
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前城菊と紅葉まつり
（～１１/１１）

開会式 弘前城植物園イベントステージ　 ９：００～

紅葉特別ライトアップ（～１１月中旬）

弘前公園写真展
『弘前公園写真コンテスト』入賞作品展示（～１１/１１）

弘前城植物園 ９：００～１７：００

観光ボランティアガイド（～１１/１１）

弘前公園観光人力車 乗車場所：下乗橋／追手門・東門
９：００～１６：００
(最終乗車受付)

21 日 三の丸庭園 お茶会（～１１/１１の日曜限定） 植物園 菊人形コーナーそば １０：００～１５：００

26 金 弘前公園中濠紅葉観光舟（～１１/４） のりば：東内門石橋付近
※事前予約不可

９：００～１６：００
（ただし、天候・乗船者の
状況により変更あり）

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

平成３０年度　自衛隊創立記念行事　市中パレード

第１６回弘前・白神アップルマラソン前夜祭 笹森記念体育館 １７：００～

第１６回弘前・白神アップルマラソン 観光館追手門広場 開会式８：１５～

藤田記念庭園の秋まつり　ひろさきハイカラ庭園（～８日） 藤田記念庭園 ９：００～１８：００

6 土

7 日

津軽三味線と登山ばやしを聞きながら、選手・特別ゲスト・ペースランナーと交流を図ります。
１人（小学生以上）￥１，５００※申込は既に終了※原則として当日受付は致しません。
問：弘前・白神アップルマラソン実行委員会事務局（１０７２－８８－８３９９　※土・日・祝日を除く）

弘前城菊と紅葉まつり
お問い合わせ先・備考

今年も菊人形場面では弘前藩に因んだテーマのねぷた絵を舞台背景とし、「ねぷた絵と菊人形」のコラボを行います。
また会場内では市民による市民菊花展、菊で彩られる誓願寺山門・五重塔、動物ふれあいコーナーやちびっ子新幹線運行などがあり、幅広い年齢層で
楽しめます。また、弘前公園の紅葉を楽しみながら本丸・北の郭から臨む秀峰岩木山は格別です。四季折々の弘前公園をぜひお楽しみください。

入園料【弘前城植物園】大人〈高校生以上〉￥３１０（￥２５０）／小人〈小･中学生〉￥１００（￥８０） ※（）は１０名以上
         【共通入場料】(弘前城植物園／本丸･北の郭／藤田記念庭園)：大人〈高校生以上〉￥５１０（￥４６０）／小人〈小･中学生〉￥１６０（￥１３０）
※（）は１０名以上。※６５歳以上の弘前市民、市内の小中学生、市内の留学生、ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方、障がい者は無料です。
年齢、住所等を証明するものをご提示ください。※共通入場券は、植物園券売所・弘前公園内券売所・藤田記念庭園券売所にて販売しています。

●メイン会場みどころ
　菊人形場面は「卍の総領主 信建」がテーマ／菊舟／市民菊花展／菊のトピアリー／菊の五重塔／菊の誓願寺山門
　動物ふれあいコーナー／ちびっ子新幹線運行（無料）／「弘前公園写真コンテスト」入賞作品展示
●菊人形場面　「卍の総領主信建」をテーマに、ねぷた絵と菊人形がコラボレーション。
●出店　期間中９：００～１７：００頃　・花と緑の市（三の丸ピクニック広場）・露店（植物園内）
●菊花販売　まつりで使用した菊花を安値で販売いたします。　日時：１１/１３(火) ９：００ (なくなり次第終了)　場所：植物園南案内所

弘前城天守や櫓、城門の通常ライトアップに加えて、もみじと桜の紅葉の特別ライトアップを行います。

弘前公園（メイン会場：弘前城植物園）
９：００～１７：００(弘前城植物園の入園は１６：３０まで)
※紅葉特別ライトアップ：日没～２１：００

19 金

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前市内各体育施設

さくらまつりで大好評の中濠観光舟を、期間限定で運行します。
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）
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（大人１人につき１人まで）
乗船定員：１９名（船頭・ガイド含め２１名）※就学前も１名と数えます。
乗船料の割引：いずれか提示で乗船料が￥１００引きになります。
※弘前城植物園の有料入園券・弘前公園本丸・北の郭の有料入園券・観光人力車の領収書・サイクルネットの領収書※いすれも発行当日限り

【パレード】土手町蓬莱橋～さくら大通り　１０：３０～１０：５０
【記念式典】弘前公園レクリエーション広場　１１：３０～１２：００

第１１回弘前スポレク祭（～８日）

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

★のイベントは事前の申し込みが必要です。詳しい内容は各問い合わせ先までご連絡ください。
※参加中の怪我は自己責任となりますので、あらかじめスポーツ障害保険への加入をお勧めします。
【弘前市運動公園】
★少年サッカー大会（６・７日）球技場　８：３０～１７：００　観覧自由　申込・問：弘前サッカー協会　坂下さん（０９０－７５２９－０８８９）
★少年少女親子ティーボール教室（７日）多目的広場※雨天時は克雪トレーニングセンターで開催　９：００～１２：００
　　参加料無料　対象：６歳児～小学校３年生の児童とその保護者
　 申込・問：弘前市野球協会　八木橋さん（ＴＥＬ０１７２－３３－１２８８）
★ソフトバレーボール大会（７日）青森県武道館　９：００～１５：００　観覧自由　申込・問：弘前バレーボール協会　山中さん（０９０－１４９７－４００９）
★グラウンド・ゴルフ大会（７・８日）常設コース　９：００～１４：００　参加料：各日￥５００　対象：各日１００名
　 申込・問：弘前市グラウンドゴルフ協会　奥出さん（０１７２－３３－８９０８）
・ソフトボール教室・ティーボール体験教室（８日）克雪トレーニングセンター　９：００～１２：００　参加料無料（当日参加可）
　 申込・問：弘前市ソフトボール協会　須郷さん（０９０－２３６８－９７４４）
・スペシャルオリンピックス日本・青森　弘前ブランチ陸上プログラム（８日）陸上競技場　１０:００～１２:００　参加料無料（当日参加可）
　　申込・問：スペシャルオリンピックス日本・青森　弘前ブランチ事務局　奈良岡さん（０９０－４３１０－１８２６）
★シニアサッカー大会（８日）球技場　９：００～１５：００　参加料：１チーム￥２，０００　募集：１０チーム
　 申込・問：弘前サッカー協会　川村さん（携帯０９０ー２０２１ー１６６５）
【弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター】
・ペタンク教室（７日）グラウンド　９：００～１２：００　参加料無料（当日参加可）
　 問：弘前市ペタンク協会　葛西さん（０１７２－８８－３４８０）
・ターゲットバードゴルフ教室（７・８日）グラウンド　１０：００～１７：００　参加料無料（当日参加可）
　 申込・問：弘前ターゲットバードゴルフ協会　上田さん（０８０－６６５０－２７４６）
【河西体育センター】
バウンドテニス教室（６日）体育館　９：００～１５：００　参加料無料（当日参加可）
　 問：弘前バウンドテニスクラブ　工藤さん（０１７２－３５－４０６２）
★弘前ラージボール卓球大会（７日）体育館　９：００～１５：００　観覧自由
　 申込・問：弘前ラージボール卓球協会　桜庭さん（０９０－５１８３－１２１５）
【南富田町体育センター】　申込・問：南富田町体育センター（０１７２－３４－６１２２）
★スポーツ教室無料体験〈バレーボール、バスケットボールなど〉（６日）体育館　９：００～１７：００　参加料無料　対象：小学生３０名
★魁！スポネット塾〈フライングディスク、ボッチャなど〉（８日）体育館　９：００～１７：００　参加料無料　対象：小学生３０名
【岩木山総合公園】
★ママチャリ耐久レース（８日）園内　９：００～１３：００　参加料：１チーム￥３，０００　募集：２０チーム（１チーム６名まで）
　 申込・問：ママチャリ耐久レース実行委員会　櫻庭さん（０９０－２２７１－５５５５）
★シニアサッカー大会（７日）球技場　９：００～１５：００　参加料：１チーム￥２，０００　募集：１０チーム
　 申込・問：弘前サッカー協会　川村さん（携帯０９０ー２０２１ー１６６５）
【弘前市民体育館】
・市民体操祭（８日）競技場　９：３０～１２：３０　参加料無料※観覧自由　問：弘前体操連盟　宮地さん（０１７２－３２－２９８８）

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

お問い合わせ先・備考

〈お知らせ〉予定は天候により変更・中止となる場合がございます。パレード実施間は中土手町交差点～桜大通りは車両通行止めとなります。
問：弘前駐屯地広報室（０１７２－８７－２１１１　内線２０５～２０７）

雨天決行
参加対象：●フルマラソン￥４，５００　１８歳以上（高校生を除く）／ハーフマラソン￥４，０００　１８歳以上（高校生を除く）／
　　　　　　　　１０ｋｍ￥３，０００　高校生以上／５ｋｍ￥２，５００　高校生以上／３ｋｍ￥１，５００　高校生以上（小学生・中学生￥１，０００）
※申込は既に締切
ゲストランナー：吉田香織さん（フルマラソン出場）、打越忠夫さん（１０ｋｍ出場）
問：弘前・白神アップルマラソン実行委員会事務局（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－８８－８３９９　※土・日・祝日を除く）

大正ロマンあふれる日本庭園を舞台に、貴方もハイカラな主人公になりませんか？
入園料無料
開催イベント：●ひろさきハイカラレトロバスめぐり●クラッシックカー展示●衣装体験 庭園写真館
　　　　　　　　●剣術ワークショップ（本格剣術でカッコよくキメよう！）●甘味処 松風庵＆そば処にし●なつかしのライブイベント●人力車運行
問：藤田記念庭園利活用事業実行委員会（０１７２－３７－５５２５）

弘前の名物フェス「Ｃｒｏｓｓ．Ｓ」、今年も開催！　今年は、メインアーティストに「家入レオ」を迎え、地元アーティストも多数出演します！
青森県内の食材をふんだんに使用したグルメを味わう「津軽はらぺこフェス」や、みんなで弘前公園にりんご畑を作り出す「りんごちょうちん」作りも開催！
秋の弘前を楽しむコンテンツ満載でお送りします。
　
市民広場特設ステージのライブは入場無料※雨天決行
●市民広場特設ステージ（入場無料）
　【野外ライブステージ　１０：００～】ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ／夢弦会／ＪＵＭＰＩＮＧ☆ＰＯＭＭＥＳ／桜風書道教室／ＬＯＣＯ ＳＴＵＤＩＯ
　【Ｐｌｕｇ ｌｅｓｓ Ｎｉｇｈｔ　１６：３０～】弘前暴動／ｗａｒｕａｇａｋｉ／小山内創祐／竹内晃(ｃｒｅｅｐｓ)
●津軽はらぺこフェス～県産品の爆うまグルメ～１０：００～２０：００※一部店舗除く
　大人も子供も楽しく食欲を満たす「自慢の看板メニュー」が並ぶフードブース
　【参加店】あおもり立志挑戦の会津軽地区会／ＡｎｃｏｏＫ／焼酎酒家Ｏｚ／活味屋／ｃａｆē　ｒｕｕＤｈｏ／カフェレストラン デュボワ／
　　　　　　 地産食彩ｋａｗａｂａｔａ ｂａｒ １．２３／　としぞう。／ｈｕｇ　ｗｏｒｋ／Ｂｅ Ｅａｓｙ Ｂｒｅｗｉｎｇ × Ｐａｓｔａ Ｙａ／(公社)弘前青年会議所／
　　　　　　 (公社)弘前市物産協会／大衆食堂三日月／鮨処 ＹＡＭＡＹＯ／鰐ｃｏｍｅ／　Ｏｎｅ ｎａｔｕｒａｌ
●りんごちょうちん Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｎｉｇｈｔ（参加無料）
　りんごをイメージしたちょうちんを作成するクラフトを開催！みんなで作って、弘前公園にりんご畑を創り出しましょう♪
　夜は光をまとったりんごちょうちんが、非日常的な空間を演出します。※りんごちょうちんは数に限りがあります。
●家入レオ 単独ライブ　ＯＰＥＮ１６：３０／ＳＴＡＲＴ１７：００　会場：弘前市民会館 大ホール
　チケット：前売￥３，９００（はらぺこフェス￥９００分チケット付き
　※専用ブースにてドリンク・フードとお引き換します。フードはなくなり次第終了となり、フード終了の際はドリンクのみの引換となります。
　　 予めご了承ください。
　当日券：￥３，９００（会場にて販売、特典なし）
　プレイガイド：チケットぴあ（Ｐコード：１２３－８６７）／
　　　　　　　　　ローソンチケット（Ｌコード：２１７６７） 予約：０５７０‐０８４‐００２(Ｌコード必要)　ｗｅｂ予約：http://l-tike.com ／
　　　　　　　　　ｅ＋（イープラス）　ｗｅｂ予約：http://eplus.jp/cross-s/ ／弘前青年会議所　事務局　ｗｅｂ予約：http://hirosakijc.com

問：弘前青年会議所事務局（ＴＥＬ０１７２－３４－４４５８　ＦＡＸ０１７２－３４－４４９７　ＨＰ： http://hirosakijc.com/）

2018年 10月弘前市内イベント情報
　　※天候や主催者の都合により、イベントの内容・日程等が変更・中止になる場合もございますので、主催者に予めご確認の上お出かけくださいますようお願い致します。

