シティ
　　記念講演会１８：００～、歓迎の宴１９：００～

前売一般￥７，５００（当日￥５００増）※未就学児は入場できません。
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／中三弘前店／ＥＬＭインフォメーション／ローソンチケット（Ｌコード：２１５４３）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４）

宿題Ａ：「自由詠」／宿題Ｂ：「空」
詠草の受付：１人￥２，０００を添え、２００字詰め原稿用紙にA、B各１種（未発表に限る）、懇親会の出欠、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を明記し弘前市歌人連盟事務局　林昭雄さん（茂森新町１－８－１３ 県営住宅２－４－３）へ送付。
【懇親会】会費￥２，０００（当日徴収）　問：林さん（０９０－３９８４－９０７６）

29 日祝

30

2018年4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 ４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

投句料￥２，０００（昼食付き）、投句だけは\１，０００※投句と同時に納入（切手不可）投句料のないものは無効
兼題：Ａ「当季雑詠（春）　Ｂ「桜（桜のみ）」各１句　懇親会：大会終了後に弘前文化センター隣の「ベア」で、会費\３，０００（大会当日徴収）
問：陸奥新報社（０１７２－３４－３１１１）

問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

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

小雨決行　参加料：￥５００（小中高生は無料・当日徴収）
参加資格：大会の決まり、ウォーキングマナーを守れる方であればどなたでも(小学生以下は保護者の同伴が必要）
参加種目：「ノルディック・ウォーク」又は「ウォーキング」（自由）　距離等：約８～１０km（スタート地点から桜開花付近までの往復）
持ち物：昼食及び飲料水、帽子、手袋、着換え、雨具、健康保険証など。なお、昼食は、岩木青少年スポーツセンター内の食堂で
＠￥５００（ラーメン＆おにぎり１個付）で要予約で提供できます。
ポールの無料貸出：ノルディック・ウォーク用のポールは、無料で貸出しますので、申込時にその旨記入して下さい。
（当日参加の場合、貸出できない場合もあります。）
申込方法：参加申込書に必要事項を記入の上、４/２５（水）までに青森県ノルディック・ウォーク連盟まで、ファックスか郵送等で。
交流会：希望者、公認指導員等による「交流会」を開催します。　４/２９（日）１８：００～　場所：岩木青少年スポーツセンター
会費：￥３，０００※希望者は参加申込書に記載して下さい。（参加料は当日受付にて徴収）
申込・問：青森県ノルディック・ウォーク連盟
（ＴＥＬ０１７２－８３－３０００　ＦＡＸ０１７２－８３－３００１　ＨＰ：http://nordic-walk.aomori.jp　Ｅメール：shibu_aomori_nordicwalk@yahoo.co.jp）

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

弘前公園

【有料区域および有料時間】
■本丸・北の郭
７：００～２１：００
　
■弘前城植物園
９：００～１８：００
（入園券の販売は
                 １７：３０まで）

■夜間特別照明
４/２１～点灯
日没～２３：００（予定）

■露店・出店の営業
園内約２００店
４/２１～５/６
９：００～２１：００

主催：夜間演芸世話人会

金

21

26 木

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

27

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

弘前公園　四の丸演芸場
（護国神社前）

問：弘前市まちなか情報センター（０１７２－３１－５１６０）

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

<第１部>いっ筆啓上の檜舞台
内容①毎年１２/１２清水寺で発表される「今年の漢字」“弘前公園で再現”※天候等で「変更または急止」の場合も有り。予めご容赦願います。
　　　②毛筆の若き伝道師による“書道パフォーマンス”　ご揮毫/京都・清水寺『森清範』貫主＆青森県立弘前南高等学校『書道部』

【弘前観桜会に「相応しい漢字」募集】チラシの裏面または応募フォームに記入しご応募ください。
                                         応募総数第１位の漢字は京都 清水寺の森清範貫主がご揮毫。
応募箱設置場所：弘前市内公共施設、金融機関等　応募締切：４/２３（月）※メールでも受付

<第２部>百花繚乱の夢舞台　内容：①京都・清水寺 森清範貫主『記念講演会』
聴講無料　定員：１００名　②歓迎の宴　会費：￥１０，０００（料飲＋諸税込み）、締切日４/２１（土）
申込方法：本イベントチラシに必要事項を記入しＦＡＸするか、メールにて。※席次は主催者に一任
【関連行事】４/２５（水）　京都 清水寺 仁王門前の「紅梅」子孫木を「岩木山神社に奉納植樹」
時間：１５：００～　会場：北門鎮護 岩木山神社　どなたでも参拝可能
問：アプフェル２０１（ＴＥＬ０１７２ー８８－７０８０、０８０－６００６－００２９　ＦＡＸ０１７２－８８－７０１０　Ｅメール：info@tugaru-kanzan.jp）

28 土

主催：弘前石川流やまぶき会

主催：夜間演芸世話人会

司会：横山ひでき
出演：木田俊之　木原たけし　高瀬まみ　オダギリユタカ　松田栄作　花嵐桜組　木村誠　Ｈｉｒｏｍａｓａ　弘前櫻会蘭華
主催：夜間演芸世話人会

主催：青森県お山参詣保存会

主催：弘前市民俗芸能保存連合会

月振



イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前城・北の郭　有料期間開始（～１１/２３）

高岡の森 弘前藩歴史館オープン 高岡の森 弘前藩歴史館
（高照神社南隣接）

９：３０～１６：３０

2 月 弘前城天守 ブルーライトアップ 弘前公園　本丸 日没～２１：００

ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ
１５歳以下 １ ｏｎ １バトル／ＡＬＬＳＴＹＬＥ ２ ｏｎ ２バトル

弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

弘前城植物　開園（～１１/２３）

藤田記念庭園　開園（～１１/２３）

まちなかクラフト村
春限定セレクトショップ（～５/１３）

藤田記念庭園
考古館　２階　ギャラリースペース

９：００～１７：００

弥生いこいの広場　開園（～１１/１１） 弥生いこいの広場 ９：００～１６：３０

20 金 弘前城情報館オープン 弘前公園　二の丸下乗橋東側
９：００～１７：００
（園内まつり期間中は
　２１：００まで）

21 土
「弘前駐屯地創立５０周年記念日行事」
和～郷土を守る精強部隊～

弘前駐屯地 一般開放：９：００

3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

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

弘前大学資料館第１８回企画展
「弘前×フランス
外国語教育×フィールドワークの可能性」
（～４/２８）

弘前大学資料館 １０：００～１６：００

「複数言語・複数文化教育プロジェクト（フランス語モデル）」（２０１４年度以降の通称：「弘前×フランスプロジェクト）は、
他の外国語教育や地域活性化に応用できるモデル構築をめざし、多言語・多文化環境になかった地方都市＝弘前で、
フランス語（文化）をきっかけとした人づくり、まちづくりを試みてきました。地域のこと、世界のこと、
「地域と世界をつなぐ」ことを考えるきっかけになれば幸いです。
休館日：日・祝・休日　　　　問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２）

アート・展示会

第５回 我の絵馬コンテスト展示（～４/１） ギャラリーあねっこ
（直売所 野市里(ＡＮＥＫＫＯ)内）

★９：００～１７：００
テーマ：①干支部門（課題：「戌（いぬ）」②自由課題部門（課題は自由）　発表・表彰式：３/４（日）１０：００～(有)ＡＮＥＫＫＯにて
問：津軽絵馬研究会事務局　(有)ＡＮＥＫＫＯ内「我の絵馬コンテスト」　村上さん、船木さん
　　（ＴＥＬ０１７２－８２－１０５５　ＦＡＸ０１７２－８２－１０６０）

アート・展示会

旧のひな祭り展（～５/６） ギャラリー森山 １０：００～１６：００ 入場料：大人￥５００　小人￥３００　問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７） アート・展示会

春の作品展（～４/７） 手づくり工房 あけびの里 ★１０：００～１６：００ 問：手づくり工房 あけびの里（０８０－１６９７－４２７６） アート・展示会

ＢＩＮ　ＨＯＵＳＥ　更紗展(～４/１） ＣＡＳＡＩＣＯ １１：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）※会期中無休

