
イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前ねぷたまつり
（～７日）

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

１日～６日
　１９：００運行開
７日(なぬか日)
　１０：００運行開始

藤田記念庭園夜間開園
（～４日・１３～１５日・２５日、９/２２）

2 木 台湾・台南市のパフォーマンス団体による伝統舞踊披露 追手門広場 １５：００～

3 金
第１６回世界女子ソフトボール選手権大会
チャイニーズタイペイ応援ツアー（～５日）

集合：弘前駅城東口 ６：００弘前駅城東口

7 火 なぬかびおくり
岩木川河川敷（悪戸字鳴瀬）
※茜橋上流

開場１７：００

弘前城本丸 石垣修理体験イベント 弘前公園本丸ほか １０：００～１５：００

２０１８年プロ野球イースタンリーグ公式戦
読売ジャイアンツＶＳ千葉ロッテマリーンズ

弘前市運動公園　はるか夢球場
試合開始１３：００
（開場１１：００）

19 日 追手門広場フリースタイルマーケット 弘前市立観光館 １０：００～１５：００

21 火
ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
－ＬＯＣＫ ｓｉｄｅ・ＦＵＮＫ/ＳＯＵＬ ｓｉｄｅ－

弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

26 日 ファッション甲子園２０１８
第１８回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会

弘前市民会館　大ホール １３：００～（開場１２：００）

日 曜日 イベント名 場所 時間

第３市民プール（～９/２）
（木曜日休場）

第３市民プール
①９：００～１１：３０
②１２：３０～１５：００
③１５：３０～１８：００

城北ファミリープール（～９/２）
（火曜日休場）

城北ファミリープール
①９：３０～１１：３０
②１２：３０～１４：３０
③１５：００～１７００

岩木B＆G海洋センタープール（～９/９） 岩木B＆G海洋センタープール ９：００～２１：００

７月以前からの継続イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

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）

佐藤紅緑「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

津軽の魂、２０１８津軽三味線ミニライブ
（～１０/２８までの毎週日曜、祝日）

津軽の魂、津軽三味線の音色を楽しんでみませんか。　３０分程度のライブが無料で楽しめます。
問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

ライブ・コンサート

カラン、コロンと街歩き。浴衣れんたる
（～８/１９）※天候状況で延長いたします。

弘前市内 受付時間　１０：００～１８：００
返却時間　翌日１２：００まで

料金：浴衣レンタルプラン（浴衣、帯、下駄）￥３，７８０（税込）※着付けはサービスです。
　　　  浴衣ご購入プラン（浴衣、帯、下駄）￥８，１００（税込）※着付けはサービスです。
　　　　※料金は女性用フリーサイズの金額です。
　　　　※男性用や小物オプションの料金については、店舗にお問い合わせください。
　　　　※６店舗の貸出窓口では、着くずれのお直しのサービスがあります。
　　　　※浴衣を着るときは、胸元のあいたＶネックＴシャツやキャミソール等の下着（肌着）またはそれに代わるスリップ等
　　　　　　を必ず着用してください。
　　　　※着用の汚れ、破損、クリーニングについて：通常着用の範囲の汚れ（食べこぼし、泥はね等）のクリーニング料金は
　　　　　　いただきませんが、修復不可能な汚れ（油性ペンキ等）、破損（タバコの焼け焦げ、縫製部分以外の破れ、穴あき等）は
　　　　　　損害金として追加料金￥４，３２０（税込）をお支払いいただきます。
◆オプション（有料）販売用の下着（肌着）があります。帯飾りや巾着等の小物レンタルがあります。
　●申込＆貸出窓口：お電話にてご希望の窓口へ３日前までに要予約
　　・アートホテル弘前シティ（弘前市大町１－１－２　ＴＥＬ０１７２－３７－０７００）
　　・弘前パークホテル（弘前市土手町１２６　ＴＥＬ０１７２－３１－００８９）
　　・ＫＡＮＡＭＯＲＩ（弘前市土手町１６５　ＴＥＬ０１７２－３３－５５５１）
　　・マルダイ２１（弘前市亀甲町　ＴＥＬ０１７２－８８－５６２１）
　　・夢や（弘前市元大工町１－１　ＴＥＬ０１７２－３２－８１１１）
　　・きものセンター（弘前市南瓦ヶ町１－１　ＴＥＬ０１７２－３３－００１１）
●女性ヘアセットオプション：事前予約　￥１，６２０（税込）　当日￥２，１６０（税込）
●ヘアセットオプション加盟店：・ビューティーサロン エトワール　・Ａｔｌａｎｔｉｃａ　・ヘアルームみやかわ　・おしゃれ工房　ぱぁ～ま屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ＢＯＮＩＴＯ　・ＢＡＭＢＯＯ　・ＶＥＲＮＯ ｐｒｉｎｔｅｍｐｓ　・ｍｉｅｕｘ ｐｒｉｎｔｅｍｐｓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｕｎｄｅｒ-ｃｏｌｏｒｓ ｘ ｐｉｃａｓｓｏ　・美容室 ｄｅｗ　・Ｂ.Ａ.Ｍ.ｓａｌｏｎ Ｖｉｎｔａｇｅ ｐｒｅｍｉｕｍ　・ａｓ ｈａｉｒ
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１

イベントピックアップ

スポット企画展「『少年倶楽部』傑作選」（～８/３１） 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）

本展は、全国の愛読者の熱狂的な反響を呼んだ少年小説の〈傑作〉を紹介するものです。
観覧料：一般￥１００　小中学生￥５０　※７/１は無料開放日
※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

1 水

11 土祝

【１塁側】読売ジャイアンツ　【３塁側】千葉ロッテマリーンズ　　観戦ご来場の方にジャイアンツレプリカユニホームやタオルをプレゼント！
※席種により条件が異なります。チラシの価格表下部にある注意文をお読みください。
入場券販売所：はるか夢球場／笹森記念体育館／弘前市民体育館／弘前海洋センター／河西体育センター／弘前市立温水プール石川／
　　　　　　　　　　岩木海洋センター／青森県武道館／ローソンチケット（Ｌコード：２２４９０）／青森県内読売新聞専売所（※一部を除く）
問：（公財）弘前市体育協会（０１７２－３７－７９２６）、弘前市運動公園 はるか夢球場（０１７２－２７－６４１１）

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

観覧無料　問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

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

【運行台数(予定)】１日：３９台　２日：３９台　３日：４７台　４日：４０台　５日：５４台　６日：４９台　７日：９台
【有料観覧席】
イス席（１日～６日）：￥２，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわ・ガイドひろさき２０１８が付きます）
　　　　　　　　　　　　※小学生未満のお子様でも１人分のイス席を使用する場合はお申込みを頂きます。
桟敷席（１日～４日）：大人￥２，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわ・ガイドひろさき２０１８が付きます）
桟敷席（１日～４日）：小中学生￥１，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわが付きます）
※悪天候によりまつりが中止となる場合もあります。中止以外の払い戻しは致しませんので、予めご了承ください。
　（雨天中止の決定は１７：００となります）
プレイガイド：窓口販売による購入〇弘前市立観光館〇弘前市まちなか情報センター
　　　　　　　 チケットぴあによる購入（Ｐコード：６３９－４７９）サークルKサンクス、セブンイレブン、
　　　　　　　 ※「チケットぴあ」での販売は７/２２まで
　　　　　　　 ※窓口販売は売切次第、終了となります。 また、電話予約は受付けられませんので予めご了承下さい。
　　　　　　　 ※「チケットぴあ」でのチケット購入の詳細は弘前観光コンベンション協会ＨＰをご覧ください。
問：公益社団法人弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

台湾・台南市のパフォーマンス団体が、台湾のお祭りには欠かせない「八家将（はっかしょう）」を披露します。
独特な歩き方や踊りはさまざまな災いを払うといわれています。台南市の伝統文化に触れてみませんか？
問：弘前市文化スポーツ振興課（０１７２－４0－７０１５）

参加料：大人￥１０，０００　中学生以下￥５，０００
対象：市民および市内に通勤・通学している人とその家族３５名（先着順） ※中学生以下は保護者同伴。※申込は既に締切
●出発：８/３早朝  帰弘：８/５早朝（１泊３日）
●対戦カード：アメリカ合衆国対チャイニーズ・タイペイ　大会会場：ゼットエーボールパーク（千葉県市原市）
問：文化スポーツ振興課内　弘前市国際スポーツプロジェクト実行員委員会（０１７２－４０－０５８３）
　　旅行について・・・弘南バス観光部（０１７２－３８－２２５５）

かつて、なぬかびにねぷたを水に流したという行為を、炎で流し送るという意味に置き換え、 新しいイベントとして、なぬか日の夜に、
ねぷたまつりのフィナーレを飾ります。岩木川沿いの土手を十数台の本ねぷたが運行する「ねぷた流し」や、
ねぷたを炎で清め送る「なぬかびおくり」を行います。
入場料無料※雨天中止
内容：（予定）開場、露店営業開始、ねぷた搬入１７：００／ステージイベント１７：００～１９：２０／ねぷた展示１７：３０～１９：００／
　　　　ねぷたおくり（ねぷた囃子一斉演奏有）　１９：３０～２０：００／ねぷた燃やし（ねぷた囃子一斉演奏有）１９：３０～２０：３０／
　　　　主催者挨拶（河川敷）２０：１０～２０：３０／終了２０：３０※都合により、開始時刻・内容等が変更になる場合があります。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

弘前城本丸の石垣修理は、順調に石垣の解体が進んでいます（石垣の解体は本年度で終了予定）。
今回、昔からある道具を使った石割体験や、石垣の構造や石積み・石吊りの伝統的技法などを体験・学習できるイベントを開催します。
料金：無料（ただし、入園料は必要）
内容：①石割体験（本丸）：自然石を使い、昔からの工法で石割体験ができます（申込は既に締切）
　　　　②石積み石吊り体験（本丸）：大型模型を使った石積み石吊り体験に挑戦できます（申込は既に締切7）
　　　　③石垣解体現場説明会（二の丸・内濠）：工事の進み具合や発掘状況の説明を受けられます（１０：００、１３：００の２回、各３０分程度）。
　　　　④解体石垣見学会（四の丸石置場）
　　　　　 ：刻字、朱書、矢穴跡など、いろいろな様相の石垣を間近で観察できます（１１：００、１４：００の２回、各３０分程度）
その他：動きやすい服装・履物でおいでを。小学生未満は体験できません。
問：弘前市公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

６/３０
（土）～

６月
中旬～

６/３０
（土）～

2018年 8月弘前市内イベント情報
　　※天候や主催者の都合により、イベントの内容・日程等が変更・中止になる場合もございますので、主催者に予めご確認の上お出かけくださいますようお願い致します。