平成 ３０ 年 １０  月 ２ 日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

ライトアップポイント：日没～２１：００
緑の相談所付近、二の丸丑寅櫓付近、館神跡周辺、北門(亀甲門)、
東内門・石橋周辺、辰巳櫓、南内門・杉の大橋周辺、
外濠(市役所前～観光館付近)、根上がりイチョウ

ゆったりと、一味違う観光案内。紅葉の弘前公園の散策にもおすすめの人力車。歩く目線とはちょっと違う景色を味わってみませんか？
乗車コース：弘前公園下乗橋←→弘前公園追手門、東門のいずれか片道　乗車時間：１区間（約１５分）
乗車料金：１区間　１台￥３，０００(税込)　乗車定員：１台　２名まで

テント詰め所：弘前公園追手門・東門付近
受付 ９：００～１６：００

料金：一服￥５００(お菓子付き)

8 月祝 Ｃｒｏｓｓ．Ｓ　音Ｘ食Ｘクラフトのフェスティバル 弘前公園市民広場／弘前市民会館 １０：００～２０：００
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イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

14 日 第１回堀越城秋まつり

21 日 追手門広場フリースタイルマーケット 追手門広場 １０：００～１５：００

26 金 ２０１８津軽の食と産業まつり（～２８日）

28 日 りんごの収穫感謝祭　ひろさきりんごハロウィン えきどてプロムナード、
駅前・大町商店街ほか

９：００～１７：００頃
※各イベントごとに異なる

日 曜日 イベント名 場所 時間

6 土 弘前諸流いけばな展(～７日） 弘前文化センター
１０：００～１７：００
（７日は１６：００まで）

弘前オペラ第４７回定期公演
歌劇『愛の妙薬』　全二幕（字幕付）

弘前市民会館
大ホール

開演１８：００

第５７回　詩吟剣詩舞大会 弘前文化センター
開場１１：３０
開演１２：００～

四流合同お茶の会 西茂森禅林街 １０：００～１５：００（最終受付）

日本民踊のつどい 弘前文化センター 開演１３：００～

20 土 第２８回定期演奏会
弘前マンドリンアンサンブル

弘前市民会館
大ホール

開場１７：３０
開演１８：００

21 日 第６２回 邦楽祭　箏・三絃・尺八
平成２９年度 弘前市顕彰 ゴールド卍受賞

弘前文化センター １３：００～

25 木 盆栽展（～２８日）

28 日 謡曲と仕舞の会（観世・宝生・喜多三流合同）
賛助出演「望月太左君衛　鼓の会」

弘前文化センター 発声１０：３０～

日 曜日 イベント名 場所 時間

7 日 弘学祭～笑顔満祭～２０１８（～８日） 弘前学院大学 ７日：開会式１０：００～

19 金 第１８回弘前大学総合文化祭　ＳＣＲＥＡＭ ２０１８
～さわげ！もっと！～（～２１日）

弘前大学
文京町キャンパス

１９日１３：００～１７：００
（１９日１３：００～
　　Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｆｅｓｔｉｖａｌ）
２０日１０：００～１７：００
２１日１０：００～１８：００

第１８回弘前大学総合文化祭
「楽しい科学」

第１８回弘前大学総合文化祭
「楽しい科学 体験テーマ教室」

第１８回弘前大学総合文化祭
「サイエンスへの招待」

日 弘前大学理工学部 １０：００～１６：００

7 日

14 日

入場料無料　

無料　　【盆栽講習会】２８日（１０：００～１５：００）　参加料￥１，０００　弘前文化センター 会議室にて　　

イベント内容：仮装パレード、仮装コンテスト、仮装はいはいレース、トリック・オア・トリートシールラリー、ダンスショー、仮装ダンスバトル、
　　　　　　　　　目玉リレー、ハロウィンピニャータ、かぼちゃの重さ当てコーナー、ハロウィンメイクブース、手作りステッキブース
※仮装パレード参加者､仮装コンテスト出場者､仮装はいはいレース出場者、トリック・オア・トリートシールラリー参加者はＰＡＳＳの購入が必須となります。
※参加コンテンツによって事前申込みや参加条件がございます。詳細は各コンテンツページにてご確認ください。
ＰＡＳＳ販売価格：１枚￥２００（税込）　ＰＡＳＳ販売場所：弘前商工会議所５階事務局（平日のみ）、ヒロロ、さくら野弘前店、弘前市まちなか情報センター
問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

問：弘前市民文化祭実行委員会（０１７２－３１－３０１０）

入場料無料※事前申込不要　対象：高校生以上
イベント内容
●金属材料は君の手で破壊できるのか[理工１号館１階　１１０号室]
●機械的ストレスを解析する～金属材料の強度を考えよう～[理工１号館１階　１１２号室]
●機械的ストレスを解析する～体にかかる力を測ろう～[理工１号館１階　１１９号室]　●超伝導って？[理工１号館２階　２０１号室（特別会議室）]
●レーザーを使った微細な世界を体験しよう[理工１号館２階　２０４号室]　●地面の揺れから何が見える？[理工１号館２階　２０７号室]
●身近な熱と流れの不思議[理工１号館２階　２１５号室]　●まざる？まざらない！水をまぜるはなし[理工１号館２階　２２０号室]
●建物の揺れ、地盤の揺れ[理工１号館２階　２３０号室]　●半導体を支えるゴミのない世界：クリーンルームとＬＳＩ[理工１号館３階　３３０号室]
●電気と磁気の不思議[理工１号館３階　３５７号室]　●光通信のしくみを知ろう！[理工１号館３階　３６３号室]
●お釈迦様の手の上のようなロボット[理工１号館３階　３６６号室]　●医用画像処理[理工１号館４階　４１０－１号室]
●触覚の錯覚現象を体験しよう。[理工１号館４階　４２２号室／４２７号室]　●小さな世界のコンピュータシミュレーション[理工１号館４階　４２４－１号室]
●身近な組込みコンピュータ体験[理工１号館４階　４２５号室]　●ブラックホールと一緒に写真を撮ろう！[理工１号館４階　４３５号室]
●ハッカーの痕跡を追え[理工１号館４階　４５８号室]　●信頼できる計算機システムとは[理工１号館４階　４５９号室]
●フーコー振り子[理工２号館１階　玄関ホール]　●広がる数学の世界[理工２号館１０階　１００９号室／１０１０号室]
問：弘前大学理工学研究科総務グループ総務担当（ＴＥＬ０１７２－３９－３５１０　ＦＡＸ０１７２－３９－３５１３　Ｅｍａｉｌ：science@hirosaki-u.ac.jp）

入場料無料　

仮装大大歓迎！！（特典あり）
プログラム
【７日】開会式１０：００～／
　　　　芸人ライブ（体育館)１１：００～ 　出演：横澤夏子、チョコレートプラネット、佐久間一行※出演者は都合により変更になる場合あり。／
　　　　ミス・ミスターコンテスト、男装・女装コンテスト（中庭ステージ）１２：００～／学長じゃんけん大会（中庭ステージ）１３：００～／
　　　　青森ワッツアウェーゲームパブリックビューイング（３号館ラウンジ）１３：００～／カラオケ大会予選（体育館）１４：００～／
　　　　○×クイズ大会 豪華景品あり！（体育館）１５：３０～
【８日】カラオケ大会敗者復活戦（体育館）１０：００～／学生のステージ（体育館）１１：００～／カラオケ大会決勝戦（体育館）１２：００～／
　　　　ハンドベルクワイア演奏会（礼拝堂）１３：００～／岩木ファミリーバンドによる吹奏楽団演奏会（中庭ステージ）１４：００～／
　　　　軽音ライブ（体育館）１４：３０～／ミス・ミスターコンテスト、男装・女装コンテスト結果発表（中庭ステージ）１５：３０～／
　　　　閉会式１６：３０～／後夜祭１７：・００～
問：弘前学院大学 学生課（０１７２－３４－５２１１）

今年度のテーマ案であるＳＣＲＥＡＭ ２０１８には、学生、教職員、来場者の方が、イベントやライブなどで、興奮して叫びたくなる程に熱く盛り上がって
いただき、総合文化祭をより活気溢れるものにしたいという思いが込められています。また、ＳＣＲＥＡＭには大笑いするという意味もあり、
芸能人招致イベントの、お笑い芸人によるお笑いライブを筆頭に、様々なイベントで大笑いして楽しんでいただきたいという思いも込められています。
イベント内容
●よさこい弘大（２０日　１１：２０～）
●ＳＣＲＥＡＭ ＬＩＶE ２０１８（２０日　１３：２０～）
●ミス＆ミスター弘大コンテスト２０１８（２１日 １２：１０～）
●大抽選会（２１日 １５：４０～）
●Ｆｉｎａｌ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ（２１日 １７：００～）
●花火（２１日 １８：００～）
※小雨決行、豪雨時は大学会館　３階大集会室で行います。ただし、「よさこい弘大」と「ＳＣＲＥＡＭ ＬＩＶＥ ２０１８」は
　  創立５０周年記念会館１階みちのくホールで行います。
●「知の創造」（各学部等の特徴的な研究をわかりやすく紹介）
　・人文社会科学部： 特別展「津軽に稲作がやってきた！本州北限の水稲農耕文化」／「成田コレクション考古・アイヌ資料の特別公開」
　・医学研究科：市民公開講座「最新のリハビリテーション医学」、「肺炎の話」
　・医学部附属病院：市民公開講座「加齢黄斑変性を知ろう」
　・保健学研究科：市民公開講座「医療のいろは・放射線は道しるべ」／「足の科学からみたスポーツ障害の予防」
　・理工学研究科：市民公開講座「宇宙論研究の最前線」
　・農学生命科学部：市民公開講座「山間地の自然と防災－国内外の事例から考えるその持続的な保全」
問：弘前大学学祭本部実行委員会（０１７２－３２－８６７６　ＨＰ：http://www.hirodaisai.net/18th/）

入場料無料※事前申込不要　対象：小学生以上
イベント内容
●リアル３Ｄ地形モデル・ライブカメラとひろだい白神レーダーで見る青森の空・定点観測カメラが見た田舎館田んぼアート２０１８
　 ［理工１号館１階　玄関ホール］
●熱処理で鉄の強さを変えてみよう！［理工１号館１階　１０５号室］　●身体情報計測を体験しよう［理工１号館１階　１１３号室］
●３Ｄをパソコンに取り込むしくみ［理工１号館１階　１１４号］　●石を切ってみよう・磨いてみよう［理工１号館１階　１２４号室］
●光の不思議を感じてみよう［理工１号館２階　第１講義室］　●心臓の音を聞いてみよう［理工１号館２階　２０６号室］
●液滴で動くピタゴラ装置［理工１号館３階　３２９号］　●ＬＥＧＯロボットを作ろう［理工１号館４階　第８講義室］
●移動ロボットを動かしてみよう！［理工１号館４階　４２２号室・４２７号室］　●再構成可能デバイスによるゲーム［理工１号館４階　４１０－３号室］
●浮き出る画像を作ってみよう・学内から世界まで、あっちこっちの今
　・宇宙から見た青森県と地球の不思議な関係・白神山地野生動物の映像記録・パズル感覚でプログラムを作ってみよう［理工１号館４階　４５８号室］
●紙コップ飛翔体を作って、飛ばしてみよう！（流れの科学を体感しよう）［理工２号館２階　第１１講義室］
●Ｘ線を使って分子の形を見てみよう［理工２号館４階　ラウンジ］　●さわってみよう、かずとかたち［理工２号館１０階　１００９号室／１０１０号室］
問：弘前大学理工学研究科総務グループ総務担当（ＴＥＬ０１７２－３９－３５１０　ＦＡＸ０１７２－３９－３５１３　Ｅメール：science@hirosaki-u.ac.jp）

参加費・材料費無料※要事前申込　申込締切：1０/５（ハガキの場合は当日消印有効）
イベント内容
●色素増感太陽電池をつくろう[理工１号館２階２１１号室]　１０：３０～１１：５０／１４：００～１５：２０
　　対象：小学４年生以上（小学生には必ず保護者が同伴）　定員：各８名
●化石の模型をつくってみよう[理工１号館２階　第３講義室]午前の部１０：００～／午後の部１３：３０～
　　対象：小学生（小学１・２年生には必ず保護者が同伴）　定員：各１５名
●銀色にかがやくりんご[理工１号館３階　３０１号室「基礎化学実験室」１０：００～１６：００（３０分ごとに１２回開催）
　　対象：小学３年生以上　定員：各回４名（午前の部か午後の部を選択して下さい。詳細の時間はこちらで指定させていただきます。）
●おもしろ電子工作ラジオをつくろう[理工１号館４階　第８講義室]集合：１０：００（１２：００～１３：００休憩、作業時間は２～４時間）
　　対象：小・中・高校生　定員：１２名（小学生には必ず保護者が同伴）
申込方法：氏名、フリガナ、性別、学年、年齢、住所、電話番号、ＦＡＸ番号（お持ちの方）、電子メールアドレス（お持ちの方）、
希望テーマ(午前の部／午後の部に分かれている場合、希望の部）を添えて電子メール、ハガキ、またはファックスにてお申し込み下さい。
※応募者多数の場合、抽選となります。※参加決定者のみ１０/１６（火）までに連絡いたします。※昼食は参加者各自でご用意下さい。
申込・問：弘前大学理工学研究科　総務グループ　総務担当
（〒０３６－８５６１　弘前市文京町３番地
ＴＥＬ０１７２－３９－３５１０　ＦＡＸ０１７２－３９－３５１３　Ｅメール：science@hirosaki-u.ac.jp　ＨＰ：http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/）