はこだて工芸舎展
海峡の風（～４/１）

藤田記念庭園　匠館
２階　ギャラリースペース

１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

はこだて工芸舎は２１年間にわたり「北海道の工芸」を紹介しています。
今回は陶芸を中心にガラス・フェルト・テキスタイルなどの作品を展示販売します。
問：はこだて工芸舎（０１３８－２２－７７０６）

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～４/２０）
イトーヨーカドー弘前店
５・７階

５階９：００～２０：００
７階９：００～２１：００

問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１） アート・展示会

押し花展　澤田陽子と仲間たち（～４/１） 百石町展示館　 １０：００～１７：００
（最終日１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

佐藤勝悦『”紫根染めと茜染め』
榎本美芳『つづれ織りと染め展』（～４/１）

百石町展示館　 ９：３０～１８：００
※最終日１７：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

朗読と映像で綴る太宰治（～４/１） 太宰治まなびの家 １０：３０～１５：３０ 問：弘前ペンクラブ・太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４） 映画・演劇・舞台

遊牧民の織物・絨毯展（～４/３） ギャラリー芭蕉 ★１０：００～１７：００ 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３） アート・展示会

4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
「作家が描いた『観桜会』-１００周年を記念して-」
（～６/２９）

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

太宰治、石坂洋次郎、小林秀雄、円地文子ら、名だたる文人たちが描いた弘前城の桜を紹介します。
観覧料：一般￥１００　小中学生￥５０
　　　　　（弘前市の６５歳以上、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

産後エクササイズママ＆ベビー（他１５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※要事前申込・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
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く
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。持ち物は問い合わせを。
申込・問：ウィング弘前（０１７２－３８－８１３１）

お子様向け催し・
子育て・教育

北海道・東北高校弓道錬成会（～３日） 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００）

春の空手体験教室（４月の日・月・水曜日）

参加料無料
内容：①空手の基本と初歩的な運動　②気功やヨガなどを取り入れた健康増進を目指した空手
※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：極真会館青森県支部弘前道場 池田さん（０９０－６５４６－９２０９）

ＳＥＩＮＡＮ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＢＬＵＥＳ ＰＯＷＥＲ
１０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ
永井 "ホトケ" 隆＆木村充揮［憂歌団］
ｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＰＲＥＭＩＵＭ ＮＩＧＨＴ

弘前 ＥＡＴ＆ＴＡＬＫ　 ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１９：００

「憂歌団」のリードボーカルとして絶大な人気を誇る「天使のダミ声」木村充揮を弘前に迎えての一夜限りのプレミアムライブ。
チケット￥４，０００（＋１ｄｒｉｎｋ￥５００)　問：弘前ＥＡＴ＆ＴＡＬＫ（０１７２－３７－２２２２）

ライブ・コンサート

岩木ひょうたんの会作品展（～５/１３） 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

自閉症啓発デー記念シンポジウム 弘前大学
医学部保健学科６階２４講義室

１８：００～１９：４５
自閉症をはじめとする発達障がいについて、広く啓発することを目的に、記念シンポジウムを開催します。
参加料無料※事前申込不要　テーマ：「特別な支援を必要とする人への援助」
問：弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター（０１７２－３９－５５４５）

講演・講座・セミナー

ヒロロで走ろう！かけっこ教室（～２０日毎週火・金曜日） ヒロロ　３階　イベントスペース １６：３０～１８：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：市内に通う小学校１～４年生２０名※申込は既に終了
内容：走る・跳ぶなどの全身運動、ラダー・ミニハードルなどの用具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。
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

お子様向け催し・
子育て・教育

体力アップ体操教室（～２４日の毎週火曜日） 弘前市民体育館　フィットネスルーム １０：３０～１１：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民１４名※申込は既に締切
内容：ストレッチ、柔軟を高める体操、筋力アップ体操
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５）

ヒロロ健康サークル（～２４日の毎週火曜日） ヒロロ　３階　健康ホール
１０：３０～１１：５０
（受付は１０ ：００～）

参加料無料※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※申込は既に締切
内容：ひろさき健幸増進リーダーによるあっぷる体操、あっぷるストレッチ、ゴムバンドトレーニングなど
※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：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

1 日

1 日

極真会館弘前道場
①５歳～小学校６年生
４月の毎週日曜日　１３：３０～１４：３０
４月の毎週水曜日　１８：３０～１９：３０
②中学生以上：４月の毎週月曜日、１９：１５～２０：３０

３/３０
（金）～

３/２２
（木）～

スポーツ

健康セミナー

２/２１
（水）～

H３０
１/１２
（金）～

３/１７
（土）～

津軽氏居城の歴史や弘前城築城と変遷など、弘前城についてタッチパネル式の映像で学ぶことができます。また、弘前城の歴史だけでなく、石垣修理の
最新情報や周辺観光情報なども知ることができます。　建物は休憩所にもなっていますので、弘前公園にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
入館料無料
【オープニングセレモニー】
４/２０（金）　９：３０～（一般公開は１０：００ごろ～）
問：弘前市公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

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

３/４
（日）～

３/２４
（土）～

アート・展示会

行事予定：音楽隊演奏（１０：５５～１１：０５）／オートバイドリル（１１：０５～１１：１５）／訓練展示（１１：１５～１１：４０）／
　　　　　　 記念式典（１２：００～１２：３０）／観閲行進（１２：３０～１２：５０）／戦車試乗（１３：００～１５：００）
　　　　　　 ※予定は天候により変更になる場合がございますのでご了承ください。
当日は松原官舎～千年駅～駐屯地の間でシャトルバスを運行いたします。
問：弘前駐屯地広報室（０１７２－８７－２１１１　内線２０５～２０７）

通年

３/２６
（月）～

10 火

13 金

藤田記念庭園（洋館・高台部は通年開園）
９：００～１７：００（入園券販売は１６：３０まで）
※４/２３～５/５は９：００～２１：００（入園券販売は２０：３０まで）

お問い合わせ先・備考

★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。

入場料無料　内容：工芸品の展示および販売　　問：弘前市商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

●入場料
【動物広場】一般￥４３０　中学生・高校生￥２７０　幼児・小学生￥２１０
【オートキャンプ場】　日帰り￥１，５４０　宿泊￥３，０８０
【ピクニック広場・ハイランドハウス】　無料
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）※※積雪状況などにより開園期間が変更になる場合があります。

入園料：大人￥３１０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
通年券：大人￥１，０２０　子ども￥３００※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５１０（￥４６０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
３施設共通通年券：大人￥２，０５０　子ども￥６１０
期間中は無休です。　無料開放日：５/２７（日）
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

弘前ｊ公園本丸・北の郭
９：００～１７：００（入園券の販売は１６：３０まで）
※４/２１～５/６は７：００～２１：００まで

入園料：大人￥３１０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
通年券：大人￥１，０２０　子ども￥３００※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５１０（￥４６０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
３施設共通通年券：大人￥２，０５０　子ども￥６１０
期間中は無休です。　無料開放日：５/２７（日）
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

入園料：大人￥３１０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
通年券：大人￥１，０２０　子ども￥３００※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５１０（￥４６０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
３施設共通通年券：大人￥２，０５０　子ども￥６１０
期間中は無休です。　無料開放日：６/２４（日）
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

弘前公園内　弘前城植物園
９：００～１７：００（入園券の販売は１６：３０まで）
※４/２３～５/５は９：００～１８：００まで（入園券の販売は１７：３０まで）

毎年４月２日は「世界自閉症啓発デー」です。世界各地の建物が自閉症啓発のシンボルカラーである「ブルー」にライトアップされます。
広く市民の皆さんに自閉症をはじめとする発達障がいに関する知識を持ってもらうことを願い、
弘前城天守のブルーライトアップを行いますので、ぜひおいでください。　問：弘前市福祉政策課 障がい福祉係（０１７２－４０－７０３６）

観覧無料　問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

弘前市の成り立ちに大きく関わる弘前藩津軽氏の旧蔵品を中心とした資料を展示する「高岡の森 弘前藩歴史館」がオープン！
【オープニングセレモニー】４/１（日）１０：００～
内容：記念行事（津軽神楽演舞）、テープカット　※４/１のみ入館料無料で、１１：００ごろから入館できます。