平成 ３０ 年 ８ 月 １ 日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

５/３
（木祝）～

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。

H３０
１/１２
（金）～

入園料：大人￥３１０、子ども￥１００　問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

通年

お問い合わせ先・備考

個人（１回）：一般￥２７０、高校生￥１４０、児童・生徒（小学生～中学生）￥５０
回数券（１１回）：一般￥２，７００、高校生￥１，４００、児童・生徒（小学生～中学生）￥５１０
団体（３０人以上１人につき）：一般￥１６０、高校生￥９０、児童・生徒（小学生～中学生）￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を３年生以下のお子様は成人の方が水着を着用し一緒に入水される場合のみご利用できます。
その場合、成人の方１名につき小学校３年生以下のお子様２名まで同伴できます
問：第３市民プール（０１７２－３７－２０１５）

個人（１回）：一般￥３２０、高校生￥２１０、児童・生徒（小学生～中学生）￥１１０
回数券（１１回）：一般￥３、２００　高校生￥２、１００、児童・生徒（小学生～中学生）￥１、１００
団体（３０人以上１人につき）：一般￥２６０、高校生￥１７０、児童・生徒（小学生～中学生）￥９０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。
３年生以下のお子様は成人の方が水着を着用し一緒に入水される場合のみご利用できます。
その場合、成人の方１名につき小学校３年生以下のお子様２名まで同伴できます
問：城北ファミリープール（０１７２－３７－２０１６）

個人（１回）：一般￥２７０、高校生￥１４０、小学生～中学生￥５０
回数券（１１回）：一般￥２，７００、高校生￥１，４００、小学生～中学生￥５１０
団体（３０人以上１人につき）：一般￥１６０、高校生￥９０、小学生～中学生￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。
小学３年生以下のお子様は、成人の方の同伴が必要となります。
問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－８２－５７００）

藤田記念庭園
洋館（藤田謙一資料室）、高台部、低地部
１７：００～２１：００

プール ※第２市民プール（中野３丁目）は休場します。※夏休み期間は毎日開場。

１１：３０～野市里　　　　　　１２：３０～岩木山神社
１３：００～嶽温泉広場　　 １４：３０～岩木観光物産案内所

６/１
（金）～



７月以前からの継続イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

かみどて朝市
（～１０/２８の毎週日曜日※８/１２を除く）

えきどてプロムナード ６：００～

産直だけではなく飲食店･惣菜屋･カフェ･パン屋･フルーツ屋･スィーツ屋･スープ屋･魚屋さん等､特色のある店舗が出店しています｡
開催にあたり…
【特典１】
かみどて朝市でご利用可能な「お買い物チケット」 何と￥１，２００のチケットが￥１，０００で購入できます！！
※お一人様　一開催　３枚まで購入可能
問：東栄ホテル（０１７２－３３－８１１１）

朝市

２０１８平成まんじ札（～８/２３） 市内各参加店

数十年前、弘前のお店・施設で無料配布されたお札。各お店、店舗の独創的なデザインが話題を呼び、
子ども達を中心に大流行しました。
平成まんじ札として復刻し、今年度で七年目を迎えます。※各店舗なくなり次第終了
※全店舗の平成まんじ札を集めた方、先着１００名に記念品を差し上げます。全ての札をご持参の上、当会議所までお越しくださ
い。
【心得その壱】配布場所へ立ち寄り、「まんじ札ください！！」と元気な声で言うべし。※まんじ札は一人一回一枚無料でもらえます。
【心得その弐】他人へ迷惑をかけるべからず。※知らない場所へ貼ったり、盗むのは禁止です。
【心得その参】配布場所に迷惑をかけるべからず。※忙しそうなときは、待つか、時間をずらしてください。
　　　　　　　　　閉店時間ギリギリや、休日などに無理をしてもらいに行かないでください。
【心得その肆】ポスター、チラシをヒントに収集すべし。
※配布店舗、施設へ収集に関するご質問はご遠慮ください。当会に関してもご質問の内容によってはご対応いたしかねます。
問：弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８）

イベントピックアップ

スターウィーク絵画展（～８/２１） 弘前文化センター
３階　プラネタリウム展示ロビー

テーマ：「うちゅうでオリンピック」　問：弘前市立中央公民館（０１７２－３３－６５６１） アート・展示会

カブト・クワガタ展（～８/５） 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

ｆｕｎ ｆｌｏｗｅｒｓ主催
野村夏子と卒業生講師によるグルーデコ展示会
（～１０日）

どて箱ギャラリー １０：００～１８：００ 問：どて箱（０１７２－３４－７１２１　月曜定休） アート・展示会

企画展２「弘前ねぷた展」（～９/９） 弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

弘前ねぷたまつりのこれまでの歴史を振り返ります。６年ぶりに開催される本展では、ねぷた構図など美術的側面にも注目します。
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：８/２０）

アート・展示会

弘前大学資料館第２０回企画展
大学で描く～学び、記録する学術スケッチ～（～９/２９）

弘前大学資料館 １０：００～１６：００ 問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２　日曜・祝日休館） アート・展示会

弘前工芸舎　夏限定企画展
－弘前の工芸品を一堂に会したセレクトショップ－

藤田記念庭園
考古館２階　ギャラリー

１０：００～１７：００
入場無料
問：弘前市商工政策課物産振興担当（０１７２－３５－１１３５）
　　弘前こぎん研究所内　弘前工芸舎運営委員会事務局（０１７２－３２－０５９５）

アート・展示会

染色工房たかい草咲舎（～２日） 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

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

５階９：００～２０：００
７階９：００～２１：００

津軽錦絵、穂有会俳画、はがき絵他　問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１） アート・展示会

北門書道会学生部・夏のコンクール優秀作品展
（～１６日）

イトーヨーカドー弘前店 問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１） アート・展示会

工藤盛龍「ねぷた絵展」（～１９日） ギャラリーあねっこ ★９：００～１８：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

総務・理事・評議員による夏の小品展（～３１日） 北門書道会ギャラリー ★９：００～１７：００ 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８　土・日曜、祝日休館） アート・展示会

８月のイベント情報
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

ちょきちょき切り絵展（～１５日） 藤田記念庭園　和館 ９：００～１７：００
観覧料無料（入園料は必要）　入園料：大人￥３１０、子供￥１００
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

こなを の とんぼ玉展
「うつろいならべ」（～４日）

ギャラリーまんなか
１２：００～１９：００
（最終日１７：００まで）

見たり感じたりした季節や色のうつろいを閉じ込めるように作られたとんぼ玉を使ったアクセサリーの展示・販売をします。
<８/３（金）ワークショップ「とんぼ玉に絵を描こう」>
時間１４：３０～１５：００　体験料：￥１，２００　定員：１０名　申込方法：ホームページから
内容：つや消しの薬剤を使用してとんぼ玉を加工してアクセサリーを作ったり、とんぼ玉についてお話しする内容です。
問：まんなかづくり実行委員会 担当：小杉さん（ＴＥＬ０９０－６６２８－１０１９　Eメール：mannakazukuri@gmail.com）

ゆうれい展（～２１日） ギャラリー森山 １０：００～１６：００
津軽の寺院や、個人が所蔵する江戸時代の幽霊画や地獄絵図を展示いたします。
入場料：大人￥５００　子供￥３００
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

スターウィーク特別投影（～６日） 弘前文化センター　プラネタリウム
①１０：３０～　②１３：３０～
③１５：００～

観覧料無料　テーマ：火星がぼくらに会いにくる　問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）※火曜日は休み

寝ながら骨盤＆股関節体操教室
（～９/１９の毎週水曜日）

克雪トレーニングセンター
トレーニング室

午前コース
・１０：００～１１：００
午後コース
・１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：市民で各コース１０名※ヨガマット持参※申込は既に締切
内容：呼吸法を取り入れたエクササイズ、骨盤のゆがみを改善する体操など
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

健康セミナー

津軽の伝統工芸　こぎん刺しワークショップ
（～７日　※２日は休講）

スマイルホテル  １階　Ａ．ｓｅｌｅｃｔ １０：００～１４：００
参加料：￥３，０００＋ｔａｘ(材料費込）　所要時間：約３０分　お持ち帰りキット１個サービス
講師：こぎん刺しｆｅｃｃｏ中村
申込・問：セレクトショップＡ．ｓｅｌｅｃｔ（０１７２－３４－２２４８）

「津軽塗」ワークショップ（～６日） 武徳殿休憩所（弘前公園内） １０：００～１５：００
体験料￥１，４００～（別途入園料が必要）
箸やｉＰｈｏｎｅケース、ＵＳＢメモリなどに津軽塗の一部工程（研ぎ出し）が体験できます。
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

親子 ｄｅ チャレンジスタンプラリー（～３１日）
※相馬ライブラリーは８/２～

参加料無料
内容：弘前図書館・岩木図書館・相馬ライブラリー・こども絵本の森をまわり、４つのスタンプを集めよう。
一番最後の図書館で、集めたスタンプを見せると景品をプレゼント。※スタンプラリーの台紙は各図書館で配布します。
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４※１６日は休み）／岩木図書館（０１７２－８２－１６５１※月曜日は休み）／
　　相馬ライブラリー（０１７２－８４－２３１６※水曜日は休み）／ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５※１６日は休み）

その他

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
相談料無料※要事前申込　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

骨盤体操＆脂肪燃焼エクササイズ
（～９/２０の毎週木曜日）

克雪トレーニングセンター
トレーニング室

午前コース：１０：００～１１：００
午後コース：１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　　定員：市民、各コース８名※ヨガマット持参
内容：骨盤のゆがみを改善するストレッチ、脂肪燃焼エクササイズなど
※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：７/１５（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名（希望コースも）を記入の上、
　　　　　 克雪トレーニングセンター（〒０３６ー８１０１　豊田２丁目３の１　０１７２－２７－３２７４）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

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談
（他９・１６・２３・２６・３０日）

相談無料（先着順。要事前予約）※申込は既に終了
相談方法：ファイナンシャルプランナー（家計や経営の収支・返済計画を見直し、総合的な診断とアドバイスを行う専門家）が
　　　　　　 個別に対応します（１人につき１時間まで）
問：収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

相談会

乳井神社　宵宮 乳井 夕方～ 店数３０ 宵宮

観葉植物展（～１９日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

田中功絵画展（～５日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
（最終日１７：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）、田中さん（０１７２－８７－１７９３）

弘大教美術科ＯＢ展(～５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４０回記念 鐡心書道展・児童展（～５日）
弘前文化センター
大会議室・美術展示室

問：鐡心書道会（０１７２－３４－６５５５）

乳井神社　大祭 乳井 夕方～ 店数５ 宵宮

早川洋美筆ペン龍絵画展（～６日） 百石町展示館
１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：早川さん（０９０－６４５９－２６２０）

『津軽の街と妖怪たち』佐々木早希子 妖怪画展（～５日） 百石町展示館
１１：００～１７：００
（５日は１０：００～）

入場料無料　津軽おばけ珈琲等物販あり　問：つがるねっと（０９０－９５３１－１１３１）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト夏の定期公演２０１８