弘前文化センター　１階　美術展示室
９：００～１６：００（初日は１２：００から　最終日は１５：００まで）

管理活用支援エリア芝生広場（堀越地区雪置場となり）
９：００～１５：００※雨天決行

弘前運動公園内（食：エントランス広場、産：克雪トレーニングセンター ）
９：３０～１７：００（初日は９：００～セレモニーあり）

入場無無料※入場整理券が必要です
入場整理券配布場所：弘前市民会館／紀伊國屋書店／弘前市まちなか情報センター／弘前市立観光館／弘前文化センター内 弘前市社会教育協議会
問：弘前マンドリンアンサンブル　川越さん（０９０－３７５４－０９６５）

弘前市民文化祭

■「将来の夢」コンクール■交流都市物産直販コーナー■ゲームコーナー（射的、輪投げｅｔｃ．）
■屋外屋台村（屋台ラーメン、そばコーナー、肉料理コーナーなど）
■お楽しみ抽選会 ※お買い上げ￥５００毎に抽選券１枚進呈。抽選券２枚で１回抽選。 空くじ無し！
【２６日】・開催セレモニー・弘前実業高校チアリーディング、ブラスバンド　・和三弦会 三味線ライブ　・和菓子作り体験
【２７日】・弘前実業高校物販　・弘前市内の保育園による演奏、実技　・弘大三味線サークルライブ　・ストリートダンスＤＡＮＣＥ ｉ－ＬＡＮＤ
　　　　　・食育かるた・ロボットコンテスト最終審査～表彰式　・弘大アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌ ライブ
【２７・２８日】秋田犬ふれあいコーナー（１０：００～１４：００まで）今世界的に人気の秋田犬が、ふるさと大館から遊びに来るよ！
　　　　　　　 みんなで会いに来てね！！
【２８日】・弘前実業高校物販　・フラダンスショー　・ 文京小スクールバンド　・弘大アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌ ライブ
　　　　　・将来の夢 表彰式　・夢源郷よさこい　・そば打ち体験　・城東小ブラスバンド
〈無料シャトルバス運行（所要時間１５分間）〉
弘前駅城東口（９：００発～１６：００発）⇔会場　武道館前（１０：１５発～１７：１５発）※それぞれ３０分おきに運行
問：弘前商工会議所内　津軽の食と産業まつり運営協議会（０１７２－３３－４１１１）

雨天時は翌週に延期になります。※延期の決定は当日の８：３０に行います。お問い合わせは８：３０以降にお願いいたします。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

２０２０年春の全面公開に向けて、土塁・堀の整備や、農家住宅の復元が進む堀越城跡で、堀越城秋まつりを開催します。
参加料無料※事前申込不要。自家用車で来場する人は堀越地区雪置場駐車場をご利用ください。
内容：
①整備現場見学会…城内や農家住宅の工事現場見学（随時）
②堀越城ちびっこ探検隊「堀越城を攻略せよ！」…子どもたちとお城の秘密を探検
　 定員：２０名※汚れても良い服装で参加を（９：３０～１０：１５〈受け付けは９：００～〉）
③ミニシンポジウム「為信の城　堀越城はどんな城？」…堀越城の特徴や価値を紹介（１１：００～１２：００）　会場：芝生広場
④けの汁ふるまい…（１２：００～なくなり次第終了）
⑤ＪＡＺＺコンサート…長谷川健Ｓｗｉｎｇ Ｈａｔ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａによる演奏（１３：００～１４：００）
　 会場：芝生広場※芝生広場で行うイベントは各自敷物の持参を。雨天時は内容が変更になる場合があります。
   詳しくは市ホームページ、チラシなどをご覧ください。
問：文化財課（岩木庁舎内０１７２－８２－１６４２）

入場料(当日￥３００増し）：Ｓ券(指定席）￥４，０００　一般券（自由席）￥３，０００　学生券（自由席）￥２，０００
高校生以下（自由席）無料※整理券が必要です。
チケット販売所：弘前市民会館、弘前文化センター、弘大生協、ヒロロインフォメーション、弘前中三１階案内所、弘前市まちなか情報センター
問：弘前オペラ事務局　黒沼修さん（ＴＥＬ０８０－９６３１－９８６３　ＦＡＸ０１７２－８７－０２７７　ＨＰ：http://www.geocities.jp/hirosakiopera/）

入場料無料　

お問い合わせ先・備考

お問い合わせ先・備考

入場料無料　

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

入場料無料　

学園祭
お問い合わせ先・備考
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９月以前からの継続イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

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

スポット企画展
『鞍馬天狗』の大佛次郎と加藤謙一
－初公開の書簡を中心に－（～１１/３０）

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

観覧料：高校生以上￥１００／小・中学生￥５０
※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

「廃品おもしろ工夫展in プラザ棟」
作品展示と一般投票
（展示～１１/１１、投票～１０/３１）

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ★９：００～１６：００
小学生が廃品をもとに作ったさまざまな作品を展示し、一般投票を行います。投票数により、学年ごとにプラザ賞を授与します。
作品テーマ：牛乳パックなどの「紙パック」を使った作品
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８〈９：００～１６：００　月曜日は休み〉）へ。

アート・展示会

岩木山観光協会
岩木山フォトコンテスト写真展（～１０/８）

ギャラリーあねっこ
９月８：３０：～１８：００
１０月：９：００～１７：００
（最終日は昼まで）

岩木山をこよなく愛する人たちが撮った、「岩木山フォトコンテスト」に出品された作品を展示します。
問：岩木山観光協会事務局 小山さん（０１７２－８３－３０００）、ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

企画展３「こども博物館」（～１２/２） 弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

昔の弘前はどんな所だったのでしょうか？弘前について、見て・触って・楽しんで学んでもらう企画展です。
観覧料：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名以上の団体料金です。
※共通券とは、博物館及び高岡の森弘前藩歴史館に、それぞれ１回入館できる券です。
※６５歳以上の弘前市民、市内の小中学生、市内の留学生、ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方、
　 障がい者は無料です。年齢、住所等を証明するものをそのつどご提示ください。
休館日：１０/１５（月）、１１/１９（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

弘前城植物園ボランティア募集（他１０/１５・１６日）
※いずれか１日のみの参加も可

弘前城植物園 ９：００～１６：００
募集人数：１０名程度※要事前申込
内容：花苗植栽、除草、かん水、剪定、花柄取りなど
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

その他

毎日を古布で愉しむ二人展（～１０/１） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 入場料無料　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　火曜休館）

出会う　伝える　初女さん展（～１０/１） 百石町展示館 １０：００～１９：００ 入場無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

高岡の森の刀剣展（～１１/２５） 高岡の森　弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

弘前藩初代藩主津軽為信が豊臣秀吉より拝領したとされる太刀銘「友成作（ともなりさく）」や、四代藩主信政（のぶまさ）の
太刀銘「真守（さねもり）」（共に国指定重要文化財）など、弘前藩や津軽家に関わる歴史的価値の高い刀剣類を中心に展示します。
機能を追求した日本刀の独特な姿、そして鍛錬によって生み出される美しさをご覧ください。
入園料：一般￥３００（￥２２０）／高大￥１５０（￥１１０） ／小中￥１００（￥５０）※（）は２０名以上
 【共通券】一般￥４２０（￥３１０）／高大￥２１０（￥１６０） ／小中￥１４０（￥７０）※（）は２０名以上
※共通券は、歴史館及び弘前市立博物館にそれぞれ１回入館できる券です。
※６５歳以上の弘前市民､市内の小中学生､市内の留学生､ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方、障がい者は無料です。
　年齢、住所等を証明するものをご提示ください。
問：高岡の森　弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

アート・展示会

10月のイベント情報
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

1 月 高齢者夜間交通安全体験教室 弘前モータースクール １６：００～１９：３０
参加料無料　対象：６５歳以上の市民　　定員：歩行者コース３０名　運転者コース１０名（いずれも先着順）※申込は既に締切
持ち物：運転免許証（運転者コースの人のみ）　　内容：歩行者コース＝歩行実験　運転者コース＝走行診断
問：都市政策課交通政策推進室（０１７２－３５－１１０２）

講演・講座・セミナー

第３０回とうしん芸能発表会 弘前市民会館
９：４０～１５：００
（開場９：１０）

入場料無料（要入場整理券※整理券は東奥信用金庫各支店で配布）
問：東奥信用金庫 （０１７２－３３－８４０４）

映画・演劇・舞台

ヒロロ健康サークル（～２３日の毎週火曜日） ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１１：５０
（受付１０：００）

参加料無料※各自傷害保険に加入を　定員：３０名（継続して参加できる４０歳以上の市民）※申込は既に締切
内容：ひろさき健幸増進リーダーの指導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
※室内用シューズの持参を　　問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

お腹スッキリ！骨盤リセット体操教室
（～１２/２５の毎週火曜日）

克雪トレーニングセンター ①１０：００～１１：００
②１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　定員：１２名※申込は既に締切
内容：ストレッチボールで体操、骨盤体操など　持ち物：ヨガマット
問：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

スポーツチャレンジ教室
（～１１/６の毎週火曜日　※１０/９を除く）

金属町体育センター １３：００～１４：３０
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：１５名※申込は既に締切
内容：ソフトバレー、ラージボール卓球等の軽スポーツの基本※室内用シューズの持参を。
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

スポーツ

大阪屋さんに伝わる菓子構図帳拝見！
関西日帰りの旅　ｉｎ 弘前（他７日）

集合：弘前公園東門 １０：００～１２：００

弘前に居ながらにして津軽に息づく関西を感じていただけます。
料金￥４，２００（大阪屋スイーツ付※弘前公園入園料￥３１０が別途かかります。
募集：各１０名（最少催行８名）※申込は既に終了
※市内にお住まいの満６５歳以上の方及び市内小中学生は入園料無料、
ほか弘前公園通年パス等をお持ちの方は忘れずにご持参ください）
行程：弘前公園東門、弘前城館神跡、杉山源吾屋敷跡、大阪屋、宗徳寺（宗徳寺にて解散、全行程徒歩になります）
問：たびすけ
（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp　平日１０：００～１７：００）へ

その他

ＭＵＲＡＴＡ ＨＩＲＯＳＨＩ ＆ ＴＨＥ ＢＯＰ ＢＡＮＤ
２０１８ Ｎｏｒｔｈ Ｔｏｕｒ

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：３０～ ライブチャージ￥３，０００（ワンドリンク付）
問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

ライブ・コンサート

野村雄大ねぷた絵展（～８日） 弘南鉄道大鰐線　中央弘前駅内
ギャラリーまんなか

１３：００～１９：００ 入場料無料　※専用駐車場はございません。公共交通機関や近隣のコインパーキングをご利用ください。
問：まんなかづくり実行委員会（ＴＥＬ０９０－６６２８－１０１９　Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

企画展「津軽の古代とは？」（～Ｈ３１．３/２２） 旧弘前市立図書館
２階　展示コーナー

９：００～１７：００ 当市の調査成果・出土遺物から、古代津軽の様相について紹介します。
入場料無料　　問：文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

第１５回弘工高美術ＯＢ展（～７日） 百石町展示館 １０：００～１７：００
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

俳人・夏井いつき先生の句会ライブ 弘前文化センター １８：３０～２０：３０
（開場１７：３０）

受講料（全席自由）：会員￥１，５００　一般￥３，０００　大学生以下￥１，０００
問：一般社団法人弘前芸術鑑賞会事務局（ＴＥＬ０１７２－４０－４０８２　ＦＡＸ０１７２－４０－４８６１）

映画・演劇・舞台

楽に動ける膝ケア（他１７・３１日） 弘前文化センター
２階　第１・第２和室

１０：３０～１１：４５
（初回は１２：００まで）

参加料：１回￥５００※各自傷害保険に加入を　対象：市民各回１０名（先着順）
内容：腰や膝に違和感を覚える人や衰えを予防したい人向けのストレッチなど
※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：開催日の前日までに、文化センター１階 市社会教育協議会内　弘前地区女性会事務局
（０１７２－３１－３０１０※受付時間：火・日曜日、祝日 を除く９：００～１７：００）へ

寝ながら骨盤＆股関節体操教室
（～１２/２６の毎週水曜日）

克雪トレーニングセンター ①１０：００～１１：００
②１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：１２名※申込は既に締切　　内容：呼吸法、各種体操など※ヨガマット持参
問：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４

こそもりセミナー【働くことで入るおカネ、出るおカネ】 ヒロロ
３階　多世代交流室１

１０：００～１２：００
参加料無料（当日参加ＯＫ）　託児あり(無料）　参加資格：仕事を考えている子育て女性の皆さん２０名（先着順）
※託児ご利用の方は６日前までにお申込みください。
問：こそもり事務局（青森県子育て女性の就職応援事業　ＴＥＬ０１２０－９７３－５１１　Eメール：kosomori@japan-mtc.com）

ゲートキーパー（命の門番）養成講座
（①基礎編１０/３、②フォローアップ編１１/２）

弘前市保健センター
２階　大会議室

１０：００～１２：００
（受付９：３０）

自殺を考えている人は、口には出さなくても何らかのサインを発しています。
このようなサインに気づき、声をかけ、話を聴いて、適切な支援につなげ、見守る人のことを『ゲートキーパー』と言います。
市では『ゲートキーパー』を養成するための講座を開催していますので、興味のある人はぜひご参加ください。
受講料無料※①、②どちらか一方のみの受講も可。
申込方法：電話かＦＡＸ（住所・氏名・年齢・電話番号・参加日を記入）で申込を。
申込・問：健康づくり推進課（ＴＥＬ０１７２－３７－３７５０　ＦＡＸ０１７２－３７－７７４９）