観覧料（４/２以降）：一般￥３００（２２０）、高校・大学生１５０（１１０）、小・中学生１００（５０）
歴史館と市立博物館（下白銀町）の共通券…一般￥４２０（３１０）、高校・大学生２１０（１６０）、小・中学生１４０（７０）
　※（ ）内は２０名以上の団体料金。障がい者（介助者含む）、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。
休館日：毎月第３月曜日（第３月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

アート・展示会

2 月

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

空手教室（～２８日の毎週水・土曜日）
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　内容：空手の基本動作・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：和道流空手道連盟青森県本部　小林さん（０９０－９６３２－０１９９）へ。

スポーツ

春の交通安全
市民総決起大会・交通安全パレード

弘前文化センター　１階ホール １０：３０～
春の全国交通安全運動に先立ち開催します。
問：都市政策課（０１７２－３５－１１０２）

その他

ゆったり体力ＵＰ ストレッチ体操教室
（～５/２３の毎週水曜日※５/２を除く）

金属町体育センター　集会所 １３：３０～１４：３０

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：身体をほぐすストレッチ体操や簡単な筋力トレーニング、自宅でも簡単にできる脳トレーニング
※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。
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

健康セミナー

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
消費者信用生活協同組合青森事務所が行う出張相談会です。
相談無料（電話にて要事前予約）　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
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

ソフトバレーボール体験教室
（～５/１７の毎週木曜日※５/３を除く）

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※申込は既に終了　内容：ボール慣れ、簡単なルール説明、
ゲームの実施※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）

スポーツ

健康エクササイズ教室
（～５/３１の毎週木曜日※５/３を除く）

弘前市民体育館　フィットネスルーム １０：３０～１１：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民１４名※申込は既に終了
内容：簡単なストレッチ体操、軽い筋力トレーニング
※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。
問：弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５）

健康セミナー

手づくり工房裕　着物リメイク展示・販売展（～８日） 百石町展示館　
１０：３０～１７：００
※最終日１２：００まで

８日：１４：００からファッションショー　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

塩﨑碧翠遺作展（～２７日） 北門ギャラリー ★９：００～１７：００ 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

ＯＬＥＤＩＣＫＦＯＧＧＹ“Ｇｅｒａｔｏ ＴＯＵＲ ２０１８” Ｍａｇ－Ｎｅｔ  開場１８：３０　開演１９：００ チケット：前売￥３，０００　当日￥３，５００※１ドリンク￥５００別　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

遠藤ミチロウＬｉｖｅ＠Ａｓｙｌｕｍ ＡＳＹＬＵＭ ｏｐｅｎ１８：３０  ｓｔａｒｔ１９：００ 前売￥３，０００(＋１オーダー)　当日￥４，０００（＋１オーダー）　問：ＡＳＹＬＵＭ（０９０ー１０６７ー７４８６）

体スッキリ体操教室（～２７日の毎週金曜日） 弘前市民体育館　フィットネスルーム １０：３０～１１：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民１４名※申込は既に終了
内容：ストレッチ体操、バランスアップ体操、体幹トレーニング
※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。
問：弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５）

プールで筋トレ・脳トレ水中ウォーキング教室
（～２７日の毎週火・金曜日）

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　対象：市民１５名※申込は既に終了
内容：水中ウオーキング、水中でのストレッチ、バランス力を高める運動、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（０１７２－３８－３２００）

時間を旅するローカル線  大鰐線
　　　　　　　　　×
大鰐線ナビ 写真部による　写真展（～５/６）

弘南鉄道大鰐線
中央弘前駅舎内
ＧＡＬＬＡＲＹまんなか

１０：００～１８：００
３６５枚の記録と想いとアートと
入場無料　期間中無休　問：（０９０－６６２８－１０１９　Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

アート・展示会

メエメエさんおはなし会（～２８日の毎週土曜日） 岩木図書館 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１４・２１・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～小学校低学年の児童
内容：「学校・友達」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）

スポーツ吹矢体験会（～４/２１の毎週土曜日） 三省地域交流センター １３：００～１５：００ 参加料：１回￥１００（マウスピース代として）　対象：市民、各回５名程度（先着順）　内容：スポーツ吹矢の体験
申込・問：各開催日の前日までに、じょっぱり弘前支部事務局 小川さん（０９０－７５２４－０４６２）へ。

スポーツ

あっぷるカフェ<認知症カフェ>（他２１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※事前の申し込みは不要。
内容：【４日】講話「施設の種類・料金について」　【２１日】講話「日常生活支援総合事業とは」※両日共に体操を行います。
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

ＢＬＵＥ ＦＯＲＥＳＴ＠れもん 喫茶れもん ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット￥５００（要ドリンクオーダー）　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９） ライブ・コンサート

ステンドグラス体験「さくらいろフォトフレーム」 どて箱 １３：００～ 参加料￥５，０００　定員：先着６名様　持ち物：エプロン　講師：びぃどろの会　申込・問：どて箱（０１７２－３４－７１２１）

バラのせん定講習会 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

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
弘前大学名誉教授の今充さん（医学博士）による無料健康相談を開催します。体のことなどで気になる人はご相談ください。
ヒロロ３階健康広場のセルフチェックコーナーでの計測結果について、専門的なアドバイスを希望する人も気軽にご相談ください。
参加料無料（要事前申込）　問：各相談日の前日までに、健康広場（０１７２－３５－０１５７）へ。

相談会

ＯＫＪ よちよち親子　フィットリトミック（他２２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※要事前申込・各自傷害保険に加入を。
対象：生後８か月～２４か月の子どもと保護者１０組
内容：赤ちゃんとスキンシップを取りながら、音楽に合わせて親子で楽しく運動する
※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）

わんぱく親子体操教室（他２２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※１人追加で￥５４０追加・要事前申込・各自傷害保険に加入を。
対象：２歳～６歳の子どもと保護者１０組　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る
※きょうだいの参加可。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）

第１２回青森県小学生バドミントン選手権大会 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

ＦＭＷプロレス　弘前大会 河西体育センター 開場１５：００
試合開始１６：００

チケット：特別リングサイド￥７，０００（当日￥７，５００）／リングサイド￥５，０００（当日￥５，５００）／
　　　　　一般立見￥３，０００（当日のみ）／　小中高生立見￥１，０００（当日のみ）
問：ＦＭＷ（ ０３－６６２８－５６４８　ＦＡＸ：０３－５３９９－５９４０　Ｅメール：info@fmwjapan.com）

スポーツ観戦

市長選挙 市議会議員補欠選挙 弘前市内各所
７：００～２０：００
（一部の投票所は
　１８：００まで）

弘前市長選挙および弘前市議会議員補欠選挙は、４/１（日）に告示され、４/８（日）が投票日になります。
私たちの声を市政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票に出掛けましょう。
今回の選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。
【期日前投票】
●４/２（月）～７日（土）
　場所：弘前市役所 １階ロビー(８：３０～２０：００）／岩木庁舎 １階（８：３０～１８：００）／
　　　　　相馬庁舎 交流コーナー（８：３０～１８：００）総合学習センター １階中会議室（８：３０～１８：００）／
　　　　　　ヒロロ３階　多世代交流室２（１０：００～２０：００）
●４/４（水）～６日（金）
　場所：弘前大学 総合教育棟１階（１０：００～１７：００）※弘前大学には投票者用の駐車場がありませんのでご了承ください。
問：選挙管理委員会事務局（０１７２－３５－１１２９）

その他

シャンソン唄おう会　青森　Ｓｈａｎｓｏｎ　Ｃｏｎｃｅｒｔ
・・・桜待つ弘前！シャンソンは流れる・・・

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料￥１，５００　問：井原さん（０９０ー３７５６－６４４８）

ＴＨＥ　ＳＴＡＲＣＬＵＢ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：３０

前売￥３，５００　当日￥４，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００
※高校生以下の方は保護者同伴に限り入場無料(年齢確認の出来る身分証明書の提示をお願いする場合があります)
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

大人のＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ
ＫＥＩＴＨ ＪＡＲＲＥＴＴ ＮＥＷ ＳＴＡＮＤＡＲＳ