太宰治まなびの家 開演１４：００ 入場料無料（事前予約不要・全席自由）　問：津軽カタリスト代表　平田成直さん（０９０－３１２３－３８６１） 映画・演劇・舞台

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

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

おたのしみおはなし会（他１１・１８・２５日）
弘前図書館
１階　閲覧室おはなしコーナー

４・１８日１１：００～１１：３０
１１・２５日１５：００～１５：３０

参加料無料※事前の申し込みは不要。　対象：おおむね４歳～小学校低学年の児童
内容：「祭り・花火・海」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）

親子クッキング
「簡単親子クッキング」

ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１３：３０
参加費：１名￥２００（当日徴収）※託児１５名まで（１０：００～１２：００）　対象：４歳～小学校低学年　持ち物：エプロン、三角巾
内容：スティックおにぎり、ビシソワーズ、レタスと味付け海苔のサラダ、牛乳のくず餅風デザート
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

弘前大学公開講座「夏休みの数学２０１８」（～５日） 弘前大学理工学部 １０：３０～１５：００
受講料無料　定員：各日４０名※申込は既に締切
内容：８/４「オペレーションズ・リサーチ」、８/５「微分法と積分法が拓いた自然科学・自然哲学」
問：弘前大学大学院理工学研究科総務グループ総務担当（ＴＥＬ０１７２－３９－３５１０　ＦＡＸ０１７２－３９－３５１３）

秋まき野菜の栽培 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

郷土文学館ラウンジのひととき
弘前市立郷土文学館
２階　ラウンジ

１４：００～１５：００

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。
内容：「語る会」の皆さんによる朗読「津軽の詩」
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

その他

弘前大学津軽三味線サークルコンサート 藤田記念庭園　洋館
①１１：００～　②１３：３０～
（公演時間約一時間）

入場料無料
問：藤田記念庭園洋館（０１７２－３７－５５２５）
　　 弘前大学津軽三味線サークル（Ｅメール：hu_shamibu@yahoo.co.jp　 ＨＰ： http://www.geocities.jp/hu_shamibu）

扇舞会 ゆかたざらい 弘前文化センター　ホール 開演１２：００ 入場料無料　問：西川宝翔さん（０１７２－３４－４２０８）

愛宕神社　宵宮 愛宕 夕方～ 店数１５ 宵宮

水

2 木

3 金

７/２５
（水）～

７/３１
（火）～

７/２１
（土）～

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

７/３０
（月）～

７/１
（日）～

７/２８
(土）～

弘前市役所　２階　収納課
<２・９・１６・３０日>１１：００～１２：００、１５：００～１６：００
<２３日>１１：００～１２：００、１５：００～１６：００、１８：００～１９：００
<２６日>１１：００～１２：００、１４：００～１５：００

弘前図書館／岩木図書館／
相馬ライブラリー／ヒロロ３階 こども絵本の森

７/２２
（日）～

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

アート・展示会

講演・講座・セミナー

アート・展示会

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

4 土

1



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

夏休み親子料理教室
ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１３：００
参加料無料　対象：小学生とその保護者１０組（先着順）※申込は既に終了　持ち物：エプロン、三角巾、はし
内容：食育講話、親子料理・試食（炊飯器で簡単チキンライス、野菜と豆のしゃかしゃかサラダ、ビスケットヨーグルトケーキ）
問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

カブトムシＧＥＴだぜ！ 参加料無料※動物広場入場料が必要となる場合があります。　問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

えほんのもりのおはなしかい（他１５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

無料※事前申込不要。　対象：０歳～３歳の乳幼児とその保護者
ブックスタートパックは引換券到着日から１歳の誕生日月末まで、こども絵本の森、弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリーで引き換えができます。
問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業
おもてなし中国語セミナー「実践編第１回」

ＪＲ弘前駅前（ねぷたウィーク） １４：００～１７：００ 参加料無料※初心者大歓迎　　会話・発音重視　　問：弘前市中国語を楽しむ会（０９０－２０２３－６９５０）

ハーバリウム体験教室 裾野地区体育文化交流センター　和室 １０：００～１６：００
参加料￥８００（材料費として）　定員：３０名程度（１０歳以下は保護者同伴）
内容：好きな花を自由に選んでハーバリウムを作ります。
申込期限：８/４　申込・問：裾野地区体育文化交流センター(０１７２－９９－７０７２　※月曜日は休み) へ。

第５回大森勝山じょうもん祭り 史跡大森勝山遺跡 ９：００～１５：００

※雨天決行　参加料無料※事前申込不要
内容：１「おおもりかつやま展望台」（随時）　２「おおもりかつやま遺跡探検隊」（①１０：００②１４：００※４０分程）
        ３「おおもりかつやま縄文クイズラリー」（随時）　 ４「地産地消ふるまい鍋」（お昼ころ）
        ５「ちゃれんじ！野菜焼」（１１：００～１４：００ころ）　 ６「たいけん！竪穴建物」（随時）※屋根かけ体験は１０：００ころ
        ７「ドキドキ！チェンソーアート」（全日）　 ８「わくわく！じょうもん生活」（随時）
        ９「すそのよさこい」※１１：００から地元小・中学生の「すそのよさこい」もあり　 １０「ミニＪＡＺＺコンサート」（１３：００～）
問：青森県弘前市教育委員会文化財課（０１７２－８２－１６４２　平日８：３０～１７：００）

弘前の明治期洋風建築を牽引した大工
堀江佐吉の人柄に触れる旅

集合：弘前市立観光館受付前
解散：専徳寺

１０：００～１３：００

参加費￥３，８００（お茶、昼食付、当日徴収）　募集：１６名（最少催行８名）　締切：８/３
行程：旧弘前市立図書館、青森銀行記念館、最勝院、専徳寺（昼食）※徒歩での移動で３キロほど歩きます。水分補給の準備を。
申込・問：電話、ＦＡＸ、ＨＰより、たびすけ合同会社西谷
　（ＴＥＬ０１７２－５５ー０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　月～金１０：００～１７：００　ＨＰ：http://www.tabisuke-hirosaki.jp）へ

アプリーズの夏まつり（～６日・他１５日）

【第１弾】ノベルティプレゼント（５・６日）館内でのお買い上げレシート合算合計、税込￥３，０００以上で「弘前ねぷたうちわ」プレゼント
　　　　　 ※先着５０名様限定、無くなり次第終了　場所：２階入り口
【第２弾】ねぷた屋台村（５・６日）ビールや焼き鳥などの屋台メニューやカラフルなシードルカクテルを販売。
　　　　　 場所：アプリーズ１階歩廊下
【第３弾】お土産品試食会（１５日）各ショップオススメのお土産品試食会※５０名様限定　場所：２階入り口
問：弘前駅ビル アプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

弘前大学邦楽愛好会　サマーコンサート２０１８
土手町コミュニティパーク
多目的ホール

開場１３：１５　開演１３：３０ 入場料無料　問：代表　渡部さん（０９０－２８８０－９８９１）

弘前大学グラスハープアンサンブル
アンジェリーク サマーコンサート

藤田記念庭園　洋館 ①１１：００～　②１３：３０～ 入場料無料　問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

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

6 月 サンライフ弘前初心者パッチワーク教室
（他２０日・２７日）

サンライフ弘前 １０：００～１２：００
参加料￥４５０（材料費、保険料として）※要事前申込　対象：６０歳以上の市民１０名※申込は既に締切
持ち物：裁縫道具一式　内容：ポーチ製作　　　　　問：サンライフ弘前（０１７２－２７－２８１１）

講演・講座・セミナー

「原爆と人間」パネル展（～１６日）
弘前市役所
１階　市民ギャラリー（土日祝を除く）

８：３０～１７：００
市では、核兵器の廃絶と世界平和の実現を願い、平成２２年１２月に平和都市を宣言しました。
この関連事業として、写真パネルで見る「原爆と人間展」を開催します。　　問：弘前市法務契約課（０１７２－３５－１１３７）

アート・展示会

お腹スッキリ！骨盤リセット体操教室
（～９/２５の毎週火曜日）

克雪トレーニングセンター
トレーニング室

午前コース：１０：００～１１：００
午後コース：１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：市民、各コース１５名※ヨガマット持参
内容：ストレッチポールを使った動きやすい体づくり、骨盤体操※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、
　　　 運動のできる服装で参加を。
問：克雪トレーニングセンター（〒０３６ー８１０１　豊田２丁目３の１　０１７２－２７－３２７４）

ヒロロ健康サークル（他２１・２８日）
ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１１：５０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：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など
　　　 ※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：健康づくり推進課（〒０３６ー８７１１　野田２丁目７の１　０１７２－２７－３２７４）

卓球入門教室 岩木山総合公園 体育館 １０：００～１１：３０
参加料：￥５００※各自傷害保険に加入を。　対象：小学生２０名
内容：卓球の基礎※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：開催日の７日前までに、岩木山総合公園（０１７２－３７－３７５０）へ

スポーツ

お絵かきワークショップ
「ミツメモンスターを作ってみよう」

ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０
イラストレーターさんと一緒に色々な画材を使って、貼ったり、書いたり楽しくオバケを作っちゃいましょう。
定員：２０名　対象：３歳から６歳（託児はありません）　　　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

高齢者スキルアップ・就職促進事業　刈払・剪定講習 百石町展示館 ９：３０～１６：３０
受講料無料※要事前申込　※申込は既に締切
問：日建学院青森校 担当 秋元さん・田中さん（０１７－７７４－５００１）

講演・講座・セミナー

弘前大学　ＯＰＥＮ ＣＡＭＰＵＳ ２０１８ 弘前大学　本町・文京キャンパス
１０：００～１５：００
（受付９：３０～）

事前申込不要
開催企画：研究室訪問／模擬授業／キャンパスツアー／体験学習／図書館見学／
　　　　　　 在学生との交流／学食体験／なんでも相談コーナー
問：弘前大学学務部入試課（ＴＥＬ０１７２－３９－３１９３　ＦＡＸ０１７２－３９－３１２５）

その他

親子で一緒に英語体験１．２．３！
Ｍｉｃｈｅｌｅ先生と一緒に遊ぼう！

ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：３０～１１：２０

外国人の先生と一緒に歌ったりダンスをしたりと、身体を動かしながら英語に親しむチャンスです。
親子一緒に遊びながら英語をインプット・アウトプットしてみましょう！
参加料無料　対象：０歳～就学前の子どもとその保護者２５組（先着順）
申込・問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４　受付時間８：３０～２１：００）

お子様向け催し・
子育て・教育

今から間に合う！基礎英語
～みなさんが主役のおとな英語レッスンです！～
Ｙｕｋｉｋｏ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓ　Ｒｏｏｍ