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。
問：消費者信用生活協同組合青森事務局（０１７－７５２－６７５５）

相談会

高橋すみれヴァイオリンリサイタル　Ｖｏｌ．４ 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

入場料：￥１，０００　チケット販売所：ヒロロインフォメーション、さくら野百貨店弘前店、さくらミュージック
問：高橋さん（０９０－２８８１－１６５８）

ライブ・コンサート

親子で一緒に英語でハロウィン体験 ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：３０～１１：３０
英語を使って外国人の先生たちと楽しくハロウィン体験ができます。
参加料無料※要事前申込　対象：１歳～未就学児とその保護者の２５組（先着順）
申込・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）

お子様向け催し・
子育て・教育

ヒロロＡＢＣサークル
（～１２/２０の毎週木曜日※１１/２９を除く）

ヒロロ
３階　健康ホール

１０：３０～１１：５０
（受付１０：００）

参加料無料※各自傷害保険に加入を　定員：３０名（継続して参加できる４０歳以上の市民）※申込は既に締切
内容：ひろさき健幸増進リーダーの指導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
持ち物：室内用シューズ　　　問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

骨盤体操＆脂肪燃焼エクササイズ教室
（～１２/２０までの毎週木曜日）

克雪トレーニングセンター ①１０：００～１１：００
②１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　定員：１２名※申込は既に終了
内容：骨盤のゆがみを解消する体操、脂肪燃焼エクササイズなど　持ち物：ヨガマット
問：克雪トレーニングセンター（０１７２－２７－３２７４）

イベント民泊セミナー
『あなたも「民泊」で受け入れしてみませんか？』

弘前市役所
６階　大会議室

１３：００～１５：００

イベント民泊を始め、民泊全般について分かりやすく説明します。
受講料無料　対象：市民３０名（先着順）
申込・問：１０/１までに、電話かファクスまたはＥメール（住所・氏名・団体名・連絡先を記入）で、観光政策課
（ＴＥＬ０１７２－３５－１１２８　ＦＡＸ０１７２－３８－５８６７　Ｅメール：kankou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

講演・講座・セミナー

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談
（他１１・１８・２５・２８日）

対象：市税などを滞納している人※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※１人につき１時間まで、先着順
問：弘前市役所　収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

相談会

ウルフルケイスケ ｗｉｔｈ クマガイマコト
『ＭＡＧＩＣＡＬ ＣＨＡＩＮ ひとり ＣＡＲＡＶＡＮ ２０１８ 』

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット￥３，５００（＋ドリンクオーダー）
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

ライブ・コンサート

第１５回サークル『遊』やきもの展示即売会（～７日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

第１８回「カメラと遊ぶ」（～８日） 問：カメラと遊ぶ（０１７２－２６－２６００）

家庭でできる看護ケア教室 弘前大学医学部附属病院
看護部研修室

１３：３０～１６：００
家庭で具合が悪くなったときや認知症かな？と思われる人に出会ったときなど、慌てずに対応できる方法が学べます。
参加料無料　定員：市民３０名（先着順）　申込期間：９/１０～１０/１
申込・問：弘前大学医学部附属病院総合患者支援センター 木村さん（０１７２－３９－５３３７　平日の８：３０～１７：００）

東北起業女子応援プログラム
はじめの一歩キャラバン隊

ヒロロ
３階　多世代交流室２

講演会１３：００～１４：００
個別相談会
　①１１：００～１２：００
　②１４：１５～１５：１５
　③１５：３０～１６：３０

参加料無料 　講演会テーマ：可能性にチャレンジ！自分の強みを知って自分らしい働き方を
個別相談会：相談１名（１組）様６０分　定員：各時間３組様まで※先着順
※お申込みの際にご相談内容とご希望の相談会参加時間をお知らせください。　申込締切：１０/１（月）１７：００まで
申込・問：女性起業家等支援ネットワーク構築事業東北ブロック事務局
　　　　　　特定非営利活動法人　福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構　会津支部
（ＴＥＬ０２４２－２３－８２６８　Ｅメール：josei-nw@naxia.jp　ＨＰ：http://prt.red/b/起業女子）

ｔａｃｉｃａ ＴＯＵＲ ２０１８～煌々ｅｔｃ．～ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

前売￥４，０００※ドリンクチャージとして別途￥５００
チケット取扱：ＬＡＷＳＯＮチケット(Ｌ：２２８５１) ／チケットぴあ(Ｐ：１２１－４２７)／ｅ＋／Ｍａｇ－Ｎｅｔ
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

９/１５
（土）～

９/２７
（水）～

通年

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

９/２６
（水）～

★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。

★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。

健康セミナー

アート・展示会

健康セミナー

2 火

3 水

講演・講座・セミナー

4 木

健康セミナー

5 金

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

９/２９
（土）～

弘前市役所　２階　収納課
４・１１・１８日：１１：００～１２：００、１５：００～１６：００
２５日：１１：００～１２：００、１５：００～１６：００、１８：００～１９：００
２８日：１１：００～１２：００、１４：００～１５：００

弘前文化センター
９：００～１７：００（初日１３：００～、最終日は１６：００まで）

９/２２
（土）～

５/３
（木祝）～

H３０
１/１２
（金）～

９/１
（土）～



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

まちなかクラフト村 特別企画展「秋の実りの工芸市」
（～１３日）

藤田記念庭園
考古館　２階　ギャラリースペース

１０：００～１６：００
秋の実りをおいしく演出する器や小物の展示販売を行います。
入場料無料　問：弘前市商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

青森県おもと名品展（～８日） 緑の相談所
９：００～１７：００
（６日は１２：００から）

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

弘前大学人文社会科学部
北日本考古学研究センター企画展
「津軽に稲作がやってきた！本州北限の水稲農耕文化」
（～１１/１１）

弘前大学人文社会科学部
北日本考古学研究センター展示室
（総合教育棟　２階）

１０：００～１６：００

現在、北限の水稲農耕を知る上で全国的に注目されている弘前市清水森西・砂沢遺跡、鶴田町廻堰大溜池遺跡の発掘調査を
進めています。本企画展は、これまで非公開だった貴重な資料を特別公開するとともに、出土したイネのＤＮＡ分析といった
最新の成果も公表します。
入場料無料
問：弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センター（０１７２－３９－３２７３）

第４０回山田バレエ教室発表会 弘前文化センター 開場１７：３０
開演１８：００

入場料無料　問：山田バレエ教室（０１７２－３２－６８２３）

弘前図書館バリアフリー映画会　 弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：３０～１７：００
（開場１４：００）

目や耳の不自由な人も楽しめるバリアフリー映画を上映します。
参加料無料※要事前申込　　定員：６０名（先着順）　　内容：映画「西の魔女が死んだ」の上映
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

ヨネックス　ソフトテニスキッズアカデミー

参加料無料（お申込は先着順）
対象：５歳～１０歳までのソフトテニス未経験者※イベント時は保護者様の付き添いをお願いします。
定員：午前の部、午後の部、共に３０名（先着順）※定員になり次第締切
持ち物：内履き、水分補給用飲料、汗拭きタオル※当日は運動の出来る格好でお越し下さい。
申込・問：９/１５の９：００から（ＦＡＸまたはＥメールでも可）岩木山総合公園
（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１　ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５　Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。

おたのしみおはなし会（他１０・２０・２７日）
弘前図書館
１階　閲覧室　おはなしコーナー

　６・２０日１１：００～１１：３０
１３・２７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　「おいしい！」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）

東北史学会・弘前大学国史研究会合同大会　公開講演会
弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

１３：３０～１６：００

参加料無料※事前申込不要
内容：講演①自然と政治のｉｍｂａｌａｎｃｅ～「天気不正」と「死罪除日」
　　　  講演②ペンタルキア考～ヨーロッパ世界とキリスト教の五本山～
問：弘前大学国史研究会事務局 武井さん（０１７２－３９－３２２３）

弘前医療福祉大学・短期大学部
平成３０年度公開講座～健康で豊かな暮らしのために～
『あいうえお』はなぜ『あいうえお』？
～おもしろい言葉の科学～

弘前医療福祉大学
大学棟Ⅰ

９：３０～１１：００
（受付９：００～）

受講料無料※要事前申込
申込・問：ＦＡＸ、Ｅメールの場合は、公開講座受講希望とし、受講希望日、氏名、電話番号を明記して、
弘前医療福祉大学公開講座係・成田句生さん・工藤雄行さん
（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１※平日９：００～１７：００　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３※２４時間受付　Ｅメール：koukai@jyoto-gakuen.ac.jp
　ＨＰ：http//www.hirosakiuhw.jp/）へ。※この講座は、あおもり県民カレッジの単位として認められます。

長谷川先生のパワポで作る目立つチラシ講座
「チラシ作るならパワポだよ」（他１３・２０日）

ヒロロ
３階　多世代交流室

<１０/６>１３：００～１５：００
<１０/１３> ９：３０～１１：３０
<１０/２０> １３：００～１５：００

料金：３回で￥２，０００（※３名以上で開催）　定員：１０名（先着順）
持ち物：パワーポイントの使えるパソコン※パソコンの貸出を希望の方は事前にお知らせください
　　　　　（無料の貸出パソコンは３台あります）。
内容：①チラシを作る手順　／　 ②こんなチラシをあんなチラシにするためのデザイン手法
   　   ③パワポの基本操作、テキストボックスと図形と画像を編集できるようになるための練習。
申込・問：電話又はメールで、
　　　　　 特定非営利活動法人 日本人財発掘育成協会（０１７ー７１８－７１３６　Ｅメール：jinzai@jtitam.ocn.ne.jp）へ。

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、ひろさき多子家庭応援パスポートを持参の方は無料。
年齢や住所を確認できるものの提示を。
内容：藤田晴央、自作を語る～朗読と講話　ふるさとと私の詩　　問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

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

法の日司法書士　無料法律相談会
弘前市総合学習センター
４階　第３研修室

１０：００～１５：００

１０月１日は法の日です。日常生活での困りごとや法律上の悩みについて、司法書士が相談に応じます。
相談料無料（※相談は先着順。秘密は厳守します。具体的な手続が必要になる場合には、別途費用がかかります。）
内容：相続・登記・成年後見・多重債務・裁判所提出書類作成など。
その他：上記以外でも青森県司法書士会総合相談センター（フリーダイヤル０１２０－９４０－２３０）で無料相談を受け付けています。
問：青森県司法書士会（ＴＥＬ０１７－７７６－８３９８　ＦＡＸ０１７－７７４－７１５６）

相談会

星空観察会 ｉｎ プラネ
～はじめての星空観察～流れ星をさがそう！

弘前文化センター　３階　プラネタリウム １８：００～２０：００
（受付１７：３０～）

参加料無料　定員：４０名（先着順）※小学生以下は保護者同伴　持ち物：防寒具
内容：初心者向けとして、今の時期に見える星座について説明した後、屋外で星空観察を行います。
　　　 （雨天時は屋内で別メニューを実施）
申込・問：１０/５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、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

第５回ひろさきお寺の日 久渡寺 １０：００～１４：００
真言五山の一つである久渡寺の貴重な文化財を初めて一般に公開します。
観覧料：￥５００（文化財維持協力費として）※事前申込不要　　対象：小学生以上　内容：久渡寺伝来の仏像などの公開
問：弘前大学人文社会科学部美術史研究室内　ひろさき環境パートナーシップ２１　須藤さん（０１７２－３９－３２２０）

◇平成３０年度 第２回◇一日体験ボランティア
弘前文化センター
３階　工作実習室
（活動場所は弘前公園）

９：００～１１：３０

ボランティア活動を始めるきっかけとして、一日だけの体験をしてみませんか。
対象：市民６名（先着順）　持ち物：飲み物、帽子、動きやすい服装、雨具（雨天時）
内容：「子ども自然観察クラブ」が行う、草木を使った子どもアート教室の手伝い
申込・問：１０/３までに弘前市民参画センター内　ボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）へ。

福祉・ボランティア

第８回ココナツ・クラブ　うたごえ音楽会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１５：００

いつまでも心に残る あの歌この歌 いっしょに歌いませんか？
入場料無料※事前予約不要
プログラム：【第１部】メンバーによる演奏発表　【第２部】ご来場の皆様による「うたごえ」セッション
問：ココナツ・クラブ事務局（０９０－２０２２－７４０７、Ｅメール：coconuts_club_2017@yahoo.co.jp）

鶴 Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

前売￥３，５００ (オールスタンディング・ドリンク別)　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

津軽の日本画展（～１１/４） ギャラリー森山 １０：００～１６：００ 問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７） アート・展示会

えほんのもりのおはなしかい（他１７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：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：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

お子様向け催し・
子育て・教育

第５回ダブルスゴルフコンペ 岩木川市民ゴルフ場 集合８：３０
参加料：￥３，５００（昼食付き。※要事前申込。各自傷害保険に加入を）　定員：市民１０組２０名
※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（０１７２－３６－７８５５）へ。