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）

ＲＩＮＧＯ ＭＵＳＵＭＥ ライブ ２０１８
「ＲＩＮＧＯＳＴＡＲＳ ｖｏｌ．２」

弘前中三
８階　スペースアストロ

１ｓｔ ＯＰＥＮ １１：００
　　　ＳＴＡＲＴ １１：３０
２ｎｄ ＯＰＥＮ １６：００
　　　ＳＴＡＲＴ １６：３０

料金 ※前夜祭・１ｓｔ・２ｎｄ　 各回ごと(全３回※全席自由席)：前売￥３，０００　高校生以下￥２，０００　当日￥２，５００
チケット取扱：チケットぴあ（Ｐ１０９－３４０）※チケット１枚につき３歳以下１名無料
※１ｓtステージ：イス席中心のステージ。２ｎｄステージ：スタンディング席中心のステージ。
【前夜祭ライブ「ファン感謝祭」】７日（土）　ＯＰＥＮ１６：００　ＳＴＡＲＴ１６：３０※イス席とスタンディング半々のステージ。
【整理券配布のお知らせ】ワンマンライブ「ＲＩＮＧＯＳＴＡＲＳ」について、会場の混雑により他のお客様のご迷惑やトラブルを
　　　　防ぐため、当日整理券を配布することになりました。をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。
配布時間：●前夜祭１４：００～１５：００　 ●１ｓｔ ９：００～９：３０　●２ｎｄ １４：３０～１５：００
場所：弘前中三１階 ガレリア（蓬莱広場側入口すぐ）
　　 ※整理券を受け取られた後は開場１０分前までに７階エレベーターホールに集合いただき、
　　　　スタッフの指示に従い順次入場ください。
問：有限会社リンゴミュージック（０１７２－３４－１４１４）

春ヨガ ｉｎ ヒロロ ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１０：００～１６：００

参加無料※要事前予約※各講座の３０分前より受付開始
◇第１部【ゆったりチェアヨガ】１０：３０～１１：３０　シニアの方、初心者の方にお勧め！自宅で椅子に座って行うヨガ。
◇第２部【ハタフロー】１３：００～１４：００　汗をかきたい方へお勧め！呼吸を意識して、しっかり動くヨガです。
◇第３部【女性限定】１５：００～１６：００　女性の為のヨガです。女性特有の不調を整える目的のヨガです
持ち物：２部・３部は要ヨガマット、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装※ヨガマットは有料￥３００でレンタル可（要予約）
問：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）
　　 ヨガスタジオ　リライト（０１７２－５５－０２３１　１０：００～２０：００）

健康セミナー

スポネット弘前ランニングクラブ活動説明会

平成３０年度の活動開始にあたり、活動の説明会および練習会を開催します。これからランニングを始めてみたい人、
マラソン大会に向けて練習する場所や仲間を探している人も歓迎します。
参加料無料（事前申込不要）
問：スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３、Ｅメール：info@sponet-h.com）

更科有哉 ワークショップ 青森県武道館
受付９：００～
①９：３０～１１：３０
②１２：３０～１４：２０

【①Ａｓｈｔａｎｇａ Ｙｏｇａ Ｂａｓｉｃ＿１ 】￥５，０００（税込）※申込は既に締切
　　ポーズの完成度にとらわれずに、呼吸や焦点、バンダに集中して、今ある自分を観察します。
　　太陽礼拝からスタンディングポーズ。これから「アシュタンガヨガ」を始めてみよう！という初心者向けクラスです。
【②Ａｓｈｔａｎｇａ Ｙｏｇａ Ｌｅｄ Ｃｌａｓｓ】￥５，０００(税込）※申込は既に締切
　　指導者のカウントに呼吸と動きを合わせて、みんなで一斉にＨａｌｆ　Ｐｒｉｍａｒｙ迄を練習するクラスです。
　　アシュタンガヨーガのシークエンスではアーサナの順番や、アーサナの呼吸数などが決まっているのでレッドクラスでは
　　正しい順番や呼吸数を覚え、確認することができます。
持ち物：動きやすい服装、ヨガマット、タオル、飲料水（剣道場内は飲食禁止）
※ヨガマットをお持ちでない方は、レンタルマットをご用意いたします。(１枚￥２００・要事前予約）
　　　尚 必要であれば昼食をご準備下さい。
【お得な２レッスンセット割】￥９，０００（税込）※申込は既に締切
　　２レッスン参加特典：夕方から開催予定の『更科有哉先生を囲んでの懇親会』にご参加できます。（飲食代別）
　　会費：税込￥３，０００（ワンドリンク＋マスターのサービス付）　会場： ビストロ「レザン」　時間：１８：００～２０：００
申込・問：プティブル（０１７２－２６－０５３０　ＨＰ：http://petitbour.jp）

9 月 桜花爛漫展（～５/６） 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

温水プール石川～健康サポート教室～（他２４日） 温水プール石川　研修室 １４：００～１５：００
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：室内用シューズ、タオル
内容：脳の活性化プログラム、シニア向けの簡単なエアロビクス、ストレッチなどの運動
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

講演・講座・セミナー

イスに座ったままの体操教室
（～２６日の毎週火・木曜日）

弘前市民体育館　フィットネスルーム １３：３０～１４：３０
参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：市民１０名※申込は既に締切　　内容：イスを使ったストレッチ体操
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
問：弘前市民体育館（０１７２－３６－２５１５）

健康セミナー

弘前市民劇場　第３２９回例会
劇団１９８０「素劇　檜山節考」

弘前市民会館　大ホール １８：３０～２０：１５
（開場１８：００）

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　平日１１：００～１８：００　土曜日１６：００まで）

映画・演劇・舞台

ノルディックウオーキング教室
（～５/２９の毎週火曜日）※５/１を除く

集合場所：
岩木川市民ゴルフ場管理棟前
コース：岩木川市民ゴルフ場周辺

１０：００～１１：３０

参加料：１回￥２００（保険料含む）※要事前申込　対象：市民１５名（先着順）
内容：ノルディックウオーキングポールを使用したウオーキング※ポールは無料で貸し出します。
※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：岩木川市民ゴルフ場（ＴＥＬ兼ＦＡＸ ０１７２－３６－７８５５）

健康セミナー

8 日

青森県武道館　会議室
説明会９：３０～１１：００
練習会（運動公園周回コース試走）１１：００～
※練習会は希望者のみ

千年交流センター
小・中学生１９：００～２０：３０／高校生以上２０：００～２１：００

4 水

5 木

6 金

7 土

10 火

アート・展示会

健康セミナー

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

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

11 水 “遥かシルクロード”キリムと呼ばれる敷物展
（～１５日）

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
１１：００～１９：００
（初日１３：００～、
　最終日１６：００まで）

キリム（平織り）の敷物は、毛足がないため絨毯よりも軽く、収納、移動もできる現代の生活にあったコンパクトな敷物です。
手織りの個性的なデザインから“床に敷く絵画”とも呼ばれています。
問：ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）

アート・展示会

鈴木ツギオ・はづ陶展
～春の風に吹かれてｖｏｌ．２～（～１５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）

第７回こだわりの手仕事展（～１５日） 百石町展示館
１０：００～１７：００
（初日１３：００から
　最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

チェア体操教室（～５/１０毎週木曜日※５/３を除く） 河西体育センター １０：３０～１１：３０

参加無料（各自傷害保険に加入を）　対象：市民１０名※申込は既に締切
内容：いすに座りながらストレッチ体操、音楽に合わせたリズム体操、脳トレ運動など
※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：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

健康セミナー

セッコク展（～１５日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ ※１４･１５日の１１：００と１５：００から植替え実演会を実施。　問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

第７回一枚の繒 弘前大絵画展（～１８日） さくら野弘前店　３階　催事場 １０：００～２０：００ 問：さくら野弘前店（０１７２－２６－１１２０）

秋田の手しごと　草木染＆七宝展（～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）

好きな画材で絵画展２０１８（～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）

榎倉香邨のかな教室 ヒロロ　３階　多世代交流室Ｂ １３：００～１６：００ 問：NHK榎倉香邨のかな教室（０１７２－５８－２４５３）

市民健康クッキング講座（他５/１８、６/１５） ヒロロ　３階　健康ホール １０：３０～１３：００

「食」を通じた健康づくりの講座です。
参加料無料　対象：全３回に参加できる市民１５名（初めて参加する人を優先）※申込は既に終了
内容：食生活改善の講話、簡単な調理実習と試食　持ち物：エプロン、三角きん、はし、筆記用具
問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