ヒロロ
３階　文化交流館

１２：００～１４：５０

受講料：１レッスン￥１，５００（税込）
レッスン時間・内容：【必勝基礎英語】１２：００～１２：５０　高校生～大人向けの徹底基礎英語です！多世代交流室Ａ
　　　　　　　　　　　　 【会話英語】１３：００～１３：５０　初級者が無理なく楽しく学べます！多世代交流室Ｃ
                         【パパママ英語】１４：００～１４：５０　おうちで実践！英語で子育てに役立ちます！多世代交流館Ｃ
申込・問：開催日の２日前までに電話かメールで、遠藤由紀子さん（０９０－２０２７－４４０６　Ｅメール：yukkydayo0227@gmail.com）へ

ミサワホームｄｅフラワーアレンジメント教室
（他９/１３）

東北ミサワホーム 弘前展示場 １３：３０～１６：００

レッスン料：各回￥５，０００（花材＋ｔｅａ＆スイーツ付）　定員：各回１０名（先着順）　　持ち物：花ばさみ・持ち帰り用の袋
その他：レッスン後には、ティータイムもあり、紅茶とお菓子のマリアージュもお楽しみいただけます。　講師：木田直子さん
申込方法：担当ホームエンジニア又はフリーダイヤルへお電話にてお申込みください。
※１週間前までのご予約でレッスンにご参加いただけます。キャンセルは１週間前までにお願いします。花材手配の関係上、
１週間以内のキャンセルの場合は、キット又は完成品でのお渡しになります。
予約・問：東北ミサワホーム 弘前展示場（フリーダイヤル０１２０－３３０－４１５）

求人説明会・ミニ面接会
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満員になり次第受付終了
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：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
　　　　「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可）
参加事業所：株式会社スズキ自販青森、社会福祉法会七峰会、株式会社コメリ東北地区本部、株式会社横浜ファーマシー。
問：ヒロロ３階 弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

夏休みは公民館で学習を！（～１７日）
弘前文化センター
２階　第３会議室、和室ほか

９：００～２１：００

中央公民館（弘前文化センター内）では、子どもたちの夏休み期間中の学習場所として会議室などを開放します。
内容：小・中学生、高校生の自習、グループ活動、制作場所として使用できます。
　　　　また、弘前大学の学生が学習サポートや相談に対応します。
※対応日時についてはお問い合わせください。会場、学習サポートとも事前の予約はできません。
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）

お子様向け催し・
子育て・教育

講演会「庭を読む」
～空間と造形から読み解く名園のコンセプト～

瑞楽園（宮舘字宮舘沢） １５：００～１７：００
参加料￥１，０００　対象：市民３０名（先着順）　講師：野村勘治さん（野村庭園研究所代表）
申込・問：電話かＥメールで、三浦造園　三浦さん（０１７２－９５－２２４６　Ｅメール：paysage@jomon.ne.jp）

講演・講座・セミナー

「白神自然環境 人材育成講座」募集説明会
弘前大学創立６０周年記念会館
コラボ弘大　８階　八甲田ホール

１８：３０～

参加料無料　※講座の履修期間：９月末から２年間。受講料：￥７０，０００（２年間分）。
内容：弘前大学の教養科目と白神を深く学ぶ特設科目を組み合わせた、総計１４３時間の講座です。
詳しくは、ホームページの募集要項をご覧ください。
問：弘前大学生涯学習教育研究センター（０１７２－３９－３１４６、ＨＰ：http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/）

その他

Ｐａｇｅ Ｏｎｅ＋みずきちゃん Ｌｉｖｅ＆ｓｅｓｓｉｏｎ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

第４１回「お金と切手の展覧会」弘前展（～１７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（０１７２－３６－１１２０）

「紙しばいと絵本の原画展」
ささやすゆきと絵本の仲間たち（～１９日）

鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

内容：絵本・紙しばい原画の展示と絵本教室の生徒の作品展示　　　※８/１４（火）休館
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

「生死（いきたひ）－看取り・命のバトン－」上映会・講演会
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１６：３０
（開場１３：００～）

参加費：￥２，０００（要事前申込。席は当日先着順）　定員：２００名（定員になり次第締切）
※上映（５６分）後、長谷川ひろ子監督の講演会＋サイン会があります。
【長谷川監督を囲む会（交流会）】
参加費：￥４，０００　時間：１７：３０～２０：００　場所：ヒロロ近くの飲食店（当日お知らせします）
申込方法：申込フォーム（https://goo.gl/forms/u7Zgvv72BW5gj5er2）、
　　　　　　　チラシ裏面に記載されている申込欄に記入してＦＡＸ、メール（hirosakinarrative@gmail.com）にて、
　　　　　　　①氏名②所属③連絡先④上映会・交流会の参加・不参加をご記入の上送信、のいずれかで。
問：いきたひ上映を広める会　ひろさきナラティブ．ｎｅｔ代表木村さん、
　　グリーフケアアドバイザー 佐々木さん（Ｅメール：hirosakinarrative@gmail.com）

映画・演劇・舞台

山の日制定記念親子登山 集合：こどもの森　駐車場 ９：３０～１４：００
親子で久渡寺登山をしよう。　参加料：大人￥５００、子ども￥３００（損害保険料を含む）　対象：親子３０名（先着順）
申込・問：電話かファクスで、日本山岳会青森支部 須々田さん(ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－４４－７２３７）、
　 　　　　山影さん（０１７２－８７－８４７０）

おもちゃ病院（毎月第２土曜日開催）
※今月はおもちゃ広場はありません

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。
問：ヒロロ　３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

パパラボｍｉｎｉ
「パパすごい①」おもちゃを修理

ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１３：３０～１５：３０

毎年開催しているパパラボを今年も開催します。パパ限定企画。お家にある壊れたおもちゃを自分で修理してみませんか。
おもちゃ病院のドクターとなおします。時間内に壊れたおもちゃを持参してください。
参加料無料（事前予約不要）　託児定員：１５名（託児が必要な場合は事前申し込みをお願いします）
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

第４回科学フェスティバル ｉｎ プラザ棟（～１２日）
～科学と３Ｒ・エコのコラボ～

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：３０

Ｍｒ．マサックをはじめとする「まちかど科学館（仮称）プロジェクト会」の講師陣による「科学と３Ｒ・エコのコラボ」の
楽しいイベントです。スタンプラリー開催！いっぱい体験して修了証と景品をもらおう。エッコーも来るよ！
参加料無料※事前申込不要
【ステージ】
●なんだカンダのサイエンスショー①１０：３０～②１２：３０～
●サイエンスショー　びっくり！！ものすごく冷たい世界①１１：３０～②１３：３０～
●Ｍｒ．マサックサイエンスマジック（１２日のみ）１４：３０～
【実験・工作ブース】
●空き缶分別 電磁誘導実験●からくりおもちゃ工作（もちつきうさぎ）●触ってヒンヤリ！冷たいカイロをつくろう
●くるくる回る地球&スズメバチの卵●コケコッコ コップ●ペットボトル空気砲をつくろう●カリンバ（民族楽器）をつくろう
●水のみ鳥をつくろう●プロペラカーをつくろう●エコ燃料 バイオエタノールを知ろう
●使い切ってしまった油で自動車は動くか?（屋外）
●８/１１（土）ジェルキャンドルをつくろう・昔の遊び 万華鏡 糸まき車
●８/１２（日）くるくる変わる絵「カライドサイクル」をつくろう・昔の遊び ガリガリプロペラ もどってこい
【その他】
●パン・クッキーの販売コーナー●エコでおしゃれな木工アクセサリーづくり●木製のおもちゃひろば
●岩木山が見える！クールシェア休憩コーナー
※館内で販売するパンやお菓子、お持ち込みのお弁当などをお召し上がりいただけます。
※内容は変更になることがあります。※ブース、ワークショップは材料がなくなり次第終了させていただきます。
【無料シャトルバス運行】　区間：弘前駅城東口～観光館バスプール～プラザ棟
弘前駅城東口発８：４０／１１：００／１３：２０（直行便）／１４：５０（直行便）
プラザ棟発１２：００／１４：００／１５：４０
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８　９：００～１６：００）

その他

10 金

7 火

8 水

9 木

弥生いこいの広場（現地集合・解散）
１０：００～１５：００※雨天中止。カブトムシが無くなり次第終了。

弘前駅ビル アプリーズ
【第１弾】１０：００～ 【第２弾】１６：００～２１：００ 【第３弾】１０：００～

講演・講座・セミナー

5 日

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート

健康セミナー

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

11 土祝



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

現地歴史学習会

巖鬼山神社と県重宝の津軽惣領主信建の鰐口の由来についてお話します。
参加料：￥１，０００（資料代等）　　定員：３０名
講師：田澤正さん（郷土史研究家）
申込・問：８/１０までに電話で、弘前古文書教室　毛内さん（０１７２－３３－４３２６）　福士さん（０１７２－８７－４１２９）

その他

佐々木久美子ピアノ教室　スタディーコンサート２０１８ 弘前文化センター　大会議室 開場１４：４０　開演１５：００ 入場料無料　問：佐々木久美子ピアノ教室（０１７２－３４－１１２５）

フレディ四季コンサート 第二回「夏　蝶々夫人」 百石町展示館 開場１４：３０　開演１５：００ 入場料：￥２，０００　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前コンセール・リベルテ２０１８ 弘前文化センター　ホール 開場１３：３０　開演１４：００
大人・大学生￥１，０００　中高生￥５００　小学生・６０歳以上無料
問：弘前コンセール・リベルテ（０９０－８７８３－５９８１）

弘前市民文化祭
パーカッショングループ（ファルサ）コンサート２０１８
ラテン音楽の愉しみ

弘前市民会館　大ホール 開場１３：３０　開演１４：００

一般前売￥１，５００（当日￥１，８００）　高校生￥７００　中学生￥５００　小学生以下無料
チケット販売：弘前市民会館／小西ピアノ／弘大生協／紀伊國屋書店弘前店／さくらミュージック／
　　　　　　　　　弘前文化センター内 弘前市社会教育協議会／ＥＬＭインフォメーション
問：弘前市民文化祭実行委員会（０１７２－３１－３０１０）

夏休み自由研究応援！草木の叩き染め体験 弘前城植物園 １０：００～１２：００
参加料￥５００　対象：小学生２０名（先着順）　内容：植物園の木や花をスケッチしたり、ハンカチの叩き染め体験ができます。
申込・問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）へ。

講演・講座・セミナー

スポーツチャンバラ道場（他１８・１９日） 青森県武道館　剣道場 １０：００～１２：００
参加料無料（各自傷害保険に加入を）　定員：小学校以下の児童を含む親子　各１０組程度　※申込は既に締切
※飲み物、タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：青森県武道館（ＴＥＬ０１７２－２６－２２００　ＦＡＸ０１７２－２６－２２０６）