スポーツ

平成３０年度 第５０回 学園祭バザー
～心と心をつなぎあおう！！～

弘前大清水学園構内 １０：００～１４：００
（開会セレモニー９：４０～）

プログラム：
１０：００～開会宣言・販売開始／１０：０５～やっほ～クラブ活動紹介／
１０：３５～ハーモニー「れもんず」※希望の家利用者参加／１１：１０～人形劇「人形劇団つがる」／
１１：５５～よさこい「ｋｕｒｏｉｓｈｉよさこい＊踊り組」／１２：３０～囃子演奏「笑鬼」※来場者自由参加／
１３：０５～ミニステージ「ひまわりの会」／１４：００～閉会セレモニー・販売終了
その他：
【弘前おもちゃ病院】壊れたおもちゃを持てきてください。なおしてもらえます。
　※但し、部品交換が必要な場合は費用がかかります。
【おでかけ動物園】やぎ・うさぎ・モルモットなどかわいい動物が遊びに来て、だっこも出来ます！
問：弘前大清水学園内　第５０回学園祭バザー実行委員会（０１７２－３４－３１６６）

かだるべ クラフト ビアフェス２０１８ ｉｎ ひろさき
土手町コミュニティパーク
Ａ館多目的ホール（屋内）及び
ポム広場（屋外）

１２：００～１８：００
（Ｌ．Ｏ１７：３０）

前売￥２，０００（５枚綴り※１枚￥５００相当）※全てのビールはチケット１枚と交換になります。
※フードは現金でお支払いください。※当日はチケット１枚￥５００で販売致します。
前売チケット販売・問：土手町コニュニティパーク内　デギュスタ（TELFAX兼０１７２－８８－７７９１）
　　　　　　　　　　　　　　酒の柳田（TEL０１７２－３２－１７２１　ＦＡＸ０１７２－３２－１７２３）

縄文バンザイ展（～１４日※９日休館日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

イベント内容
【青柳省吾によるちょきちょき土偶切り絵ワークショップ】７・８・１３・１４日　フレーム代￥１，２００　モビール代￥２，０００
【バーベキュー台で作るシャコちゃんブローチ】￥１，０００（ドリンク付）※要事前予約
　１３日１３：００～１６：００　１４日１０：００～１３：００　定員：各１０名
【トークイベント　縄文文様（三叉文）のお話＆描き方】７日１０：００～１２：００　入場料無料
【縄文犬がやってくる】１３・１４日　縄文犬のお話＆資料
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

“ゆぱんき１０周年企画”
Ｌａｎｔｅｒｎａｍｕｚｉｃａ　Ｇｏｓｅ　ａｒｏｕｎｄ　Ｔｒｉａｎｇｕｌｕｍ
幻燈列車 ａｔ 弘南鉄道

集合：弘前駅城東口
　　　 弘南鉄道　改札前

受付１７：３０
出発１８：３５　帰着２０：３０

予約・前売（※前日まで）：￥３，５００（１ｄｒｉｎｋ付）　子ども￥２，０００　乳児無料※要事前申込
申込・問：ゆぱんき（０５０－５３２９－４９５５）

山口洋(ＨＥＡＴＷＡＶＥ) ｓｏｌｏ ｔｏｕｒ
『ＹＯＵＲ ＳＯＮＧＳ ２０１８』

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット（全席自由）：前売￥４，０００（＋１ドリンク）　当日￥４，５００（＋１ドリンク）
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

ヒキガタルヨル Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

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

西村歩 ソロギターライブ レストラン パプリカ 開場１８：００　開演１８：３０ チャージ￥２，５００（１ドリンク付き）
予約：問：レストラン パプリカ（０１７２－３５－４４５０）、中村さん（０９０－２９７５－１８７４）

日本教育書道会　第３６回中弘南黒地区書道展
（～１０日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト秋の定期公演２０１８

太宰治まなびの家（旧藤田家住宅） 開演１４：００
太宰治研究の街・弘前で、いざ文学タイムトリップ！
入場料無料※事前予約不要・全席自由　上演作品：『畜犬談』、『リイズ』、『待つ』、『やんぬる哉』など５作品。
問：津軽カタリスト代表　平田さん（０９０－３１２３－３８６１）※弘前厚生学院の駐車場が利用できます。

映画・演劇・舞台

講演「私立弘前女学校の女生徒によるボランティア活動」
～１９００年１０月の弘前市での
岡山孤児院慈善音楽幻燈会開催時の活躍～

弘前学院大学
１号館　２１８教室

１４：４０～１５：３０

入場料無料※事前申込不要
内容：児童福祉の父といわれる石井十次が孤児と共に初めて来弘し慈善音楽幻燈会を開催した時の
　　　  私立弘前女学校生の活躍について。
問：弘前学院大学社会福祉教育研究所　玉井さん（０１７２－３４－５３１１）

講演・講座・セミナー

２０１８弘前ブルンネンコール演奏会 弘前文化センター　ホール 開場１３：３０　開演１４：００
入場料：一般￥８００　高校生以下無料
チケット販売所：弘前中三１階インフォメーション、弘大生協、弘前市まちなか情報センター、喫茶れもん、カフェテラス・ケララ
問：菊池さん（０９０－５２３９－４９３０）

タケバン 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）

温水プール石川　健康サポート教室（他２３日） 温水プール石川
研修室

１４：００～１５：００

参加料無料※各自傷害保険などに加入を　対象：６５歳以上の市民、各回２５名（先着順）
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、ストレッチ等の楽しい運動
※飲み物・タオル・室内用シューズなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

弘大じょっぱり起業家塾②「観光ビジネス演習」
第１・２回講義
（他２４日・１１/７・２１日、１２/５、１/９）

弘前大学附属図書館
３階　グループラーニング・ルーム４＆５

１６：００～１９：３０
（１/９のみ１８：００～２０：００）

弘前大学では、７月より、「弘大じょっぱり起業家塾」を開講いたしました。このプラグラムは、起業に対する基礎的な知識を
学ぶだけでなく、地域ビジネスに関わる経営学のセオリー、起業家の講演から学ぶ事例研究、事業計画の策定演習などを通じて、
柔軟な発想力や高い企画提案力を身に付けることを狙いとします。
これを通じて、起業家マインドを持つ地域で活躍できる人材を育成し、次世代経営者や自治体職員、学生を支援します。
受講料無料※要事前申込　定員：１０名
対象：観光の分野に関わる次世代経営者、マネージャー、自治体職員、将来地域で活躍したいと考えている社会人・学生
授与資格：「弘大じょっぱり起業家塾」履修証（弘前大学発行の受講証明書。単位履修にはなりません）
申込方法：受講を希望される場合は、氏名・所属・役職・電話番号・メールアドレス・希望演習を記載のうえ、
　　　　　　 Ｅメール等でお申し込みください。
申込・問：国立大学法人弘前大学社会連携部社会連携課　弘大じょっぱり起業家塾事務局
（ＴＥＬ０１７２－３９－３９７８　ＦＡＸ０１７２－３９－３１８９　Ｅメール：sjinzai@hirosaki-u.ac.jp）

講演・講座・セミナー

水泳教室〈背泳〉（～２６日の毎週火・金曜日） 温水プール石川 １０：００～１１：００
参加料無料※各自傷害保険などに加入を　対象：クロールで２５ｍ泳げる市民１５名※申込は既に締切
内容：背泳の基本泳法※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（０１７２－４９－７０８１）

スポーツ

れもんＳｐｅｃｉａｌ Ｊａｚｚ Ｌｉｖｅ
馬場葉子ｔｒｉｏ 東北コンサートツアー ２０１８

喫茶れもん １９：００～ チケット￥３，０００（飲食代別）※当日は￥５００増し
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

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

アート・展示会

映画・演劇・舞台

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

その他

ライブ・コンサート

ライブ・コンサート

岩木山総合公園体育館
【午前の部】５歳～８歳対象（受付９：３０～）１０：００～１２：００
【午後の部】８歳～１０歳対象（受付１３：００～）１３：３０～１５：３０
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日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

ヒロロで走ろう！かけっこ教室
（～３１日の毎週水・金曜日）

ヒロロ
３階　イベントスペース

１６：３０～１８：００
参加料無料※各自傷害保険などに加入を　対象：市内の小学校１～３年生、２０名※申込は既に締切
内容：走る、跳ぶ等の全身運動※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

地域未来創生塾＠中央公民館
第１回「銭湯の経済学～衰退産業の生き残り戦略～」
（他２４日）

弘前文化センター
第３会議室

１８：３０～

大学教員、学生からの話題提供や資料を使って、今後の地域づくり活動に役立つ全１０回の講座やワークショップを行います。
参加料無料※事前申込不要。　対象：高校生以上の市民３０名
その他：６ 回以上参加した人に、修了証を交付します。詳しくはホームページ で確認を。※第２回は１０/２４「刑務所とは何か」
※３回目以降の日程は随時お知らせします。
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１　火曜日は休み）
　弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター
　（０１７２－３９－３１９８　平日１０：１５～１７：００　ＨＰ：http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）

講演・講座・セミナー

お気軽に相談を！！「まちのよろず支援」 弘前商工会議所会館
５階 相談コーナー

１３：００～１７：００

日常、業務を行う中で、許認可の必要性やその他、商取引でわからないこと、お困りの方に無料相談会を開催しております。
※要事前予約　内容：法人の設立、建設業の許可申請他、各種許可・登録申請、相続の手続き等について。
※予約制とさせていただきますが、当日都合の悪い方で相談があるかたも調整が可能の場合もありますので、
　 お問い合わせください。
申込・問：中小企業相談所　経営支援課（０１７２－３３－４１１１）

相談会

魅惑のピアノトリオクラシックコンサート
「秋の宵の三重奏　露西亜の哀愁」

弘前学院大学礼拝堂 開場１８：００
開演１８：３０

チケット（全席自由）：前売￥１，０００　当日￥１，５００　　チケット販売所：弘前市まちなか情報センター、カフェテラス ケララ
チケット予約・問：ｓｔｕｄｉｏ ｐｉｐｐｉｎ 和田さん（０８０-１６７９-３４１３　Ｅメール：studiopippinart@yahoo.co.jp）

ライブ・コンサート

ソフトバレーボール体験教室（～１１/１５の毎週木曜日） 金属町体育センター １３：００～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　定員：市民１２名※申込は既に締切
内容：ルール説明、ボール慣れ、ゲームの実施。
※飲み物・タオル、室内用シューズを持参の上、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

ミサワホーム ｄｅ フラワーアレンジメント教室
（他１１/８、１２/１３）

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：各回とも先着１０名　　持ち物：花ばさみ・持ち帰り用の袋
レッスンプログラム：１０/１１“ハロウィンアレンジ”　１１/８“２０１８　Ｘ’ｍａｓリース”　１２/１３“お正月飾り”
※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。
※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いたします。
花材手配の関係上、一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。
講師：木田直子（フラワーアレンジメントＦａｉｒｙ Ｆｌｏｗｅｒｓ主宰）
申込・問：東北ミサワホーム 弘前展示場（０１２０－３３０－４１５）

ＢＣＰ（事業継続計画）策定に関するワークショップ
弘前市役所
６階　大会議室

１３：００～１７：００

企業には、台風などの自然災害や事故、テロなどの予期せぬ緊急事態などに遭遇した場合に、被害を最小限にとどめるだけでなく、
重要な中核事業を中断させない、短時間で復旧させる戦略的な行動計画を策定しておくことが重要です。
市では、東京海上日動火災保険株式会社（ひろさき地方創生パートナー企業）と連携し、事業継続計画（ＢＣＰ）策定に関する
ワークショップを開催します。ワークショップ参加後は個別支援を実施し、事業継続計画を作成するまで支援します。
参加料無料※要事前申込　　対象：市内企業２０社（先着順、１社２人まで）
問：弘前市商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

企業ＰＲプレゼンテーション講習会 ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０

会社説明会等で自社の魅力を効果的に発信し、採用力を高めるための講習会を開催します。
参加料無料　対象：ハローワークへ事業所登録をしている企業１０社（先着順）※申込は既に締切
講師：益山健一さん（キャリアバンク常務取締役、ジョブカフェあおもりスーパーバイザー）
問：ヒロロ３階 弘前就労支援センター内　Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

ベテランズセミナー 弘前文化センター
３階　視聴覚室

１０：００～１１：３０

残しておきたい「歩み」が書ける楽しい講座です。　　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）
テーマ：「劇作家が伝える自分史の書き方」　講師：村元督さん（国学院大学文学部兼任講師）
申込・問：１０/６までに、電話かファクスまたはＥメール（住所〈町名まで〉・氏名〈ふりがな〉・性別・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。

文京地区　空き家対策講座・個別相談会 中野集会所
講座１４：００～１５：００
相談会１５：００～１６：００

今年度市内１３地区で空き家対策講座と個別相談会を開催します。第２回目は文京地区です。
空き家で悩んでいる人、空き家問題に興味がある人など、どなたでもご参加ください。
参加料無料　対象：文京地区の居住者※申込は既に締切
※講座は事前申込不要。詳しくは、文京地区の回覧板か、市ホームページをご覧ください。
問：建築指導課空き家対策係
（ＴＥＬ０１７２－４０－０５２２　ＦＡＸ０１７２－３９－７１１９　Ｅメール：kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）

弘前秋のらん展（～１４日） 緑の相談所
９：００～１７：００
（１２日は１３：００から）

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

アートニット銀の糸　手編みニット展示即売会（～１４日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第５３回キヤノンフォトクラブ弘前写真展（～１４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５３回　いちだぁす会美術展（～１４日） 百石町展示館 １０：００～１９：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

川瀬裕之/支倉隆子　２人展（～１４日） 百石町展示館 １０：００～２０：００ 【詩劇＆ポエマンス】１３日　入場料￥１，５００　開演：１４：００　　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

市民ボランティアによるパソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
（他１９・２６日※３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※要事前申込　対象：パソコン初心者の市民３０名（先着順）
持ち物：筆記用具、昼食　内容：パソコンの基本操作、文字入力
申込・問：弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００　８：３０～１７：００）