絵師　鈴木秀次の足跡ポスター展（～２２日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ ねぷた絵、凧絵、ポスター、写真等　※４/１７休館　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

市立博物館企画展１
弘前観桜会１００周年記念「花とサムライ」
（～５/２０）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

弘前観桜会開催１００周年に合わせ、桜を題材とした美術品や城下町らしい刀剣・甲冑（かっちゅう）といった
工芸品を中心に展示します。中でも、桜の作品で有名な日本画家・中島千波の作品や、加山又造の作品など、
国内一級品の作品も展示します。
観覧料：【単独券】一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０）　小・中学生￥１００（￥５０）
　　　　　 【高岡の森弘前藩歴史館」との共通券】一般￥４２０（￥３１０）　高校・大学生￥２１０（￥１６０）　小・中学生￥１４０（￥７０)
※（　）内は２０名以上の団体料金。また、障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生、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。住所や年齢を証明できるものを提示してください。
※４/１４～５/１９の毎週土曜日の９：３０～１２：００は市内の小・中学生と一緒に来館する保護者も無料。
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）休館日：４/１６

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：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

お城周りまるごと案内（～１５日） 集合：弘前市立観光館（受付前付近）

１４日・１５日
１０：３０～１３：００
１４：００～１６：３０
（４回とも内容は同様）

弘前を訪れる友人を案内する際、困ったことはありませんか？弘前城は天守の大きさとは別の視点で紹介すると見どころ満載！知
れば知るほど面白い弘前、自信を持って案内できるようになります。
参加費：￥１，８００（当日徴収、入園料別途）　定員：各１５名（最少遂行各２名）　締切：４/１２（木）
行程（徒歩での移動）：弘前公園→博物館（外観のみ）→市民会館（外観のみ）→藤田記念庭園（日本庭園→匠館→洋館）
　　　　　　　　　　　　　→スタバ→市役所前解散（外観のみ）
申込・問：たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp）

その他

Ｍｏｔｔｏ　Ｐｏｇ企画「Ｂｏｔｔｏｍ Ｕｐ Ｖｏｌ．１」
～ＰＡＲＫ ＬＩＦＥ 『証鳴』 Ｒｅｌｅａｓｅ Ｔｏｕｒ

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

ライブ・コンサート

リフレッシュ☆ストレッチ教室
（～５/２６毎週土曜日※５/５を除く）

金属町体育センター　集会室 １０：３０～１１：３０

参加無料（各自傷害保険に加入を）　対象：市民１２名※申込は既に締切
内容：身体をほぐすストレッチ体操、自宅で出来る体操の紹介、簡単な筋トレ
※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：３金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

健康セミナー

東北女子大学　公開講座 東北女子大学 １０：３０～１２：００
夏目漱石の小品「夢十夜」を丁寧に読み解きます。
受講料無料※事前申込不要　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）

講演・講座・セミナー

月例登山『春の久渡寺山登山』 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 参加料無料※要事前予約　持ち物：飲み物、昼食、タオル、替えの下着・靴下、防寒着
申込・問：こどもの森ビジターセンター０１７２－８８－３９２３）

お子様向け催し・
子育て・教育

第３３回青森県少年学年別柔道・形競技選手権大会 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

第１０回　いしたの梅まつり (有)いした内　特設会場 ９：３０～１５：００

梅干し屋の１日限りのお祭りだヨ！決めてくん、たか丸くんもやって来る！
ちびっこにバルーンプレゼントや試食もたっぷりご用意、地元の美味しいものいっぱい！
●しそ吹雪のおたますくい￥６００（お１人様１回限り）
●お楽しみ大抽選会￥１，０００以上のお買上げで抽選券がもらえます！（ハズレなし）
●つかみどり￥７００●おにぎり・豚汁ふるまい１１：３０～
問：(有)いした（０１７２－８２－３４１０）

春季河川清掃美化運動
市内主要河川で清掃美化運動を実施します。清掃開始時間は地区によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
※荒天の場合は中止
問：環境管理課（０１７２－３６－０６７７）

まちかど広場クリーン大作戦参加者募集

ひろさき環境パートナーシップ２１では、市内にある各まちかど広場を出発し、道端などに落ちているごみを集めながら、
蓬莱広場を目指します。※雨天決行
参加料無料　持ち物：軍手、デレキ（自由）、ごみ袋２～３枚
問：環境管理課（０１７２－３６－０６７７）

第１６回ヒロロ寄席　三遊亭白鳥　独演会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１３：３０　開演１４：００

チケット：前売￥２，５００　当日￥３，０００
※大学生以下の学割あります（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。）
プレイガイド：ヒロロ１階インフォメーションカウンター、弘前市まちなか情報センター、ＥＬＭインフォメーション、弘前芸術鑑賞会
問：弘前落語ふぁん倶楽部（０８０－６５６２ー５９９１　ＨＰ：http：//rakugo-hirosaki.net）

映画・演劇・舞台

平成３０年　第２６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：太宰と津軽　講師：長谷川 孝治氏（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）

講演・講座・セミナー

休日納税相談（他２２日） 弘前市役所　２階　収納課 ９：００～１６：００ 収納課では、平日に納税相談ができない人のために、休日納税相談日を設けています。
問：弘前市役所収納課（０１７２－４０－７０３２／７０３３）

相談会

ヒロロすこやか相談
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：００～
（受付は１０：３０まで）

事前予約不要　内容：育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談。
※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：健康づくり推進課内　弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

はじめての山登り教室シーズン２ 説明会 ヒロロ ３階 １０：００～１２：００ 参加料無料※事前予約不要　対象：高校生以上の市民　内容：月例登山・講習会（月１回）の説明
問：スポネット弘前（０１７２－３２－６５２３／８８－６２３９　Ｅメール：info@sponet-h.com）

講演・講座・セミナー

夜間納税相談(～２０日） 弘前市役所　２階　収納課 １７：００～１９：３０ 収納課では、日中に納税相談ができない人のために、夜間納税相談日を設けています。
問：弘前市役所収納課（０１７２－４０－７０３２／７０３３）

相談会

ふう工房　手しごと展（～１９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

一般初心者水泳教室
（～５/２９の毎週火曜日）※５/１を除く

河西体育センター １９：００～２０：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市民１０名　内容：水慣れ、けのび、クロール
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：４/１０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、
　　　　　　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒０３６ー１３３２　兼平字猿沢３２－１１　TEL０１７２－８２－５７００）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

スポーツ

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

げんねんＥＣＯスクール
「ブリザーブドローズのアンティーク風アレンジ」

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：原子燃料サイクルの概要～立地の経緯～　第二部：ブリザーブドローズのアンティーク風アレンジ
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：４/５（木）
※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。

弘前の魅力を韓国語で案内してみませんか
「簡単な韓国語で弘前を紹介する講座」
（他２５日、５/２・６・９・１６日　全６回）

ヒロロ　３階　多世代交流室２

１８：３０～２０：００
（※６日のみ案内体験
　１０：００～１５：００の内
　２時間選択）

費用：テキスト代￥５００（講座初日にお支払いください）　定員：３０名（※定員になり次第締切）　対象：高校生以上
講座内容：○韓国からの旅行者に、簡単な韓国語で弘前を案内する講座。○弘前の観光とおもてなし方法
○韓国の文化や風習 ○ハングル文字から学ぶます。○さくらまつりで案内体験も経験して楽しみます。
申込方法：ＴＥＬ、ＦＡＸ（チラシ裏面の参加申込書にて）、Ｅメールで。
問：弘前韓国語勉強会　代表・川村さん
　　（ＴＥＬ０７０－６６１４－００４１　ＦＡＸ０１７２－８７－０６８９　Ｅメール：hangugokanjan@apost.plala.or.jp）

なんでも相談会 弘前商工会議所会館　５階 １３：００～１７：００ 日常、業務を行う中で許認可の必要性やその他、商取引で分からないこと、お困りの方に無料相談会を開催しております。
問：弘前商工会議所 経営支援課（０１７２－３３－４１１１）