スクラッチゴルフコンペ兼市民ゴルフ場選手権予選 岩木川市民ゴルフ場 ８：３０～１３：００
参加料￥３，５００※各自傷害保険に加入を。　定員：１６名
その他：飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

婚活Ｐａｒｔｙ
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

２０・３０・４０代：
　１３：４５～１５：３０
５０・６０代：
　１０：４５～１２：３０

参加費：男性￥５，０００、女性￥３，０００（参加費は、当日受付にてお支払いください。※初めての方、￥５００割引）
定員：男女各９名（定員に達し次第、受付終了）
その他注意事項：ご自身がステキに見える服装でご参加ください。開催４日前からキャンセル料が発生します。
問：婚活サークルＡｒｈｅａｒｔ～アルハート～（ＴＥＬ０９０－２９５９－４１５８　Ｅメール：arheart@gmail.com）

その他

ＨＩＧＨ　ＨＯＰＥＳ Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売￥１，５００　当日￥２，０００(ドリンクチャージとして別途￥５００）
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

大人のＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ
「Ｈｏｒａｃｅ Ｓｉｌｖｅｒ ＳＯＮＧ ＦＯＲ ＭＹ ＦＡＴＨＥＲ
 ファンキージャズ至宝の名曲」

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）

茂森門前　宵宮（～１３日） 茂森町 夕方～ 店数１５ 宵宮

ヒロロこども映画まつり（～１４日）
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

午前の部：１０：３０～１８：００
午後の部：１３：３０

親子や孫と祖父母など、幅広い年代が一緒に楽しんで鑑賞できるアニメーション作品を無料で上映します。
☆出入り自由・事前申込不要
８/１３①１１：００～１２：１０『花さか爺さん』ほか　②１４：００～１４：４５『銀河鉄道の夜』
　　　　③１５：００～１６：２０『ふしぎの国のアリス』　④１６：３０～１７：４０『ぶんぶく茶釜』ほか
８/１４①１１：００～１２：１０『わらしべ長者』ほか　②１４：００～１４：４５『銀河鉄道の夜』
　　　　③１５：００～１６：２０『ピーター・パン』　④１６：３０～１７：４０『かぐや姫』ほか
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）

お子様向け催し・子
育て・教育

観察会　ペルセウス座流星群を観察しよう 星と森のロマントピア　天文台 １９：００～２１：００
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　毎週月曜日は休み）

その他

みんなでつくるイメージの世界～生き物の形～展
（～１７日）

百石町展示館
９：００～１８：００
（初日１３：００～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

ゆかた着付け講習会 弘前文化センター　第３和室
１２：３０～１６：３０
※時間内出入り自由

受講料無料　定員：１５名　持ち物：浴衣・半幅帯・小物一式
問：笹さん（０８０－２８０８－１２３１）

講演・講座・セミナー

15 水
リフレッシュ☆ストレッチ教室
（～９/１９までの毎週水曜日）

金属町体育センター　集会室 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　内容：自宅で手軽にできるストレッチ体操　※申込は既に締切
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：金属町体育センター（〒０３６－８２４５、金属町１－９、ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）へ。

健康セミナー

吉澤秀香書作展（～９/３０） 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

電動ロクロ体験（～１９日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
参加料￥１，６００（飲み物、器１個、材料・焼成費込）　所要時間：４０分※焼成後、後日お渡しになります（１～２ヶ月後）
予約優先・当日も受付　持ち物：エプロン、タオル　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

気軽にスポーツ体験教室（～１０/１９の毎週金曜日） 金属町体育センター　集会室 １０：３０～１２：００
参加料無料（※各自傷害保険に加入を。）　対象：市民１５名　内容：ラージボール卓球・ソフトバレーボールなど
※申込は既に締切　　※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：金属町体育センター（〒０３６－８２４５、金属町１－９、ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）

Ａｆｔｅｒ ＳＵＰ（アフターサップ）（他２４・３１日） 城北ファミリープール
１回目１８：００～
２回目１９：００～

参加料：１回￥７００（※各自傷害保険に加入を。）　対象：小学校３年生以上各回５名
内容：スタンドアップパドルボードの体験　その他：飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

３５０年の歴史ある神社の年に一度の大祭
『清水大祭』

清水観世音 多賀神社 ９：００～２１：００
参加入場無料　イベント内容：ねまり相撲、ねずみメイク、バルーンアート、ちゃんこ巨大鍋、ステージ演奏（１９：００～）
問：楽しいね東目屋！！実行委員会 代表・笹谷さん（ＴＥＬ０９０－７５２７－０９１４　Ｅメール：enjoy_higashimeya@yahoo.co.jp）

その他

２０１８アカネバレエ教室発表会 弘前市民会館　大ホール
開場１８：００
１８：３０～２０：３０

入場無料（要入場整理券）　問：アカネバレエ教室 渡辺さん（０９０－３９８２－１８１８） ライブ・コンサート

清水観音　宵宮 目屋桜庭 夕方～ 店数３０

小栗山神社　宵宮 小栗山 夕方～ 店数５０

ホビーライフ展（～２１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（０１７２－３６－１１２０） アート・展示会

ソフトテニス教室 岩木山総合公園 １０：００～１５：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。※要事前予約　　定員：幼児、児童１００名
内容：ソフトテニスの基本トレーニング、基本動作
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
※雨天時は室内用シューズの持参を。
申込・問：岩木山総合公園（０１８２－８３－２３１１）へ

高岡の森の夏休みイベント（～１９日）
高岡の森　弘前藩歴史館
（高照神社南となり）

１０：００～１５：３０

事前申込不要
内容（２日間とも）：
①「抜刀術演武・据物切り」真剣を使った抜刀術の演武、畳表の試し斬りを見学できます。（歴史館前）
　 １０：００～１１：００ころ／１４：００～１５：００ころ
②「呈茶」抹茶と茶菓子をお楽しみいただけます。※各日先着１５０名まで（歴史館ロビー）１０：００～１５：３０
③「甲冑着付け」よろい・かぶと（ともにレプリカ）を試着し、撮影できます。
　 ※各日先着３０組まで※カメラは各自ご用意ください。（歴史館映像・談話室）１０：００～１２：００／１３：００～１５：００
※②③は大人一人￥３００の観覧料が必要です。（市内小中学生、６５歳以上の市民は観覧無料）
※歴史館の開館時間は９：３０～１６：３０

●当日は、市役所岩木庁舎から無料シャトルバスも運行します。
【運行経路】市役所岩木庁舎⇔歴史館
◎行き…岩木庁舎発９：３０～１５：３０まで１時間ごとに運行（所要時間１５分）
◎帰り…歴史館発１０：００～１６：００まで１時間ごとに運行（最終１６：３０発、所要時間１５分）
※シャトルバスの運行は、８/１８・１９のみです。※岩木庁舎の停留所は、正面ロータリー側玄関前です。
※満席（４５席）に達した場合、次の便までお待ちいただくことがあります。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

弥生いこいの広場キャンプ大会！
(～１９日※１泊２日）

弥生いこいの広場　オートキャンプ場
１８日　受付開始１１：００
　　　　 開会式１７：００
１９日　イベント終了１１：００

参加料：１組（１区画）￥５，０００　　定員：３０組（３０区画、先着順）
持ち物：キャンプに必要なもの※テントなどのレンタル用品（有料）も用意しています。（雨天決行）
内容：じゃがいも収穫、工作教室、ビンゴ大会、夜の動物観察など
申込締切：８/１３
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６ー２１１７）

夏休み親子体験！！カラフル石けん作り
参加料：１組￥１，５００　　対象：親子、各回１２組（先着順）
申込・問：7/１４の１０：００から弘前市総合学習センター内 学習情報館窓口へ（０１７２－２６－４８００）

アップルウェーブカルチャー教室
「歌う書道家 静桜の『せーので★書道塾！！』」

土手町コミュニティパーク １３：００～１４：３０
受講料：￥２，０００（お申込み時にお手続きください）　受講対象：小学校３年生以上。親子で参加も大歓迎！！
講師：歌う書道家 静桜　申込方法：ＦＭアップルウェーブのカウンターにて
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間１０：００～１８：００）

郷土文学館企画展記念講演会
テーマ：「加藤謙一の人生を変えた出会い」

弘前市立図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１５：００
現在開催中の第４２回企画展「名編集長・加藤謙一　-『少年倶楽部』から『漫画少年』へ-」を記念して、講演会を開催します。
入場料無料　　講師：加藤丈夫さん（国立公文書館館長）
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。

夏の病害虫防除法 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

藍染め体験教室（他２５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
１８日９：３０～１２：３０
２５日９：３０～１２：００

参加料無料※要事前予約
対象:両日参加できる小学校５年生以上２０名（小学生は保護者同伴）※申し込み多数の場合は、初参加の人を優先します。
持ち物：ハンカチやバッグなど、藍で模様を入れたい木綿製品１点※汚れてもよい服装でおいでを。
講師：齊藤サツ子さん（青森県環境パートナーシップセンター会員）
申込・問：８/５の９：００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

多重債務・消費生活法律相談会
ヒロロ
３階　市民生活センター

１３：３０～１５：３０

相談料無料　対象：市民４名（先着順）
内容：多重債務者が、債務を整理して生活再建に向かうための手助けとして、弁護士が相談に応じます。
　　　　また、多重債務以外の消費生活に関する法律相談にも応じます。
申込・問：市民生活センター（０１７２－３４－３１７９）へ。

相談会

ひろさき歴史体感ツアー　Ａコース
「大森勝山遺跡」と「砂沢遺跡」を巡る

集合：弘前市立観光館 １３：００～１６：００

市では、毎年夏に遺跡などをバスで巡るツアーを開催しています。
今回は３つのコースで開催します。この機会に弘前の歴史を体感してみませんか。
参加料無料　定員：４０名（先着順）
内容：約３，０００年前のストーンサークルを有する「大森勝山遺跡」と、弥生時代日本最北・東日本最古級の
　　　　水田跡「砂沢遺跡」を巡ります。
申込受付：７/２５～（１名１コースのみ、重複申し込みはできません）　※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）
申込・問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２　受付時間９：００～１７：００※土・日曜日、祝日を除く）

その他

弘前工業高校吹奏楽部第１５回定期演奏会 弘前文化センター　ホール 開場１４：３０　開演１５：００ 入場無料　問：弘前工業高校吹奏楽部（０１７２－３２－６２４１）

ＮＨＫカルチャー
「リコーダーアンサンブルを楽しもう」発表会

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １４：００～１５：３０ 問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