子ども以上、大人未満のあなたに今聞いてほしい
～ひろがれ、弁当の日～ｉｎ弘前大学２０１８
「学生に伝えたい大切なコト・・・　食のコト・生のコト」
今だから考えよう、生きるという事

弘前大学５０周年記念会館
みちのくホール

１８：００～２０：００
（開場１７：３０）

入場料無料※要事前申込
【第１部】食卓の向こう側に見えるもの～キミたちの１０年後～
【第２部】食卓から始まる生教育　※会場定員２５０名のため定員に達しましたら申込受付を終了いたします。
申込方法：Ｗｅｂでお申込みください.。
問：弘前大学生活協同組合　　（ＴＥＬ０１７２－３４－４８０６　ＨＰ：https://www.hirosaki.u-coop.or.jp/app/entry/?cd=Lmkvd5ZB）

Ｔｈｅ 角切り
弥生いこいの広場
動物広場

１３：３０～
ホンシュウジカの角切りを行います（動物の体調により日程を変更する場合あり）。
観覧料無料（動物広場入場料が必要）　　問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

その他

第２回もっと輝く女性塾（全３回開催） 弘前市総合学習センター
調理実習室

１３：３０～１６：００
（受付１３：１５）

女性を対象に講習と交流会を開催します。多世代間で交流することで、価値観の違いを理解したり共有したり、
ワークライフバランスについて語り合い、いろいろな働き方を知るとともに自分らしく輝ける生き方を考えます。
受講料：￥５００（＋材料費￥１，０００）
対象者：年齢不問①～④のいずれかに該当する方
①弘前市在住のひとり親　②弘前市内で在職中の方　③弘前市内に就職希望の方　④輝きたい女性
内容：<第１部>段取り上手料理教室　テーマ「３０分で全部出来ちゃう！段取り上手の料理教室☆」（１３：４０～１５：２０）
　当日御持ちいただく物：エプロン、三角巾、筆記用具
　　　<第２部>なるほど女子交流会　テーマ「みんなの節約・時短ワザ！暮らしのヒント」（１５：３０～１６：００）
　無料託児あり！受講時間中、ご希望の方は近隣保育園で一時預かりを利用できます
　※受講者１名につき、０歳から就学前のお子様１名まで託児利用無料。　申込期限：１０/４
申込・問：必要事項を記入し、ＦＡＸ、電話、メール、または郵送か持参にて、
キャリアアップ支援センター　マミースマイル（株式会社　Ｉ・Ｍ・Ｓ）三上さん　工藤さん
（〒０３６－８１８２　弘前市土手町１３４－８　ＴＥＬ０１７２－３２－５８０１　ＦＡＸ０１７２－３２－５８０１　Ｅメール：i.m.s@tea.ocn.ne.jp）へ｡

ＦＰフォーラム ｉｎ 弘前　講演会
「人生１００年時代を幸せに生き抜くために
『今日から考える自分年金』
～税制改正とｉＤｅＣｏの仕組みを理解しよう～」

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館

１３：３０～１５：００
（受付１３：００）

参加料無料　定員：先着１００名
【同時開催】無料相談会　ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）がご相談をお受けします。
　時間：①１０：３０～１１：２０②１１：３０～１２：２０③１２：３０～１３：２０④１５：１０～１６：００　定員：各回２組
申込・問：講演会へ参加希望の方はチラシ裏面の申込書をＦＡＸ、無料相談会に参加ご希望の方はフリーコールで、
日本ＦＰ協会東北ブロック（フリーコール０１２０－８７４－２５１〈平日１０：００～１７：００〉　ＦＡＸ０２２－２６７－０２２６）へ。

短歌を作ろう 弘前図書館
２階　会議室

１３：３０～１６：３０
参加料無料※要事前申込　対象：中学生以上１５名　内容：短歌の作り方　講師：ＮＨＫ学園短歌講師、運河の会代表
その他：昨年の参加者は自作短歌を１首持参してください。当日添削指導します。
申込・問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

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や手ぬぐいを使って布ぞうりを作ってみませんか。
参加料無料※要事前申込　定員：２０名
持ち物：使い古しのタオル４枚（色付きのフェースタオル）・裁ちばさみ・昼食・飲み物・作業しやすく汚れてもよい服装。
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟
（０１７２－３６－３３８８　９：００～１６：００　月曜日は休館〈月曜日が祝日の場合は翌日〉、１０/７は休み）へ。

弘前市仲町シンポジウムと伝建地区見学会

今年、弘前市仲町伝統的建造物群保存地区が伝建地区選定４０周年を迎えたことを記念し、シンポジウムと見学会を開催します。
【シンポジウム】
参加料無料※事前申込不要
内容：「講演」中村琢巳さん（東北工業大学講師）、「報告」今井二三夫さん（弘前市仲町地区伝統的建造物群保存会会長）／
　　　　「パネルディスカッション」コーディネーター・大野敏さん〈横浜国立大学大学院教授〉
【伝建地区見学会】
伝建地区の町並みや公開武家住宅を巡ります。
参加料無料※事前申込不要。
問：文化財課文化財保護係（０１７２－８２－１６４２）※車でお越しの際は周辺の有料駐車場の利用を。

弘前城植物園散策ガイド 集合：弘前城植物園南案内所 １０：００～１１：００
弘前市みどりの協会の樹木医や緑の相談員が、見頃の花や樹木を説明しながら楽しく園内をガイドします。
参加料無料（ただし入園料が必要）※事前申込不要。　　問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

無料上映会「鞍馬天狗　角兵衛獅子」 弘前図書館
２階　視聴覚室

開場９：３０
上映開始１０：００～

スポット企画展に合わせて、映画「鞍馬天狗　角兵衛獅子」の上映会を行います。
参加料無料　定員：６０名（先着順）　　申込・問：文学館受付またはお電話で、弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）へ

映画・演劇・舞台

親子体操教室（他１１/８，１２/１６） ヒロロ
３階　健康ホール

１１：００～１２：００ 参加料無料　対象：おおむね３歳以上の幼児とその保護者２０組（先着順）
持ち物：動きやすい服装・汗拭きタオル・飲み物（裸足で行います）　　　申込・問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

キッズハローワーク　おしごと体験広場 弘前学院聖愛中学高等学校
１０：００～１６：００
（９：４５開会式/
 １５：００受付終了）

おしごと体験広場　キッズハローワークは職業体験とあそびのイベントです。
小学生対象！おしごと体験にはおしごと手帳が必要です。（￥１，５００）おしごとをしてスタンプをもらおう！
　※「おしごと手帳」１冊で３つのおしごと体験とハロー教室を１つ受講できます。１つの体験ごとに１つのスタンプをもらうと、
　　 仮想通貨「ハロー」と交換することが出来ます。ハロー広場では「ハロー」を使ってさまざまな遊びを体験することができます。
おしごと手帳前売取扱い：エルムの街ショッピングセンターインフォメーション／ヒロロ
　※おしごと手帳は当日会場でもご購入いただけます。
※内履きを持って来てね。大人もだよ。駐車場に限りがありますので、できるだけ交通機関をご利用ください。
詳しくはＦａｃｅｂｏｏｋをご覧ください。「おしごと体験広場キッズハローワーク｝で検索。
問：おしごと体験広場キッズハローワーク実行委員会（http://www.facebook.com/hellohellokids)

平成３０年度　ねぷた絵描き方講習会 弘前市立観光館
多目的ホール

１０：００～１５：００
（休憩１２：００～１３：００）

受講料：￥７００　定員：５０名　対象者：小学生以上　昼食は各自ご用意ください。
※作品は弘前城菊と紅葉まつりおよび雪燈籠まつり期間中、会場内に展示します（予定）。
申込方法：弘前観光コンベンション協会事務局窓口へ申込書に記入の上、受講料を添えて申し込んでください。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

町会担い手育成塾「町会に世代交代は必ず来る！！」 弘前市役所
３階　会議室

１３：３０～１６：３０

町会活動を実際に担っているまたは、町会活動に関わっている３０代から５０代までの人の実践例を紹介し、
次の担い手を取り込むための活動や工夫について意見交換をします。
参加料無料　対象：町会で活動している人、町会に興味がある人５０名（先着順）
申込・問：１０/９までに、電話かファクスまたはＥメール（氏名・町会名・担い手育成について他の町会に聞いてみたいことを記入）で、
市民協働政策課（ＴＥＬ０１７２－３５－１６６４　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

アイシングクッキーワークショップ アプリーズ
３階　特設会場

①１１：００～１１：２０
②１１：３０～１１：５０

参加費：１枚￥６００※要事前予約　定員：各回１０名　対象：小学生以上※未就学児は付き添いの方がサポートをお願いします。
申込・問：（０９０－７７２７－４６２１　Ｅメール：ichigokingyo@gmail.com）

「犬と散歩ができる公園」愛犬マナー講習会 弘前駅城東口緑地 １０：００～１１：００
参加料無料※事前申込不要。　　内容：犬のしつけについての講話、リードを持った歩き方など。
※当日は、緑地内に駐車できます。なお、雨天時は中止となる場合があります。　問：弘前市公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

藤田記念庭園 ｄｅ 中国茶会 藤田記念庭園
茶屋　松風亭

午前の部１０：００～１２：００
午後の部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）

その他

民音創立５５周年記念
アマラウ　ビエイラ　ピアノリサイタル

弘前市民会館
大ホール

開場１３：３０
開演１４：００

チケット：Ｓ席￥５，３００　Ａ席￥４，６００（前・当日共）　Ｅ席￥２，０００
※当日会場で、開演１時間前から「Ｅ席（当日学生）券￥２，０００」（小学生以上～大学・専門学校生以下／要学生証提示）を
　 販売いたします。　「Ｅ席（当日学生）券」は数に限りがありますのでご了承下さい。
※小学生未満のお子様（乳幼児）のご入場は固くお断りいたします。
チケット取扱：弘前市民会館／さくら野弘前店／紀伊國屋書店弘前店／ローソンチケット「Ｌｺｰﾄﾞ：２２８４１」／
　　　　　　　　チケットぴあ「Ｐコード：１２１－３２９」
問：ＭＩＮ‐ＯＮ仙台（０２２－２２２－１３７１）

ライブ・コンサート

10 水

11 木

講演・講座・セミナー

12 金

アート・展示会

講演・講座・セミナー

13 土

講演・講座・セミナー

その他

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日は１３：００から　最終日は１６：００まで）

14 日

シンポジウム：弘前中央高校講堂
　　　　　　　　 １３：００～１５：３０（開場１２：００）
伝建地区見学会：旧伊東家住宅
　　　　　　　　　　 １０：００～１１：３０（１０分前集合）

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

15 月 弘前市女性大学　第５回「津軽塗」を毎日使う
（※実習あり）

弘前文化センター １０：００～１２：００予定

身近な学習課題を取り上げ、知識を深めるとともに家庭や社会における女性の立場や役割を認識し、
より良い地域づくりに役立つよう、この女性大学を開設します。
受講料(全１０回で）：一般￥３，５００　女性会会員￥３，０００（資料並びに通信費として）
※現地学習並び実習のある講座等の費用は別途徴収します。
　中途からの受講も可能ですが受講料の軽減はありません。受講時には受講証をお忘れなく。
申込み：受講希望者は、弘前文化センター１階　弘前市社会教育協議会内 弘前地区女性会事務局へ
※電話での申込や講座開講日の受付はできません。
問：弘前文化センター１階　弘前市社会教育協議会内 弘前地区女性会事務局（０１７２－３１－３０１０）

講演・講座・セミナー

16 火 美脚＆美尻ストレッチ教室（他２３・３０日） 勤労青少年ホーム １９：００～２１：００
参加料無料　　対象：市内に勤務または居住する働く人（おおむね３５歳まで）１０名※先着順
持ち物：室内用シューズ、タオル、飲み物、運動のできる服装。　内容：美脚・美尻に効果的な簡単ストレッチ。
申込・問：１０/１３までに、勤労青少年ホーム（０１７２－３４－４３６１）へ。

講演・講座・セミナー

Ｒｅａｄｉｎｇ ｌｉｖｅ「卍の城物語」（他１０/２３）
弘前市民会館
大ホール

開場１８：００
開演１８：３０

前売券：一般￥１，０００　大学生￥５００※高校生以下無料
チケット取扱い：ヒロロ、弘前中三、弘前市まちなか情報センター、弘前市民会館、弘前文化センター、
　　　　　　　　　　弘大生協シェリア、ＥＬＭインフォメーション、成田本店しんまち店
内容：２０１７年８月上演の「卍の城物語Ⅰ」を再構成しています。
問：一般社団法人弘前芸術鑑賞会（ＴＥＬ０１７２－４０－４０８２　ＦＡＸ０１７２－４０－４８６１）

映画・演劇・舞台

げんねんＥＣＯスクール
第一部：放射能の健康への影響
第二部：ＵＶレジンで作るブローチ

弘前商工会議所会館
２階　２０１室

１０：００～１２：３０
（受付９：３０～）

参加費￥５００　定員３０名程度（応募者多数の場合は抽選となります）　託児無料（１歳児～未就学児対象）
講座内容：第一部：放射能の健康への影響～みんなで放射線を正しく知りましょう
　　　　　　 第二部：ＵＶレジンで作るブローチ
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。）
申込締切日：１０/５（必着）※ホームページお申込１５：００まで※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：https://www.jnfl.co.jp/ja/pr/event/2018/）
※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。