相談会

ミムラン先生と　古典に親しむ
～うららかな春の文学を味わいましょう～

百石町展示館 １５：００～ 参加費￥１，０００（※資料代含む）　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

小学生水泳教室
（～５/３１の毎週木曜日）※５/５を除く

河西体育センター １８：３０～１９：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市内の小学生１０名　内容：水慣れ、けのび、クロール
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：４/１０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・保護者氏名を記入の上、
　　　　　　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒０３６ー１３３２　兼平字猿沢３２－１１　TEL０１７２－８２－５７００）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。

親子でリトミック
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１歳半～
１０：３０～１１：１０
０歳～１歳半
１１：１５～１１：５５

参加無料　定員：各２０組（定員になり次第締切ります）
「ドレミでリトミック体操」（トーオー楽器システム講師）
皆が知っている曲、手遊び歌など体を動かしたり、リズムを楽しんだり、音楽に耳を傾けたり。楽しい時間をすごしましょう。
問：ヒロロ ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

ベテランズセミナー
弘前文化センター
２階 大会議室

９：３０～１１：００
（開講式を含む）

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）
特別講演：「弘前さくらまつり１００周年～鮮やかによみがえる観桜会の記憶～」
講師：中谷敏右さん（弘前観光ボランティアガイドの会会長）
申込・問：４/１６（月）までに、電話かファクスまたはＥメール（住所、氏名、年齢、電話番号を記入）で、
　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

14 土

月

15 日

アート・展示会

団体清掃区域：岩木川・土淵川・寺沢川・腰巻川・大沢川・
　　　　　　　　   平川・後長根川・多沢川・大和沢川・前川・大蜂川
自由清掃区域：岩木川悪戸河川敷運動広場
                       岩木川茜の夕陽水辺の学校

出発場所に９：００集合
出発場所：亀甲町広場、城北公園交通広場、和徳十文字広場、
追手門広場、新寺町広場、下白銀町広場、松森町ふれあい広場、
弘大正門前のうち、参加できる場所

その他

講演・講座・セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

12 木

13 金

講演・講座・セミナー

アート・展示会

アート・展示会

16

17 火

18 水

19 木



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

葛西樂川・吉澤瓔香　二人展（～２２日）※１７日を除く 弘前文化センター
１０：００～１７：００
（最終日は１５：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

日本の面影　中島通善 版木画展（～２３日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

はるリネン洋服展（～２２日） ギャラリー芭蕉 ★１０：００～１７：００ 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

第２回ＮＨＫ文化センター弘前教室かなの美講座展
（～２２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）

津軽盆栽会　春の盆栽展（～２６日） 緑の相談所 ９：００～１６：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） アート・展示会

親子で運動遊び
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

参加料無料　定員：２０組（定員になり次第締切ます）
テーマ：「楽しくからだを動かそう」　講師：葛西佳織さん
お子さんと一緒にゆっくり楽しく体操しましょう。日頃の運動不足解消にどなたでも参加できます。
おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に運動しましょう。裸足で行います。動きやすい服装でお願いします。
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２６回青森県中学校卓球選手権大会（～２２日） 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

弘前さくらまつり２０１８
お花見カヌー体験
（他２２・２４・２６・２８日、５/５～６日　全７回）

弘前公園西濠(ボート乗り場) ６：３０～（約６０分）

早朝、桜の咲く弘前公園西濠で、カヌーから見る桜の景色を楽しみながら散策していただきます。
インストラクターが、一緒にカヌーに乗艇しますので初心者の方でも安心してカヌーに乗ることができます。
また、経験者の方には１人乗りカヌーをお貸ししますので、ご自由にお楽しみください。
参加者には終了後、温かいコーヒーを提供いたします。
また市民体育館無料駐車券をお渡しします。希望者には後日、記念写真を送らせていただきます。
参加料：１回￥１，０００　対象：小学生から一般　定員：各回　初心者６名（ペアカヌー）、経験者４名（シングルカヌー）
その他：雨天の場合、中止となります。開催日前日の天気予報を見てこちらで判断し、前日に中止のご連絡を
　　　　　いたしますのでご了承ください。早朝の開催となりますので、防寒着を各自ご準備ください。
　　　　　また水に 濡れる場合がございますので濡れてもよい服装でお越しください。
　　　　　主催者側では傷害保険には加入いたしません。必要な方は、各自でご加入ください。
申込・問：希望する日にちの２日前までに、電話かメール（メールでお申込みの場合は、お名前・連絡先・参加人数を記載）で
　　　　　　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５　Ｅメール：hiro-bg@hirosaki-taikyo.com）へ。
　　　　　　こちらから参加受諾の返信をいたします。

その他

春の生物展（～５/６） 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） アート・展示会

Ｔｈｅ Ｒｏｂｂｉｎｓ Ｎｅｓｔ Ｂｅａｔｌｅｓ Ｔｒｉｂｕｔｅ Ｂａｎｄ
ｓｅａｓｏｎａｌ ｇｉｇ Ｖｏｌ．４

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１６：００
ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット￥１，５００（１ドリンク￥５００）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

ライブ・コンサート

～２０１８爆笑！！お笑いまつり ｉｎ ひろさき～ 弘前市民会館　大ホール ①開場１１：００　開演１１：３０
②開場１４：００　開演１４：３０

テレビで活躍中のバイきんぐ、狩野英孝、ヒロシを始めとする、人気お笑い芸人が市民会館に大集合！！
今年の春はお笑い祭りで盛りあがろう！
チケット（全席指定）：前売￥３，０００　当日￥３，５００
※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。座席が必要な場合はチケット必要）
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インフォメーション／
　　　　　　　　ローソンチケット（Ｌコード：２２０４９）／チケットぴあ（Ｐコード：４８４－８６２）／イープラス
出演：バイきんぐ／狩野英孝／ヒロシ／ＡＭＥＭＩＹＡ／ハリウッドザコシショウ／コウメ太夫
問：弘前市民会館（０１７２-３２-３３７４　第３月曜日休み）

映画・演劇・舞台

「こどもの読書週間」展示（～５/１２） 岩木図書館
９：３０～１９：００
（土・日・祝は１７：００まで）

内容：「ＭＯＥ絵本屋さん大賞」「日本絵本賞」に関する絵本の展示および貸し出し
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

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（４/６～２０日までに）
内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。対象は市民で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：健康づくり推進課内　弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

宅建協会弘前支部の一般公開無料セミナー
弘前プラザホテル
２階　チェルシー

１５：００～

テーマ：第１部「違反対象物公表制度について」　講師：弘前地区消防事務組合職員
　　　　  第２部「弘前市家庭系ごみ指定袋制度について」　講師：市環境管理課職員
　　　　　第３部「インスペクションについて」　講師：飯田善之さん（青森県建築士会）
申込・問：４/２０までに、電話かファクス（氏名、電話番号を記入）で、青森県宅地建物取引業協会弘前支部
（ＴＥＬ０１７２－２６－１０３０　ＦＡＸ０１７２－２６－１０３３）へ

講演・講座・セミナー

キッズ広場(他２４・２５・２６日）
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

１才１ヵ月以上」のお子さんとママの広場です。親子で音楽に合わせて運動したり、製作したりします。
今月はこいのぼりや母の日のプレゼントをつくります。身長体重をはかりますので、１０分前までに来てくださいね。
対象：【２４日】２歳４ヵ月～（３歳以上のお誕生日の子のお誕生日会もします。
　　    【２５日】１歳７ヵ月～２歳３ヵ月（２歳のお誕生会もします）
　　    【２６日】１歳１ヵ月～１歳６ヵ月
定員：各２０名　内容：「こいのぼり製作」
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

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

作法や決まりごとは特にございません。中国茶は初めてという方もお気軽にお越しください。
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）

グルメ・飲食

アクティブ・エンディング講演会Ⅱ
～人生の終わりに準備すること～

弘前市民会館　大会議室 １４：００～１６：００

人生の終わりに関する正しい知識を持ち、準備することで、誰もが必ず迎える「その時」に備える情報と心のサポートを提供します。
入場料無料　定員：先着１００名
第１部「〈争族〉にならない相続遺言書の書き方」　講師：大川 誠さん
第２部「アクティブ・エンディング～人生の終わりに準備すること～」　講師：金子稚子さん
申込・問：（一社）弘前芸術鑑賞会（０１７２－４０－４０８２）