懐かしいフォークソングをもう一度！
ａｔｏｍ ソロコンサート

喫茶れもん 開場１３：３０　開演１４：００ 入場無料（要ドリンクオーダー）　問：ａｔｏｍ（０９０－４８８０－０４２３）

ＲＩＮＧＯ ＭＵＳＵＭＥ ＬＩＶＥ ２０１８
『ＲＩＮＧＯＳＴＡＲＳ Ｖｏｌ．３』（～１９日）

弘前中三　８階　スペースアストロ 問：中三弘前店（０１７２－３４－３１３１）

ＨＩＧＨ　ＨＯＰＥＳ ～Ａｌｏａｄ Ｍｙ Ｔａｉｌ
“Ａｃｅ ｉｎ ｔｈｅ ｈｏｌｅ ＴＯＵＲ ２０１８”～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売り￥１，５００　当日￥２，０００　※ドリンクチャージとして別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

高杉加茂神社　宵宮 高杉 夕方～ 店数３０ 宵宮

14 火

17 金

13 月

12 日

弘前市総合学習センター
①１０：３０～、②１３：００～、③１５：３０～
※所要時間は１時間３０分程度。

宵宮

お子様向け催し・
子育て・教育

巖鬼山神社
１４：００～１６：００
集合：１３：２０までに、観光館バスプールへ。（送迎バス利用）
※送迎バスを利用しない人は午１４：００までに現地へ集合。

ライブ・コンサート

スポーツ

ライブ・コンサート

11 土祝

スポーツ

18 土

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート



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

ブックスタートおはなしかい（他２９日）
ヒロロ３階
こども絵本の森　おはなしコーナー

１０：３０～１１：００

参加料無料※事前申込不要。　対象：０歳児とその保護者
ブックスタートパックは引換券到着日から１歳の誕生日月末まで、こども絵本の森、弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリーで引き換えができます。
問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

弥生いこいの広場の催し
動物広場イベント

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

保育のお仕事出張相談会
ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１５：００

相談料無料
内容：保育所保育指針改訂ポイント講座（１１：００～１１：３０）、県保育士・保育所支援センター職員による個別相談、
　　　 保育求人情報の閲覧・紹介
申込・問：青森県社会福祉協議会福祉人材課（０１７－７１８－２２２５）

相談会

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

広い庭園の中で静かに季節を感じる茶屋にて中国茶会を毎月開催しています。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。茶席は椅子席です。ゆったりとしたひと時をご一緒しませんか？
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）

めぐり愛バスツアー 集合：弘前駅城東口 １３：００～１９：３０

参加料：￥３，０００　定員：男女各２０名
対象：２０歳以上６０歳未満の独身者で、
　　　　弘前圏域市町村（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）に在住・在勤する人
内容：板柳町でクッキーづくり体験、黒石市で街歩き、弘前市で懇親会
※申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
申込・問：８/１０までに、ひろさき広域出愛サポートセンター（０１７２－３５－１１２３、Ｅメール：h-deai@city.hirosaki.lg.jp）へ。

＃不登校は不幸じゃない in 弘前
ヒロロ３階
多世代交流室１

１３：００～１７：００

参加料無料　　対象：学校が辛いお子さんやその保護者、および、過去に不登校の経験がある人
内容：不登校の当事者や不登校経験がある人との座談会など
※開催時間や内容が変わる場合がございます。また、不登校の当事者でない方で参加を希望される方は
　事前に主催者にお問い合わせください。
申込・問：＃不登校は不幸じゃない in 弘前主催　斎藤美佳子さん（０７０－５０２１－８８３３　ＴＷ：@urabetti）

サエラサロン　みんなでうたいましょう 弘前文化センター　ホール 開場１４：００　開演１４：３０ 入場料￥１，０００（税込・全席自由）　問：サエラ事務所（０１７３－２６－７７５５）

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

歌謡＆舞踊ショー 岩木文化センター「あそべーる」 １２：００～１６：００ 観覧無料　問：西谷さん（０９０－２０２３－６３３０）

チェロアンサンブルコンサート
「Ｎ響チェロ奏者 三戸正秀と仲間たち」

百石町展示館 １４：００～ 入場料無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

大石神社　宵宮 大森 夕方～ 店数２０ 宵宮

竹村松博「彫刻展」（～９/２０） ギャラリーあねっこ ★９：００～１８：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

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　対象：５歳以下の子どもの保護者と家族
内容：育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談。※プレママさんも相談できます
※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

ナイターノルディックウォーキング後期
（他２７日、９/３・１０日）

弘前公園（受付は市民体育館） １８：３０～１９：４５

参加料：１回￥２００（ボールレンタル代別途￥１００）　定員：各２０名（定員になり次第締切）
内容：ポールを使ったウォーミングアップとクールダウン弘前公園内外をノルディックウォーキング実践
※希望日だけの参加も申込み可能
問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５　※毎週火曜日休館　開館時間９：００～２１：００）

健康セミナー

夜間納税相談（～２４日） 市役所２ 階　収納課 １７：００～１９：３０

収納課では、日中や平日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。
【市税等の納付について】
市税等については、全国のゆうちょ銀行（郵便局）で納付ができる「払込取扱票」を利用することができます。
必要な人は問い合わせを。
問：弘前市役所収納課（ ０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

相談会

第１９回　秋桜の会（～２２日） 百石町展示館 １０：００～１９：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） その他

温水プール石川水中エクササイズ（他２８日） 温水プール石川 １３：００～１３：４５

参加料無料（各自傷害保険に加入を）　対象：６５歳以上の市民各回２０名（先着順）
内容：水中での歩行、ジャンプ、キックなどのエクササイズ　持ち物：飲み物、水着、水泳帽、バスタオル
申込方法：往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、申し込みを。
※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。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

テニス体験教室（夜）（～１０/９の毎週火曜日） 運動公園　庭球場 １９：００～２１：００
参加料無料（各自傷害保険に加入を）　対象：未経験者・ラリーの続かない人（学生を除く）１０名　※申込は既に締切
内容：基本のストローク　その他：飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：７/３１までに、弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）へ。

スポーツ

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

１３：３０～１５：００
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）

こころの健康相談 弘前市保健センター ９：００～１１：００

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、保健師が相談に応じます。
相談無料※要事前予約　対象：市民
申込・問：健康づくり推進課内　弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０　平日８：３０～１７：００）
※「こころの病気」の治療をしていない人を優先します。現在治療中の人は、まず主治医に相談してください。

石川送り盆 石川 夕方～ 店数１５ その他

弘前の歴史的文化遺産講座
「明治１５０年 弘前の文明開化」
（～１０/２４の毎週水曜日）

弘前文化センター １０：００～１１：３０

参加料無料　対象：原則全１０回の講座すべて受講可能な人３０名※応募多数の場合は抽選で決定。
申込方法：８/６までに、郵送かファクス（郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を記入）で、
　　　　　　 今井二三夫さん（〒０３６－８３３３、若党町７５の２、ＦＡＸ０１７２－３２－９２７２）へ。
問：弘前文化財保存技術協会 今井さん（０１７２－３２－９２７２）

アップルウェーブカルチャー教室
人間力をＵＰしよう！
『暮らしに活かす聴くチカラ
　～コミュニケーションの第一歩～』

土手町コミュニティパーク １３：００～１４：３０

コミュニケーションは暮らしの中でとても大切な役割を果たしています。
家族関係からお友達やご近所、ＰＴＡ活動などの友人知人関係、職場関係など。
「関係性」の中にコミュニケーションは必ず存在し、「繋ぐ」という役割を担っています。
コミュニケーションってなんだろう？を紐解く人間力ＵＰの学びです。
受講料￥２，０００　講師：色彩ライフコンサルタント田村静香さん　お申込みは「アップルウェーブのカウンター」まで
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８）

リフレッシュ理科教室　マイコンでプログラミング！
弘前大学　文京町キャンパス
 理工学部　１号館

①１３：００～１５：００
②１５：３０～１７：３０

傾きでＬＥＤが点灯するバランスボールを作ろう。
参加料無料※要事前予約　対象：小学生４～６年生・中学生（いずれも保護者同伴可）、小中学校教員（教諭・指導員等）
定員：小中学生２０名、小中学校教員１０名（いずれも先着順）　申込先ＨＰ：http://annex.jsap.or.jp/tohoku/index402.html
問：弘前大学 広報担当 渡辺さん（Ｅメール：ryowat@eit.hirosaki-u.ac.jp）

テニス体験教室（午前）（～１０/１７の毎週水曜日） 運動公園　庭球場 １０：００～１２：００
参加料無料※各自傷害保険に加入を　対象：未経験者・ラリーの続かない人（学生を除く）１０名　※申込は既に締切
内容：基本のストローク　その他：飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

水泳教室<クロール>（～９/７の毎週水・金曜日） 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。　　定員：呼吸が苦手で２５ｍ泳げない市民１５名　　内容：クロール呼吸練習
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：８/１４までに、往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、
温水プール石川（〒０３６ー８１２３　小金崎字村元１２５　　ＴＥＬ０１７２－４９－７０８１）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

弘前城植物園ボランティア募集 弘前城植物園 ９：００～１２：００
定員：１０名程度※要事前申込　　内容：草取り、かん水、花苗植え
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

その他

青い森の瑠璃２０１８（～２７日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ ガラスアクセサリーと食器　問：鳴海要祈念陶房館（０１７２－８２－２９０２） アート・展示会

ベテランズセミナー
「知っておきたい薬の知識～くすりの正しい使い方～」

弘前文化センター
２階　中会議室

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：薬の服用の適切なタイミングや量、方法や期間、飲みあわせの良し悪しや副作用など、安全に服用するための知識を
分かりやすく解説します。
講師：相馬渉さん（ファルマ弘前薬局薬局長）
申込・問：８/２０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

目の見え方などに関する相談教室
（他９/２７、１１/２９）

弘前市総合学習センター
１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

相談料無料※要事前申込
内容：見えにくさへの対処方法、見え方に配慮した遊ばせ方・育て方、学級での指導方法、
　　　 生活に活用できる便利グッズの紹介など。保護者や学校の先生なども利用できます。
申込・問：県立盲学校内 ロービジョン相談支援センター（０１７－７２６－２２３９　平日９：００～１６：００）

相談会

求人説明会・ミニ面接会
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満員になり次第受付終了
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：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
　　　　「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可）
参加事業所：株式会社芳賀信建設、株式会社バリューＨＲ、社会福祉法人 つがる三和会、株式会社スコーレ
問：ヒロロ ３階 弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

第１３回青森独立書展（～２６日） 百石町展示館
９：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

Ｅｄｅｎ ｒｏｏｍ ｃａｒｔｎｎａｊｅ ｗａｒｋｓｈｏｐ
フランスの伝統工芸カルトナージュ（～２５日）

スマイルホテル　１階　Ａ．ｓｅｌｅｃｔ ①１０：００～　②１４：００～
参加費￥３，０００＋ｔａｘ(材料費込）　定員：２０名様　所要時間：約２時間
３色の中からお好きな色をお選びいただけます。
申込・問：Ａ．ｓｅｌｅｃｔ（０１７２－３４－２２４８）