講演・講座・セミナー

全日本プロレス旗揚げ記念シリーズ 青森県武道館
開場１７：３０
試合開始１８：３０
（ＦＣ先行入場１７：２０）

観戦料：特別リングサイド￥７，０００　リングサイド￥５，０００　指定席￥４，０００※当日各席種￥５００増し
※当日のみ小中高生￥１，０００
問：オールジャパン・プロレスリング（株）（０４５－５３２－６７０１　ＨＰ：http://www.all-japan.co.jp）

スポーツ観戦

消費税の軽減税率制度に関する説明会（他２３日）
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１７日１０：３０～１１：３０／
　　   １３：３０～１４：３０
２３日１５：００～１６：００

問：弘前税務署法人課税第一部門（０１７２－３２－０３３１、音声案内に従い「２」を選択）

もっとじっくり！！土手町まるごと探検隊
中土手町編（他２１日）

集合：弘前市まちなか情報センター １０：００～１２：００

この春大好評だった「土手ぶらツアー」。今回は上・中・下土手町をそれぞれ分けてさらに詳しく巡ります。
各土手町に隣接したわき道も楽しみつつ、お店屋さんのお話を伺いながら明治、大正、昭和、平成の土手町にタイムスリップ！
参加料：￥２，５００（コーヒーもしくはスイーツブレイク付）
募集定員：１５名（最少催行人数５名）　締切：１０/１２（金）
内容：土手町十文字から蓬莱橋まで昔から個人商店の多い町。明治から続くお店など、店主のお話も伺い、裏路地も巡ります。
申込・問：たびすけ
　（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp　１０：００～１７：００※土日祝休業）

うたごえ華会　発表会 百石町展示館 開場１３：００
開演１３：３０

入場料：￥１，０００　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） ライブ・コンサート

18 木
弘前大学
研究・イノベーション推進機構　学術講演会
演題「世界を照らすＬＥＤ」

弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

１３：３０～１５：００

入場料無料※要事前申込　　定員：先着３００名　対象：一般の方，教職員，学生
講師：２０１４年ノーベル物理学賞受賞　名古屋大学大学院工学研究科教授　天野浩氏
申込方法：電話か電子メールにてお申込みください。
申込締切：１０/１０（水）ただし，定員を超えた場合は申込みを締め切らせていただきます。
申込・問：弘前大学研究・イノベーション推進機構
　（０１７２－３９－３９０７　月～金：９：００～１７：００※祝日を除く
 　Ｅメール：kensui@hirosaki-u.ac.jp　ＨＰ：http://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/）

講演・講座・セミナー

電動ロクロ体験（～２１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：４５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）

白川優子さん講演会
「医は仁術か？医療に国境はないのか？」

弘前大学　みちのくホール １５：００～１７：００

ノーベル平和賞受賞団体「国境なき医師団」の看護師として、シリア・ガザ・南スーダンなどで活躍している白川優子さんに、
紛争地での医療の限界や人道問題など、一般ジャーナリストが語りえない事実について語ってもらいます。
入場料無料
問：法務契約課（０１７２－３５－１１３７）

弘前大学祭２０１８（～２１日） Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

Ｎａｂｕｋｏ Ｋｉｒｙｕ ＦＲＯＭ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ ｉｎ 弘前 Ｅａｔ & Ｔａｌｋ １９：００～２１：００
（ＯＰＥＮ１８：３０）

ミュージックチャージ￥２，０００
予約・問：Ｅａｔ ＆ Ｔａｌｋ（０１７２－３７－２２２２）

弘前盆栽研究会作品展（～２３日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

第１０回盛煌会ねぷた絵展（～２１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）

ＤＲＥＡＭＥＲ７期生公演
ＴＨＥ ＣＡＴ ＴＨＡＴ ＬＩＶＥＤ Ａ ＭＩＬＬＩＯＮ ＴＩＭＥＳ
～１００万回生きたねこ～（～２１日）

チケット：￥１，０００　チケット取扱：弘前市まちなか情報センター
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会（０１７２－８８－６４９９）

映画・演劇・舞台

弘前医療福祉大学・短期大学部
平成３０年度公開講座～健康で豊かな暮らしのために～
『乱用薬物および身近に存在する毒物』
～元科捜研そして元法医学教室の男から～

弘前医療福祉大学
大学棟Ⅰ

９：３０～１１：００
（受付９：００～）

受講料無料
申込・問：ＦＡＸ、Ｅメールの場合は公開講座受講希望とし、受講希望日、氏名、電話番号を明記して、
　　　　　 弘前医療福祉大学公開講座係・成田句生さん・工藤雄行さん
　　　　　 （ＴＥＬ０１７２－２７－１００１※平日受付９：００～１７：００　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３※２４時間受付
　　　　　　Ｅメール：koukai@jyoto-gakuen.ac.jp　大学ＨＰ：http//www.hirosakiuhw.jp）へ。
※この講座は、あおもり県民カレッジの単位として認められます。

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

残ったおかずをアイデアと工夫でおいしくとことん活用してみませんか。
参加料無料　対象：小学生以上２０名※小学生は保護者同伴
持ち物：エプロン、ふきん、大皿１枚（直径２５ｃｍ程度）、マグカップ、はし、米０．５合
内容：残りおかずでごはんのかき揚げ、皮つき大根のスープ、皮つきさつま芋のヨーグルトサラダ。
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟
（０１７２－３６－３３８８　９：００～１６：００　月曜日は休館〈月曜日が祝日の場合は翌日〉、１０/７は休み）へ

弘前学院大学 地域総合文化研究所講演会
弘前学院大学
礼拝堂

１３：００～１５：３０

参加料無料※事前申込不要
内容●住民の暮らしを守る－保健師活動を振り返って－　講師：川村泰子氏（弘前学院大学看護学部 准教授）
　　　●シマと食－多様性と持続性－　講師：三上聖治さん（弘前学院大学看護学部 教授）
問：弘前学院大学 文学部事務 成田さん（０１７２－３４－５２１１）

第６回北の文脈文学講座　朗読会『津軽の詩』より
弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１５：００
参加料無料※申込は不要ですが、聴講者が６０名を超えた場合は立ち見になることがあります。
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

落語で成年後見制度 弘前市総合学習センター
多目的ホール

１３：３０～１６：００

成年後見制度の概要を落語「後見爺さん」で分かりやすく説明し、成年後見制度に関わりのある弁護士、司法書士、社会福祉士が
制度の利用状況などをお話しします。
入場料無料※事前申込不要。
問：法テラス青森（０５０－３３８３－５５５２）

その他

関山親子コンサート２０１８ ｉｎ 弘前 弘前文化センター 開場１７：３０
開演１８：００

チケット前売：一般￥２，０００　高校生以下￥１，０００※当日はそれぞれ＋￥５００
※７０歳以上の方へ、先着１００名様限定無料チケット贈呈（受付：弘前市社会福祉協議会０１７２－３３－１１６１）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

第４３回　食物アレルギー対応
フライパンで作る 親子お菓子教室

弘前市総合学習センター １３：３０～１５：３０
（受付は１３：１５～）

参加料：親子２名で￥７００（材料費・傷害保険込）
対象：親（保護者）と子（小学１～６年生）の２名１組　定員：１０組２０名※申込は既に締切
予定メニュー：かぼちゃジャムで作る焼き餅／ほうじ茶プリン／ホットはちみつジンジャーティー
問：弘前ガス㈱料理教室係（０１７２－２７－９１００）

第５回幼児音楽フェスティバル２０１８ 弘前市民会館
大ホール

１３：００～１６：００
（開場１２：３０）

入場料：￥５００
問：東日本幼児音楽研究会弘前支部（０１７２－３５－７２２１）

ブックスタートおはなしかい（他３１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
問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

伝統技術を体験しよう！
「組子を体験しよう！」

ヒロロ
３階　イベントペース

①１０：３０～１２：００
②１３：３０～１５：００

体験料：￥７００　定員：各回２５個限定（先着順。要事前予約）　対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）
内容：３種類の組子模様から１つ選び、くぎを使わずに木と木を組み合わせて作り、仕上げに好きな色の和紙を張り付けて
　　　 自分だけのオリジナル組子の完成です。※アイテムによって所要時間は異なります。※作品は、当日お持ち帰りできます。
※組子体験の申込みは、１０/６（土）８：３０～お電話または市民文化交流館窓口で受付します。
申込・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）

伝統技術を体験しよう！
「津軽塗の職人気分を体験しよう！」

ヒロロ
３階　イベントペース

①１１：００～１２：００
②１３：００～１４：００

体験料：￥１，５００　定員：各回１５個（先着順。要事前予約）　対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）
内容：ペンダントトップ・ヘアゴム・スライドミラー・ステンレス製スプーン・ステンレス製フォーク、全５種類のアイテムから１つ選び、
　　　 研ぎ出し行程の体験ができます。体験後は一旦お預かりして艶加工を施し、市民文化交流館窓口にてお引き渡しします。
　　　 （２～３週間後）
※津軽塗の体験申込みは、１０/７（日）８：３０～お電話または市民文化交流館窓口で受付します。
申込・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）

月例登山　『紅葉とキノコ　ライオン岩登山』 こどもの森　ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 参加料無料※要事前申込　持ち物：飲み物、昼食、替えの下着・靴下、雨具
申込・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）

婚活Ｐａｒｔｙ

参加料：男性￥５，０００　女性￥３，０００※軽食＆ソフトドリンク付き、当日カラオケは行いません。
定員：男女各１２名※参加料は当日受付にてお支払いください。その際、身分証明書の提示もお願いいたします。
キャンセル料について：４日前から当日８０％、当日１００％（ご連絡いただかない場合＋￥２，０００）
※個人情報保護のため、当日はパーティーネームでの開催となります。
申込・問：婚活サークルＡｒｈｅａｒｔ～アルハート～　工藤さん（０９０－２９５９－４１５８　Ｅメール：arheartk@gmail.com）

第６回ひろレクデー ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１０：００～１５：３０

参加費：おとな￥５００／こども￥１００
内容：津軽塗（箸またはスプーン）製作※津軽塗 箸（またはスプーン）は別途製作費￥１，０００頂戴いたします。
チャレンジスタンプラリー（レク式年齢別体力測定、ラダーゲッター、イスに座ってできる軽体操などなど、
認知症予防の知的ゲーム、おとなもこどもも忍者修行にチャレンジ！※特製たか丸くんバッジがもらえるよ！）

【認知症サポーター養成のおはなし】
参加費無料※要事前申込　対象：①小学生（１０：３０～）／②一般（１２：３０～）
問：薬師山税理士事務所内　ＮＰＯ法人ひろさきレクリエーション協会事務局
（ＴＥＬ０７０－３９９６－３８７３　ＦＡＸ０１７２－５５－８７２３　Ｅメール：npo.hirorec@gmail.com）

♪秋の日曜コンサート２０１８♪
オカリナ アンサンブル こだま

藤田記念庭園　洋館 １４：１５～小休憩～１５：３０頃

秋の日曜日の午後のひととき、やさしいオカリナの響きを楽しみませんか？
入場料無料※庭園見学の方は入園料が必要です。
※事前申込不要。当日直接お越しください。
問：オカリナアンサンブルこだま　鳴海さん（０９０-７９３３-２４１１　Ｅメール：narumitoshiyuki@gmail.com）
※このコンサートはあおもり県民カレッジの単位認定講座です。

Ｔｈｅ Ｓｕｐｅｒ Ｂａｌl　ワンマンツアー２０１８
～Ｂｏｕｎｄ　Ｕｐ　フタリダケ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

前売￥３，８００（ドリンク代￥５００別）　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
「ＦＲＥＤＤＩＥ ＨＵＢＢＡＲＤ 生誕８０周年ＭＥＭＯＲＹ」

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

17 水

その他

19 金

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

20 土

アート・展示会

講演・講座・セミナー

21 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

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
２０日昼：開場１３：３０　開演１４：００／夜：開場１７：００　開演１７：３０
２１日昼：開場１２：３０　開演１３：００／夜：開場１６：００　開演１６：３０

カラオケ合衆国１０２バイパス店
午前の部：５０代６０代の独身男女　１０：４５～１２：３０（受付１０：１５～）
午後の部：３０代４０代の独身男女　１３：４５～１５：３０（受付１３：１５～）



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

22 月
弘大じょっぱり起業家塾①「地域資源活用ビジネス演習」
第１・２回講義
（他２９日・１１/１５・２６日、１２/６、１/９）

弘前大学附属図書館
３階
グループラーニング・ルーム４＆５

１６：００～１９：３０
（１/９のみ１８：００～２０：００）

弘前大学では、７月より、「弘大じょっぱり起業家塾」を開講いたしました。
このプラグラムは、起業に対する基礎的な知識を学ぶだけでなく、地域ビジネスに関わる経営学のセオリー、
起業家の講演から学ぶ事例研究、事業計画の策定演習などを通じて、柔軟な発想力や高い企画提案力を身に付けることを
狙いとします。
これを通じて、起業家マインドを持つ地域で活躍できる人材を育成し、次世代経営者や自治体職員、学生を支援します。
受講料無料※要事前申込　定員：１０名
対象：食の分野に関わる次世代経営者、マネージャー、自治体職員、将来地域で活躍したいと考えている社会人・学生
授与資格：「弘大じょっぱり起業家塾」履修証（弘前大学発行の受講証明書。単位履修にはなりません）
申込方法：受講を希望される場合は、氏名・所属・役職・電話番号・メールアドレス・希望演習を記載のうえ、
　　　　　　 Ｅメール等でお申し込みください。
申込・問：国立大学法人弘前大学社会連携部社会連携課 弘大じょっぱり起業家塾事務局
（ＴＥＬ０１７２－３９－３９７８　ＦＡＸ０１７２－３９－３１８９　Ｅメール：sjinzai@hirosaki-u.ac.jp）