講演・講座・セミナー

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。
申込・問：健康づくり推進課内　弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

絵画展（～２６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

渡辺貞夫クインテット２０１８ ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ 開場１８：３０　開演１９：００

チケット：自由席￥６，８００※未就学児入場不可
プレイガイド：中三弘前店／さくら野弘前店／ＪＡＺＺＲＯＯＭ ＵＮＩＯＮ／スペースデネガ／（青森）成田本店しんまち店／
　　　　　　　　イープラスhttp://eplus.jp／ローソンチケット【Ｌコード２２１８５】／チケットぴあ【Ｐコード１０７－０３５】
問：トップアート（０２２－３４４－９８５４）

ライブ・コンサート

雪雄子　舞踏ワークショップ「身体に還る日」 鳴海要記念陶房館 １３：３０～ 参加費￥１，５００（お茶付き）　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２） 講演・講座・セミナー

26 木 布ぞうり作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００

家庭にある使い古しのタオルを使って布ぞうりを作ってみませんか。
参加料無料　定員：２０名（先着順）
持ち物：フェースタオル４枚（使い古しのもの）、裁ちばさみ、昼食、作業しやすく汚れてもいい服装。
講師：尾崎行雄さん
申込・問：４/１５から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８　〈９：００～１６：００〉月曜日は休み）へ

講演・講座・セミナー

春の灯りと木のぬくもり　灯匠亜理子・木工じゅげむ
（～５/６）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

ひょうたんランプ、木のいす展示販売　※５/１（火）休館日　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

第１５回玉響書院書作展（～３０日） 百石町展示館 ９：３０～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ベビー広場　「こいのぼり製作」
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

①１０：３０～１１：３０
②１３：３０～１４：３０

参加料無料　定員：各１５名
対象：①９か月～１２か月まで(１歳のお誕生会もします)　②～８か月まで
内容：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。
　　　　今月はこいのぼりを作ります。
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

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（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６０分　講師：小山陽久氏、佐藤学氏　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・セミナー

青森 ｃｈａｍａ ワークショップ 泉野多目的コミュニティ施設 受付８：３０～
９：００～１７：１５

【ワークショップ１】みんなのアシュタンガヨガ ｗｉｔｈ ｃｈａｍａ　９：００～１１：００　参加料￥４，０００（＋税）
　未経験の方にもアシュタンガヨガの世界を、身体を動かしながら体験することが出来ます。
【ワークショップ２】たまごヨガでリラックス ｗｉｔｈ ｃｈａｍａ　１２：３０～１４：００　参加料￥３，０００（＋税）
　ａｎａｎの「カラダに良い物大賞」で紹介されて注目のたまごブロック（３ＭＥ）を使ったヨガクラス
【スペシャル】ＹｏｇａＢｏｄｙ トライアル講座（説明会付） ｗｉｔｈ Ａｔｓｕｋｏ　１４：３０～１７：１５　参加料￥３，０００（＋税）
　ＲＹＴ２００認定講座「ＹｏｇａＢｏｄｙ」を試してみませんか？

●お得な３講座セット割￥７，０００（＋税）
※当日無料でご利用できる託児施設（認可保育所様）をご用意いたしました。
申込・問：プティブル（０１７２－２６－０５３０）

講演・講座・セミナー

第４４回青森県少年空手道大会（～２９日） 青森県武道館 問：青森県武道館（０１７２－２６－２２００） スポーツ

吉野町煉瓦倉庫お別れ会 吉野町煉瓦倉庫 ①　９：００～②１１：００～
③１３：００～④１５：００～

５月に着工を迎える煉瓦倉庫をいま一度見学し、その内部空間を肌で感じてみませんか。
ガイドが煉瓦倉庫の見どころを紹介します。
参加料無料　定員：各回２５名（先着順）　ガイド：小杉在良さん（ｈａｒａｐｐａ）
※来場時は、周辺の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。
問：４/９～１６日に、電話またはＥメール（氏名、電話番号、年齢、希望する時間帯を記入）で、
吉野町緑地整備推進室（０１７２－４０－７１２３　Ｅメール：yoshino@city.hirosaki.lg.jp）へ

弘前学院外人宣教師館・礼拝堂
春の特別公開（～３０日）

弘前学院大学 ９：３０～１６：００

見学無料
【桜咲くヒロガクでのお楽しみ企画】
〈軽食・雑貨販売コーナー〉２９・３０日１１：００～　大学図書館前広場にて（売り切れ次第終了）
〈イベント〉・弘前学院聖愛高校ＳＰＧチアリーディング・パフォーマンス　２９日１１：３０～　大学図書館前広場にて
　　　　　　 ・弘前学院大学ハンドベルクワイア ミニコンサート　３０日①１１：００～、②１４：００～　礼拝堂にて
【駐車場無料開放】４/２８～３０日、５/３～６日は礼拝堂横及び看護学部棟前の駐車場を無料開放
　　　　　　　　　　　　（８：３０～２１：００、夜間施錠。盗難・事故の責任は負いません）。
問：弘前学院大学（０１７２－３４－５２１１）

ヒロロパーティー ヒロロ
３階　イベントスペース

ＯＰＥＮ／ＳＴＡＲＴ １２:３０

自分の好きな曲で1分以内のパフォーマンスをするコンテスト！ 即興のアドリブで踊るも良し。フリを作りこむのも良し。
自分で自分を格好良くプロデュースしてください！とっても緊張すると思いますが、これを乗り越えれば
昨日までより少し格好良く踊れるようになってるはず。ステップアップするために頑張ってみませんか？？
エントリー費：￥１，０００（当日受付にてお支払いください）
内容：ソロコンテスト　問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

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

29 日祝
第２１回未来コンサート ジョイントリサイタル＆
第１６回弘前桜の園作曲コンクール　
表彰式ならびに１位作品の演奏

弘前文化会館ホール 開場１３：３０　開演１４：００
大人￥１，０００　高校生以下無料　
チケット発売所：弘前文化会館（弘前文化センター）／トーオー楽器／さくらミュージック　
問：川村さん（０１７２－３４－００５９）

ライブ・コンサート

全国ホープス卓球大会 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

弘前市吹奏楽団　スプリングコンサート２０１８ 弘前市民会館 １４：００～１６：００
（開場１３：３０）

チケット（全席自由）：￥５００（前売・当日共に）　問：弘前市吹奏楽団　高木さん（０９０-８６１０-８１００） ライブ・コンサート

百石町展示館
１０：００～１８：００
（初日１３：００～　最終日１５：００まで） アート・展示会

27 金

23

21 土

22 日

アート・展示会

月

25 水

24 火

20 金

その他

28 土

30 月振



津軽ひろさき街歩きツアー

日 曜日 イベント名

夕暮れ路地裏散歩
（～１１/３０までの毎週木曜日）

夕暮れ路地裏散歩とちょい呑み
〈ちょい呑みクーポン
　　　　　　　　　（１ドリンク＋おつまみ１品×３枚）〉
（～１１/３０までの毎週木曜日）

魅惑のさくら　凄さのひみつ、教えます
さくらまつり期間限定ツアー
【弘前城夜桜探偵団】
（～５/５※４/２３、５/１は除く）

お城が動いた！今しかみられない限定風景
【弘前城２時間１本勝負！】
（※さくらまつり期間は休み・年末年始）

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】
（※さくらまつり期間・年末年始は休み）

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、さくら・ねぷた期間、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】
（※さくら・ねぷた期間、年末年始は休み）

タクシーで巡るステキ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【レストラン山崎】
（※毎週月曜日、さくらまつり・ねぷたまつり期間を除く）

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、さくら・ねぷた期間、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】
（※さくら・ねぷた期間、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】
（※さくらまつり期間、８/１１～１４、９/２２は除く）