講演・講座・セミナー

チェア体操教室（～９/１４の毎週金曜日） 河西体育センター　会議室 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　内容：椅子に座ってのストレッチ等
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。
申込・問：８/１４までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、河西体育センター
（〒０３６－８３１６、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。

健康セミナー

武術講習会（～２５日）

参加料：①￥５，０００　②③￥４，０００※各自傷害保険に加入を。　　定員：①②各２０名程度　③１０名程度
内容：①②中国武術、③木刀や杖を用いた自然な動きなど。
※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：日本韓氏意拳学会青森分館　櫻庭さん（０９０－７０６５－９０７６）

スポーツ

原爆と人間展〈パネル展・ＤＶＤ上映会〉（～２５日）

ヒロロ　３階
パネル展：イベントスペース（両日）
ＤＶＤ上映会：
　「２４日」多世代交流室Ｄ
　「２５日」多世代交流室１

パネル展示：
　１０：００～１７：００
ＤＶＤ上映会
　①１１：００～　②１３：００～

問：ヒロロスクエア　交流エリア（０１７２－３５－０１５４） その他

24 金

清水交流センター
①韓氏意拳初級講習会：２５日　１３：１５～
②韓氏意拳養生功講習会：２４日　１８：３０～
③剣体研究会講習会：２５日　１６：００～

21 火

22 水

23 木

19 日

20 月

お子様向け催し・
子育て・教育

その他

ライブ・コンサート

相談会

スポーツ

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

ふたごちゃん　みつごちゃん交流会
「ふたごちゃん・みつごちゃんあつまれ～」

ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：５０

ツインズサークル小学校のお兄ちゃんやお姉ちゃんと一緒に遊びながら、イラストレーターの藤原さん自作はんこを使って
ペタペタ自分マークの袋を作ります。不要になったおもちゃやお洋服のリユース会もします。
小っちゃくなった洋服などがあったらお持ちください。（有料で譲りたい方は値段を付けてお持ちください。）
先輩ママさんに幼稚園・保育園・学校の事色々聞いてみましょう。
ワークショップ材料費：１家族￥５００
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

弘前カウンセリング研究会ワークショップ 藤田記念庭園 茶室 １０：００～１６：００

カウンセリングに関心があり、学んでみたい人を対象にワークショップ（講話と話し合い）を開催します。
参加料￥１，０００（昼食・茶菓代を含む）　　対象ｊ：市民２０名
内容：カウンセリングの視点から“「話がかみあわない」のモトを考える”
申込・問：８/２２までに電話で、弘前カウンセリング研究会 土田さん(０１７２－８７－４０７２）、桜庭さん（０１７２－３３－２４３５）へ

初心者向けりんご研修会
（葉とり・玉まわし）

りんご公園　駐車場
１０：００～１１：３０（雨天決行）
※荒天の場合は９/１へ延期

参加料無料　　対象：りんご作業に興味のある市民、弘前市で就農を希望する人２０名程度
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、雨がっぱ（雨天時）
内容：りんごの葉とり、玉まわし研修（実技研修、作業ＤＶＤの視聴など）　講師：青森県りんご協会職員
申込・問：８/２２までに電話で、青森県りんご協会（０１７２－２７－６００６）

チャイルドラインボランティア養成講座 弘前大学教育学部ほか １３：００～１５：００

悩みを持った子どもの心の声を聴く、電話の受け手ボランティア養成講座を開催します。（全１０回）
受講料：１回￥１，０００（学生は￥３００）　対象：１８歳以上の市民
内容：電話で子どもたちの話を聴くための学びとトレーニング※２回目以降の日程などはお問い合わせください。
申込・問：８/２２までに、電話かファクスで、チャイルドライン弘前地区事務局 伊丹〈いたみ〉さん
（０９０－３１２９－４５８１　ＦＡＸ０１７２－５２－４６６１）へ。

ひろさき歴史体感ツアー　Ｂコース
「如来瀬石切丁場跡」と「高照神社馬場跡」を巡る

集合：弘前市立観光館 １３：００～１６：００

市では、毎年夏に遺跡などをバスで巡るツアーを開催しています。
今回は３つのコースで開催します。この機会に弘前の歴史を体感してみませんか。
参加料無料　定員：４０名（先着順）
内容：弘前城石垣に使われた石を切り出した「如来瀬石切丁場跡」と、
　　　　昨年度に整備した江戸時代の馬場跡「高照神社馬場跡」を巡ります。
申込受付：７/２５～（１名１コースのみ、重複申し込みはできません）　※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）
申込・問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２　受付時間９：００～１７：００※土・日曜日、祝日を除く）

その他

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）

ふれあいファミリーコンサート
～東北の子守唄と童謡・唱歌～

弘前文化センター　ホール 開場１３：００　開演１３：３０

子守唄・童謡・唱歌などを通して、親子の絆を再確認してみませんか？
参加料無料（全席自由）※要事前申込　　対象：市内および近隣市区町村の住民５００名（先着順）
演奏曲（予定）：青森の子守唄、江戸の子守唄、小さい秋みつけた、夕やけ小やけなど
申込・問：８/２０までに、はがきかファクスまたはＥメール（住所・氏名・電話番号・参加希望人数を記入）で、
日本子守唄協会（〒１１１ー００５３　東京都台東区浅草橋１の３２の６ 長尾第２ビル４階
ＴＥＬ０３－３８６１－９４１７　ＦＡＸ０３－３８６１－９４１８　Ｅメール：info@komoriuta.jp、　ＨＰ：http://www.komoriuta.jp）

日本教育書道会中弘南黒地区書道展作品展示
（～２７日）

弘前文化センター　大会議室
２６日１２：００～１７：００
２７日９：００～１６：００

問：日本教育書道会（０１７２－３３－６６８８） アート・展示会

月例登山「盛夏の山　太陽の道」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
参加料無料　持ち物：飲み物、昼食、タオル、替えの下着・靴下、雨具（雨天決行）
申込・問：８/２５までに電話でこどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）、
　　　　　　弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）へ

お子様向け催し・
子育て・教育

「らの会」によるミニセミナー 市民会館　第１小会議室 １０：００～

参加料無料※事前申込不要。　　定員：各３０名（先着順）
内容：①１０：００～「ケースで学ぶ福祉サービス利用法」　講師：中谷恵さん（社会福祉士）
　　　  ②１１：００～「知っておきたい年金制度」　講師：奈良尚子さん（社会保険労務士）
問：専門家集団「らの会」　三上さん（０１７２－３８－１８２９）

平成３０年度　みんなで知ろう！
がんフェスティバル
～自分らしく過ごすためにできること～

土手町コミュニティパーク １２：００～１６：３０

参加費無料
【プログラム】
・１２：００　開場　／　・１２：３０～１２：３５　開会のあいさつ
・１２：３５～１２：５５　伝授！！体力あっぷ体操
・１３：０５～１３：３５　知らねば損だべ～　青森県の新しいがん対策
・１３：３５～１３：４５　がん相談支援センターってなんだば？
・１３：５５～１４：４５　あの蝦名先生が伝えるホントの緩和ケア
・１４：４５～１５：０５　伝授！！体力あっぷ体操　第２弾
・１５：２０～１５：４０　市民サークル　津軽カタリスト「（朗読劇）はしれメロス」
・１５：５５～１６：２５　いつでもどこでもかんたん椅子ヨガ
・１６：３０～１６：３５　閉会のあいさつ

【プチセミナー　１０分】
①１２：３５～１２：４５　「がんとこころ～自分の人生を物語るために～」
②１３：００～１３：１０　「ちょっときいてよ！禁煙についてのいいお話」
③１３：２５～１３：３５　「そうだったのか！放射線治療」
④１３：５０～１４：００　「アラカルト・ウォーキング」
⑤１４：１５～１４：２５　「食欲がないときの食事の工夫」
⑥１４：４０～１４：５０　「心と身体の緊張をほぐす～ヨガの呼吸法～」
⑦１５：０５～１５：１５　「在宅療養を支える訪問看護ステーションの紹介」
⑧１５：３０～１５：４０　「抗がん剤の副作用～お薬の豆知識～」
⑨１５：５５～１６：０５　「治療にかかるお金のはなし」
問：弘前大学医学部付属病院　がん相談支援センター（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－５１７４）

休日納税相談 市役所２ 階　収納課 ９：００～１６：００

収納課では、日中や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。
【市税等の納付について】
市税等については、全国のゆうちょ銀行（郵便局）で納付ができる「払込取扱票」を利用することができます。
必要な人は問い合わせを。
問：弘前市役所収納課（ ０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

無料よろず相談会 弘前市民会館　第１・第２小会議室
１３：００～１６：００
（受付１５：３０まで）

相談無料※事前予約不要
内容：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、社会福祉士などの専門家が、あらゆる相談に応じます。
問：専門家集団「らの会」 三上さん（０１７２－３８－１８２９）

ひろさき歴史体感ツアー　Ｃコース
「堀越城跡」と「乳井茶臼館」を巡る

集合：弘前市立観光館 １３：００～１６：００

市では、毎年夏に遺跡などをバスで巡るツアーを開催しています。
今回は３つのコースで開催します。この機会に弘前の歴史を体感してみませんか。
参加料無料　定員：４０名（先着順）
内容：津軽為信の居城「堀越城跡」と、為信が南部氏から独立する際に戦場ともなった中世の城館「乳井茶臼館」を巡ります。
申込受付：７/２５～（１名１コースのみ、重複申し込みはできません）　※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）
申込・問：弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２　受付時間９：００～１７：００※土・日曜日、祝日を除く）

弘前市青年交流会
農家と出会えるＦｒｕｉｔｓ＆ＢＢＱ

集合・解散場所
弘前市立観光館バスプール

集合：１０：００
※１６：００解散予定

参加料：男性￥４，５００　女性￥２，５００　　対象：２５歳～５０歳の独身男女（男性は市内在住の農業青年）各１２名
内容：森の中の果樹園（十面沢字轡）で旬の果物狩りを体験した後、星と森のロマントピアに移動し、バーベキューを
楽しみながらの交流パーティーを行います。（雨天決行）
申込・問：８/１７までに、電話かＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で
　　　　　　市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。

劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＯＭＦＯＲＴ公演
『じゃないもの』

スペース　デネガ 開場１５：３０　開演１６：００
前売：一般￥２，０００　学生￥１，５００　当日：一般￥２，５００　学生￥２，０００
チケット取扱：デネガ企画／劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ／飲食ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ
問：劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＯＭＦＯＲＴ（０９０－１６６４－４５５４）

ライブ・コンサート

のびのび子ども相談
相談料無料※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：８/６～２４日に弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ

お子様向け催し・
子育て・教育

こぎんの学校２０１８ 弘前市民会館　大会議室 １０：００～１５：００

【１時間目】１０：００～１２：００(受付９：３０～）
　　　　　　　幻のこぎん映画「津軽こぎん－高橋寛子」上映会＆高橋寛子さんの図案を刺すワークショップ
【２時間目】１３：００～１５：００(受付１２：３０～）
　　　　　　　山端家昌さんによる「古作こぎん研究会」ｉｎ弘前Ｖｏｌ．２
授業料：１時間目のみ：￥２，０００、２時間目のみ：￥２，０００、１・２時間目とも受講：￥３，５００　定員：各４０名（先着順）
申込・問：メールでお名前、ご住所、電話番号、受講時間をご記入の上、
　　　　　　津軽工房社（０８０－１６７５－３７５３　Ｅメール：tugarukoubousya@yahoo.co.jp）へ
　　　　　　※返信メールにて振込先をご案内します。振込確認と同時に申込完了。店頭での申込も可。

講演・講座・セミナー

キッズ広場(他２９・３０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。
今月は敬老の日プレゼント製作をします。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：【２８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。
　　    【２９日】１歳７ヵ月～２歳３ヵ月（２歳のお誕生会もします）
　　    【３０日】１歳１ヵ月～１歳６ヵ月
定員：各２０名　内容：「おじいちゃん・おばあちゃんにプレゼント」
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

“こそもり”セミナー
「わたしらしい生き方・仕事・子育て」

ヒロロ
３階　多世代交流室１

１０：００～１２：００

自分を知り生き方を見つめ直すことは、子どもにとって生き方のモデルや基準になります。
“私”らしい生き方のために自分と向かい合い、今の大切を探して、不安を解消しましょう！
講演：教育カウンセラー・元幼児教育者　阿部尚子さん
ゲスト講師：スマートフットワーク代表 あんよせらぴー主宰 境江利子さん
　　　　　　　「先輩ママに聴いてもらおう！わたしの不安・ママの不安」
参加無料（お茶・スイーツ付き）※無料託児あり。託児は要事前予約。託児対象は概ね生後６ヶ月～小学校６年生まで。
定員：先着２０名　参加資格：仕事を考えている子育て女性の皆さん
問：こそもり事務局
（０１２０－９７３－５１１　平日９：００～１８：００　Ｅメール：kosomori@japan-mtc.com　HP：http://www.kosomori.com）

講演・講座・セミナー

 Ｓ．Ｐ．Ｎ ＰＯＷＥＲ企画「漢祭り２０１８」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

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

風景と人物への模索　渡邊司クレパス画展
（～９/２）

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） アート・展示会

日独交流コンサート　ドイツ音楽の世界
弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

開場１８：３０　開演１９：００
チケット一般￥３，０００　学生￥１，５００　ペアチケット￥５，０００
チケット販売先：名曲喫茶ひまわり／ヒロロ１階インフォメーション／弘前文化センター／中三弘前店
問：日独交流コンサート実行委員会　山形さん（０９０－５９５１－６２１３）

ライブ・コンサート

31 金 ベビー広場
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。
　　　　今月は敬老の日のプレゼントを持ち帰ります。
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

27 月

28 火

30 木

25 土

26 日

弘前市保健センター
９：３０～１５：００(受付１４：００まで）
※時間予約制。相談が終わり次第終了

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

相談会

その他



津軽ひろさき街歩きツアー

日 曜日 イベント名

じゃわめぎ体幹　心揺さぶる　魂の響き
【津軽三味線三昧】（～１１/３０）
（※各店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、年末年始は休
み）

弘前公園観光人力車（～１１/１１）

ねぷたまつりの裏側へご案内
【弘前ねぷた予習ツアー】（～４日）

ＤＥＥＰなひろさきの人情にふれる旅
【夕暮れ路地裏散歩】（毎週木曜日）
（※８/１３・１４日、９/２３、年末年始、３/２１は休み）

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、８/１３・１４日、９/２３、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始３/２１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】
（※８/１１～１４・９/２３・年末年始、３/２１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！）
（※８/１３・１４日、９/２３、年末年始、３/２１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』】
（※各店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、年末年始は休み）

津軽家ゆかりの古刹（こさつ）を訪ねて
【タクシーで巡る「古都ひろさき」と和料理満喫】
（※各店舗店休日、さくら・ねぷた期間、年末年始は休み）

あなたがつくる世界にひとつだけのＢＵＮＡＣＯ
【ブナコ製作体験 タクシープラン】

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】
（※店舗店休日、さくら・ねぷた期間中、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】
（※８/１１～１４、９/２３、年末年始、３/２１は休み）

弘前の思い出　形に残そう　一針ひと針に想いを込めて
【津軽の手しごと「こぎん刺し」体験とレトロ洋館散歩】
（※毎週日曜日は休み）

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！】

４/１
（日）～

４/１８
（水）～

・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３日前まで　・参加料：お一人様￥１，０００（税込・弘前公園有料区域入場料含む）
・定員：毎回１０名（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
弘前の観光スポットと言えばご存知、弘前城。２０１５年には石垣修理工事に伴う天守の曳屋工事で「動く城」として世間を賑わせました。
東京ドーム約１０コ分の広大な城郭を、いいとこどりでご案内します。♪

９：００～１６：００(最終乗車受付)
弘前公園追手門・東門←→下乗橋
※いずれか片道、約１５分程度の乗車となります。

乗車料金：１台￥３，０００(税込)※当日受付ＯＫ　乗車定員：２名まで
※天候により営業期間は変更になる場合があります。※荒天時は営業を見合わせることがあります。
※事前予約をご希望の方は、弘前観光コンベンション協会まで電話・ＦＡＸ・メールでご連絡ください。
【ご乗車された方への特典】
観光人力車乗車券のご提示で弘前城本丸・北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園へ団体料金で入園できます。
弘前公園の入り口と下乗橋をつなぐ、ちょっぴり贅沢な旅の思い出を作ってみませんか？

通年
（※

例外日
あり）

※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　・体験料：お一人様￥１，０００　・対象：中学生以上　定員：１～２０名まで
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）

８/１
（水）～

※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
・選べる和料理店：ｇ．割烹　藤棚（日曜日休み）　ｈ．おまかせ料理　すゞめのお宿（日曜日休み・月１回不定休）
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　・選べる喫茶店：ｄ．サロン・ド・カフェ アンジュ（無休）　ｅ．大正浪漫喫茶室（無休）　ｆ．ブラッスリー・ル・キャッスル（無休）
海もないのに、弘前には明治時代の洋風建築物が。
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♪

・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⇒石場家住宅⇒誓願寺
⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒和料理店

※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・喫茶代・施設入館料含む※レストラン山崎を選択の場合は＋￥５００
・定員：２名様より催行　・ガイド：北星交通
・選べるフレンチ店　ａ．レストラン山崎（毎週月曜日休み）　ｂ．ポルトプラン（毎週日曜日休み）　ｃ．シェ・アンジュ（毎週日曜日休み）
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、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！

・午前の部　９：１５～１３：０５（タクシー移動）
・午後の部１３：００～１６：５０（タクシー移動）
・コース行程：弘前市内宿泊施設⇒ブナコ西目屋工場見学・制作体験
⇒ＢＵＮＡＣＯ ＣＡＦＥで飲食⇒弘前市内宿泊施設

午前コース：１０：３０～１１：４０
午後コース：１４：００～１５：１０　※所要時間７０分
コース行程：藤田記念庭園⇒弘前公園追手門口⇒南内門⇒下乗橋
⇒弘前城本丸⇒北の郭・武徳殿

※要予約：実施日の７日前まで
・参加料：お一人様￥１０，０００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入場体験料料含む
・定員：２名様より催行　・ガイド：北星交通
・選べる津軽三味線居酒屋：ｉ．あいや（不定休）　ｊ．津軽三味線ダイニング 響　ｋ．杏（不定休）
津軽といえば、津軽三味線！津軽三味線に触れ実際に奏でる体験をしたあとは、津軽三味線酒場で
生の迫力ある演奏をききながら郷土料理をご堪能♪まさに、津軽三味線三昧コースです。

・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）

・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⇒石場家住宅⇒長勝寺⇒最勝院五重塔
⇒誓願寺⇒革秀寺⇒岩木山神社⇒高照神社⇒山のホテル（昼食）
⇒弘前市内中心部

１７：３０～１９：００（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
⇒吉野町緑地⇒土淵川⇒一番町坂
⇒鍛冶町界隈⇒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（税込・記念品付）
・定員１０名　ガイド団体：弘前路地裏探偵団
童心に帰り、探偵ごっこをしながら夕暮れ時の弘前のバックストリートを探検する９０分！
ディープな弘前を知りたいのならこのコースがおすすめ♪

●ツアーオプション　夕暮れ路地裏散歩がプラス二千円でちょい呑みクーポン付に！
津軽弘前屋台村かだれ横丁で使えるクーポン３枚セット（１ドリンク＋おつまみ１品×３枚）。
お店前で解散後、お客様のペースでゆっくりとお食事をお楽しみください。

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒貞昌寺⇒稲荷神社
⇒袋宮寺⇒最勝院五重塔⇒追手門広場

※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？

ツアー内容・備考

※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

※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。
今も残る往時の町割が歴史を物語ります。

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒日本弘前昇天教会⇒土淵川⇒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

※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　・お食事処：「マタギ亭」
パワースポットとしても名高い岩木山神社・高照神社をタクシードライバーがご案内。
神聖なおいしい空気を吸ったあとは･･･
マタギ（狩人）達が好んで食べた山菜等が入った混ぜご飯「マタギ飯」をどうぞ♪

１４：００～１７：００(約３時間）
・コース行程：弘前市立観光館⇒弘前城
⇒津軽藩ねぷた村（囃子体験・見学）
⇒亀甲広場（ねぷた小屋）⇒桜大通り

・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⇒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

※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　・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！
教会や洋風建築が自然と生活圏に溶け込む土手町界隈を「どてぶら」しながら、独特の文化が薫るハイカラな街を体感♪

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥１，８００（税込）※弘前公園有料区域入場料・津軽藩ねぷた村入村料含む
定員：毎回２０名　　ガイド：弘前観光ボランティアガイドの会
津軽の夏を彩る弘前ねぷたまつり。お祭り前の空き時間、弘前の街とねぷたのあれこれを、市民ガイドとちょっぴり予習してみませんか？
よりいっそう、まつりをお愉しみいただけるはずですよ♪

※要予約：実施日の１４日前まで
・参加料：お一人様￥１６，０００（タクシー代、ブナコ製作体験代、飲食代を含む）
・定員：２名～　ガイド：北星タクシー
いまや日本のインテリアブランドとなった「ブナコ」製品。
自身の手で生み出す造形の楽しさとモノづくりの喜びを体験してみませんか？

・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：宿泊施設（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

１５：４５～２０：００（飲食時間を含む４時間１５分程度　タクシー移動）
・コース行程：宿泊施設⇒津軽藩ねぷた村（津軽三味線演奏体験・見学
⇒追手門広場⇒津軽三味線居酒屋