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

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（最少催行人員１名）　・ガイド団体：弘前路地裏探偵団　チーム アパ・テ・ドラ、弘前観光ボランティアガイドの会
弘前城下は約４００年前、城の東西南北に獣神を置く「四神相応」の思想を町割りに取り入れました。
新寺町界隈は、南の守護神「朱雀」に見立てた大きなため池跡があったり藩政時代の建物としては本州最北の五重塔があったり、
弘前の歴史がたくさん詰まった場所。昔の弘前の街並みを歩いて、いにしえのロマンをたどってみませんか？

※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）

通年
（※

例外日
あり）

・体験料お一人様￥１，０００　・対象：中学生以上※保護者の同意があれば小学生以下の体験も可。　
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
津軽のかっちゃ(お母さん)ガイドと楽しくおしゃべりしながら中心商店街の土手町界隈に散らばるかわいいモノを探してみましょ。
まちなか散策をたっぷり楽しんだあとは、地元民ご用達の手芸店でこぎん刺し体験を。
一見難しそうですが、お店の方がしっかり丁寧に教えてくれるのでぶきっちょさんでも安心ですよ。
最後は髪留めにして、そのままお土産にできちゃうのが嬉しい♪
ひろさきであなただけの“カワイイ”を見つける旅。とっておきの思い出になること、間違いなしです。

※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：１０名（最少催行人員１名）　・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
弘前には全国的に珍しい同一宗派（曹洞宗）の寺院が３３も立ち並ぶ禅林街があります。
有事の際には出城としての機能を併せ持っていたこの寺町は弘前藩縁の寺院やスポットがたくさん！
みちのくの小京都を満喫するならこのコース！

・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⇒藤田記念庭園

・１３：００～１６：００（ティータイムを含む３時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）⇒日本聖公会弘前昇天教会
⇒百石町展示館⇒日本基督教団弘前教会
⇒カトリック弘前教会⇒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　こぎん刺し体験約１時間を含む）
コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒弘前市土手町⇒弘前市一番町⇒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：２０名（最低催行人員２名）・ガイド団体：北星交通　・お食事処：「マタギ亭」
ドライブ気分で周りの景色を堪能しながら、岩木山神社・高照神社を含めた津軽家ゆかりの神社仏閣を巡りませんか？
各寺院の神聖な空気や岩木山麓の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」をお愉しみください!

※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：２０名（最低催行人員２名）・ガイド団体：北星交通　・お食事処：「おまかせ料理　すゞめのお宿」または「割烹　藤棚」よりお選び下さい。
弘前市街地をドライブしながら、津軽家ゆかりの神社仏閣をめぐりませんか？
寺院散策のあとは、各店こだわりの津軽の和料理が「古都ひろさき」を素敵に演出してくれます。

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥５，０００（税込）※タクシー代・喫茶代・施設入館料含む　
・定員：２名様より催行　・喫茶：「ブラッスリー・ル・キャッスル」、「サロン・ド・カフェ　アンジュ」、「大正浪漫喫茶室」よりお選び下さい。　
独特な津軽の文化を育てる為に、さまざまな技術や西洋文化を取り入れた津軽藩。
明治・大正期に建てられた洋風建築には津軽独特の特徴を見ることも出来ます。
そんなハイカラな洋館が数多く残る街を、おべ様（物識り）タクシードライバーがご案内してくれます。
洋館を巡った後は、喫茶各店自慢のスウィーツでハイカラな街の素敵な昼下がりをお楽しみ下さい。 

・１０：００～１３：００（食事時間を含む３時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）⇒石場家住宅⇒誓願寺
⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒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
⇒高照神社⇒岩木山神社⇒和料理店⇒山のホテル（昼食）
⇒市内宿泊施設

４/２１
（土）～

１９：１５～２０：４５（徒歩）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）
⇒弘前公園東門（解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥２，０００（ガイド料、弘前公園有料区域入場料、記念品含む）
・定員１０名（最少催行人員１名）　ガイド団体：弘前路地裏探偵団
日本一の桜の名所・弘前城。特に夜桜はライトアップと相まって、まるで幻想の世界です。
実は美しく咲き誇る弘前城の桜には秘密がたくさん！
その秘密を迷探偵が解き明かしながら、夜の弘前城をご案内します。

・１０：００～１３：００（ティータイムを含む３時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒百石町展示館
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒青森銀行記念館⇒追手門広場⇒レストラン山崎

※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・喫茶代・施設入館料含む　
・定員：２名様より催行　・喫茶：「レストラン山崎」　
物識りタクシードライバーのご案内のあとは、「レストラン山崎」でのちょっぴり優雅なランチタイムを。
地元食材を使用した“弘前フレンチ”は絶品！

３/１
（木）～

１７：３０～１９：００（徒歩、食事時間を含まず）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター （集合場所）
⇒弘前中央食品市場⇒ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＳ通り⇒ 吉野町緑地
⇒土淵川⇒三上ビル（旧弘前無尽株式会社社屋）
⇒明治屋ゴールデン街  ⇒城東閣⇒かくみ小路
⇒津軽弘前屋台村かだれ横丁 （解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥３，５００（記念品・ちょい呑みクーポン付）
・定員１０名　ガイド団体：弘前路地裏探偵団
合い言葉は「ワイルドサイドを歩け！」童心に帰り、メジャーな観光スポットに背を向けて、気分は少年探偵団！
ひたすら夕暮れのバックストリートを突き進みます。ガイドブックに載っていない名店、街角の裏話を迷探偵たちが楽しく紹介します。
※かだれ横丁で解散時にクーポンをお渡ししますので、その後はお客様のペースでごゆっくりお楽しみください！

１７：３０～１９：００（徒歩）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター （集合場所）
⇒弘前中央食品市場⇒ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＳ通り
⇒吉井酒造煉瓦倉庫⇒土淵川⇒一番町坂
⇒三上ビル（旧弘前無尽株式会社社屋）
⇒明治屋ゴールデン街 ⇒城東閣⇒かくみ小路（解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥１，５００（記念品付）
・定員１０名（[最少催行人員１名）　ガイド団体：弘前路地裏探偵団
合い言葉は「ワイルドサイドを歩け！」童心に帰り、メジャーな観光スポットに背を向けて、気分は少年探偵団！
ひたすら夕暮れのバックストリートを突き進みます。ガイドブックに載っていない名店、街角の裏話を迷探偵たちが楽しく紹介します。
普通の“観光”じゃ物足りなくなっている、そこのあなた！ＤＥＥＰな弘前は路地裏探偵団におまかせ！

３/１
（木）～

※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！
広大な園内には歴史が紡いできた興味深いエピソードや秘密がたくさんあるのです。
弘前城の歴史や秘密、そして今行われている石垣修理工事のこと。地元を愛してやまない市民ガイドがいいとこどりでご案内します。

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒一戸時計店⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒土淵川⇒かくみ小路
⇒百石町展示館⇒菓子処　笹の舎⇒カトリック弘前教会
⇒日本基督教団弘前教会⇒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：市内宿泊施設（集合場所）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒百石町展示館
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒青森銀行記念館⇒追手門広場⇒フレンチ店

※要予約：実施日の７日前まで　
・参加料：お一人様￥６，５００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入館料含む　・
・定員：２０名（最少催行人員２名）　・お食事処：「ポルトブラン」または「シェ・アンジュ」からお選び下さい
独特な津軽の文化を育てる為に、さまざまな技術や西洋文化を取り入れた津軽藩。明治・大正期に建てられた洋風建築には津軽独特の
特徴を見ることが出来ます。そんなハイカラな洋館が数多く残る街を、おべ様（物識り）タクシードライバーがご案内してくれます。
洋館を巡った後は、地元食材を使用した弘前フレンチで素敵なランチタイムをお楽しみ下さい。

※要予約・実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥２，０００（税込・施設入館料・おみやげ代含む）　
・定員：１０名（最少催行人員１名）　・ガイド団体：弘前路地裏探偵団　チーム アパ・テ・ドラ
婦人探偵チームアパ・テ・ドラと歩く女子限定（カップルはＯＫ♪）の街歩きツアー。
弘前市民の生活に溶け込み、街中に自然にある歴史建造物。
さりげなくも心がじんわりあたたかくなるような風景の散策に出かけませんか？

・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）⇒貞昌寺⇒稲荷神社
⇒袋宮寺⇒最勝院五重塔⇒追手門広場

集合時間・所要時間、集合場所・コース