講演・講座・セミナー

村松 韻　日本画展－下界より－（～３０日） 弘南鉄道大鰐線　中央弘前駅内
ギャラリーまんなか

１１：００～１８：００ 入場料無料　※専用駐車場はございません。公共交通機関や近隣のコインパーキングをご利用ください。
問：村松さん（Ｅメール：matsumatsu1173@gmail.com）

アート・展示会

女性のための法律相談 ｉｎ 弘前市
（他Ｈ３１/３/１２）

弘前市民参画センター １４：００～１６：００

法律に関する問題について、女性弁護士がアドバイスします。
※各相談日一人４０分ｘ３名まで。※相談を希望される方は、あらかじめ電話でご予約ください。
法律相談は、弁護士への相談がスムーズにできるように、ご予約の際に相談員が相談内容をお伺いします。
予約：（０１７－７３２－１０２２※受付時間９：００～１６：００（水曜日・年末年始休業）
問：青森県男女協同参画センター相談室（０１７ー７３２ー１０８５）

相談会

雪 雄子　舞踏ワークショップ「花・鳥・風になる」
（他１１/２１）

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

あなたの就活を応援します！福祉のしごと移動相談
ヒロロ
３階　多世代交流室Ａ

１３：００～１６：００

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

相談会

津軽盆栽会盆栽展（～３０日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

写真集団　フィール（～２８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）

わたしらしく生きる　アクションプログラム（～２６日） ヒロロ
３階　多世代交流室２

１０：００～１７：００

※２日間参加のワークショップです。　参加料無料　申込締切：１０/１８（木）１７：００まで
【同日開催・ランチ交流会】１０/２５・２６両日のお昼頃、講師も参加するランチ交流会を開催します
※自由参加・各日￥１，２００前後。参加費は当日徴収します。
申込・問：女性起業家等支援ネットワーク構築事業　東北ブロック事務局
特定非営利活動法人　福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構　会津支部
（０２４２－２３－８２６８　Ｅメール：josei-nw@naxia.jp　ＨＰ：http://prt.red/b/起業女子）

一閑張り講習会（～２８日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００

２日間で一閑張りかごを作ります。都合の良い日、２日間を選んでください。
受講料：￥１３，０００（材料費※かご大小２個分、２日間の食事代）
持ち物：エプロン、おしぼり、はさみ、布（自分で貼ってみたい布を持って来て下さい）。
申込・問：葛西さん（０９０－７５２２－１３２４）

26 金 介護のしごと魅力発信セミナー アートホテル弘前シティ
３階プレミアホール

１４：００～１５：３０
認知症ケアの講演会を開催します。
参加料無料　定員：２００名（先着順）　内容：講演「優しさを伝えるケア技術：ユマニチュード」
申込・問：１０/１８までに、ファクス（氏名・電話番号を記入）で、弘前厚生学院（０１７２－３３－２１０２　ＦＡＸ０１７２－３２－５２３３）へ。

講演・講座・セミナー

カサイコ企画５７
かなこさんの蓋物とくみこさんの貯金箱展（～１１/５）

ＣＡＳＡＩＣＯ １１：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

会期中無休
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

シャルレギャラリー 百石町展示館 １１：００～１５：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前医療福祉大学・短期大学部
平成３０年度公開講座～健康で豊かな暮らしのために～
『入浴・清潔保持の介護』

弘前医療福祉大学
短期大学部棟Ⅰ

９：３０～１１：００
（受付９：００）

受講料無料
申込・問：ＦＡＸ、Ｅメールの場合は、公開講座受講希望とし、受講希望日、氏名、電話番号を明記して、
弘前医療福祉大学公開講座係・成田句生さん・工藤雄行さん
（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１※平日受付９：００～１７：００　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３※２４時間受付
Ｅメール：koukai@jyoto-gakuen.ac.jp　大学ＨＰ：http//www.hirosakiuhw.jp）へ。
※この講座は、あおもり県民カレッジの単位として認められます。

落語教室 弘前文化センター
第３和室

昼の部１４：００～１７：００
夜の部１８：００～２１：００

受講料無料　講師：春風亭昇也さん、春風亭昇吾さん
問：三浦さん（０９０－９７４１－６７３９　Ｅメール：hiroraku.comyu@gmail.com）

加藤謙一文学散歩 集合：弘前市立郷土文学館
９：３０～１１：３０
（集合は９：１５）

弘前市出身で、「昭和の名編集長」とたたえられた加藤謙一ゆかりの地を訪ねます。
※小雨決行。雨天時は郷土文学館で座学。
参加料無料　　定員：２０名（先着順）　持ち物：飲み物、雨具、歩きやすい服装
講師：斎藤三千政さん（郷土作家研究家）
申込・問：１０/２５までに、電話か窓口で、弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

外国人のためのひろさき楽習
箏のしらべと日本の歌～
聴いて歌って楽しもう（ミニコンサート）

弘前文化センター
２階　第１和室

１４：００～１５：３０

参加料無料　対象：市内在住の外国人 ２０名（先着順）　　曲目：春の海、六段、雪はな、しゃぼん玉、大きな古時計　ほか
その他：英語による通訳あり
申込・問：１０/２６までに、電話かファクスまたはＥメール（氏名・国籍・理解できる言語・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。

しゅわさろん（他１１/１７、１２/８） ヒロロ
３階　多世代交流室

１５：００～１７：００
手話を使ってゲームやおしゃべりをしてみませんか。手話に興味のある人、手話が分からない人もぜひおいでください。
参加料無料※事前予約不要　　内容：手話を使ったゲーム、グループトーク
問：福祉政策課（ＴＥＬ０１７２－４０－７０３６　ＦＡＸ０１７２－３２－１１６６）

Ｔｈｅ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
～ＴＯＵＲ １９ ＮＩＧＨＴＳ ２０１８ ＡＵＴＵＭＮ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

スタンディング￥５，０００※入場時ドリンク代別途必要
※小学生以下、保護者同伴の場合のみ入場無料。チケット保有の保護者１名につきお子様１名まで
チケット取扱：ローソンチケット(Ｌコード：２２７３１) ／チケットぴあ(Ｐコード：１１８－２１６)／ｅ＋(イープラス）／チケットＧＩＰ
問：ジー・アイ・ピー（０２２－２２２－９９９９）

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）

劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ「カンバク」 ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ １６：００～
（開場は３０分前）

前売：一般￥２，０００　学生￥１，５００（当日￥５００増）　チケット取扱：デネガ企画、飲食ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ
チケット予約・問：劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＭＦＯＲＴ（Ｅメール：sazakan@hotmail.com　ＨＰ：http://www.gekidansoutherncomfort.jp）

第７・８回　焦点
～日頃の不満やイライラは「話し方」で解決できる。
（他１１/１８）

弘前市立観光館　多目的ホール １４：００～１６：００

落語を観るのはもちろん、噺家さんから、初対面のかたと打ち解ける方法を学んだり、笑点でおなじみのやりくり川柳を体験。
ご参加者さまの日頃の不満やイライラを、笑いでふきとばします。
チケット￥１，０００（２回セット）
チケット販売：弘前中三／弘前市立観光館／弘前市まちなか情報センター／弘前文化センター／弘前市民会館
講師：桂　歌若さん
問：弘前男女らくご振興協会（０９０－９７４１－６７３９　Ｅメール：hiroraku.comyu@gmail.com）

県民と警察の音楽の集い 弘前市民会館　大ホール １３：３０～１５：３０
（開場１３：００）

青森県警察音楽隊による演奏会を開催いたします。
さらに、青森県立弘前南高等学校に賛助出演していただき、音楽隊との合同演奏もあります！
入場料無料（要入場整理券）　整理券配布場所：警察本部や県内各警察署／弘前市民会館
問：青森県警察本部広報課（０１７－７２３－４２１１）、弘前警察署（０１７２－３２－０１１１）

フラワーカンパニーズ アコースティックワンマンツアー
「フォークの爆発２０１８～座って演奏するスタイルです～」

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

全席自由：￥４,０００（ｔａｘ ｉｎ、当日１ドリンク代５００円別、入場整理番号付）※当日￥４,５００※一部立見の可能性あり
チケット取扱：ローソンチケット（コード：２２００８）／チケットぴあ（Ｐコード：１１７－７１０）／ｅ＋／Ｍａｇ-Ｎｅｔ
問：Ｍａｇ-Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

内山善雄カルテット＆ヴォーカル Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １８：３０～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

地域資源レポート　巡回写真展（～１１/５） ヒロロ
３階　大町側エスカレーター前

★１０：００～２０：００
津軽広域連合の構成８市町村住民のみなさんが特派員となり、普段何気ない生活で撮影した写真（地域資源レポート）を、
８市町村施設を巡って紹介する写真展です。
観覧料無料　問：津軽広域連合　総務課総務企画係（０１７２－３１－１２０１）

若竹の会作品展示会（～３１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２６回ジュンコ人見のはなクラフト
パンの花ルナ・フローラ展（～１１/１）

弘前文化センター ９：００～１７：００
（最終日１５：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

弘前市立南中学校　校内合唱コンクール 弘前文化センター　ホール １３：００～１５：３０
（開場１２：３０）

入場料無料　問：弘前市立南中学校（０１７２－８８－１４１１） ライブ・コンサート

31 水
市民ボランティアによるパソコン講座
「ワード２０１０入門講座」（他１１/７・１４日）
※３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、ＵＳＢメモリ、昼食。
内容：ワープロソフト（ワード２０１０）を使用した基本的な操作技術の習得
※ワード２０１０以外のバージョンを使っている人は操作方法が異なりますので、ご注意ください。
申込・問：１０/１４より、弘前市総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００〈８：３０～１７：００〉へ。

講演・講座・セミナー

28 日

映画・演劇・舞台

ライブ・コンサート

30 火

アート・展示会

23 火

24 水

25 木

アート・展示会

講演・講座・セミナー

27 土

アート・展示会

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート



津軽まちあるき博覧会２０１８ TSUGARU DEEP WALK EXPO

日 曜日 イベント名

弘前公園観光人力車（～１１/１１）

お寺がずらり！英気を養うヒーリング体験
【弘前城の裏鬼門・禅林街界隈と坐禅体験】

新寺町界隈で弘前の仏教を探る
【弘前の仏教を探るまちあるき】

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）

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！】

日 曜日 イベント名

和菓子屋さんから直接手ほどき！
【和菓子づくり&日本庭園でいただく抹茶】

今、弘前の雑貨屋がおもしろい！
【弘前の代官山・代官町　雑貨屋めぐり
＜プチスイーツ付＞】

太宰治 没後７０年
【太宰が過ごした弘前。旧制高校時代を巡る】
（他１３・１９・２０日）

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）

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）

※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♪

※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？

※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￥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！

※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♪

※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１週間前まで直接電話で
参加費：おひとり様￥４，０００　定員：３～１０名まで※１～２名の場合はお問い合わせください。　ガイド：たびすけ
藤田記念庭園内にて、和菓子屋さんの手ほどきによる日本伝統の和菓子（季節の生菓子３点）を手作り体験しちゃいます。
和菓子とお抹茶で一休みした後は、たびすけ的藤田記念庭園案内付き♪

ツアー内容・備考

問：たびすけ合同会社西谷（０１７２－５５－０２６８）

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

・１０：００～１２：００（約２時間・徒歩散策）
・コース行程：太宰治まなびの家 （集合場所）⇒
弘前大学（旧制弘前高校）⇒土手町

※要予約：実施日の５日前までに直接お電話でお申込みください。　・参加費：お一人様￥３，０００（税込、スイーツ・コーヒー付き）
定員：１０名まで　ガイド：たびすけ
昭和初期、高校時代の３年間を弘前市で過ごした太宰治。
下宿先だった藤田家、落書きの残るノート、通学した旧制弘前高校(現在：弘前大学）や喫茶店など
太宰が青春期にみた弘前を巡ります。

※要予約：実施日の１週間前まで直接電話で
参加費：お一人様￥２，０００ 　定員：１～４名　ガイド：たびすけ
弘前で最近人気の可愛い雑貨屋さん。センス抜群な個性あふれるお店が代官町・土手町界隈に続々誕生しています。
プチスイーツで一息入れながらお気に入りのコンセプトの一件を見つけて下さい。

ツアー内容・備考

通年

・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

・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

・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

・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

・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

・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￥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。

問：弘前観光コンベンション協会内、津軽まちあるき観光推進実行委員会（０１７２－３５－３１３１）
申込方法：ホームページ（http://machi-aruki.sakura.ne.jp）か電話で申し込みを。

※詳しくはホームページで確認するか問い合わせを。

※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？

※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♪

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

４/１
（日）～

・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

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

４/１８
（水）～

１０/１２
（金）～

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？

※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。

※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。♪

・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

※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。

集合時間・所要時間、集合場所・コース

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。

１０/８
（月祝）

１０/２０
（土）

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥１，５００
・定員：２０名（最少催行人員２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か寺がずらりと立ち並ぶ“禅林街”には出城の機能を併せ持った、津軽藩ゆかりの寺院やスポットがたくさん残る場所。
杉並木が立ち並ぶ、厳かな雰囲気を散策していると不思議と心が落ち着きます。
途中立ち寄る寺院にて、心静かにただひたすらに坐る坐禅体験を。日常を忘れ、無我の境地へ導かれてみては。

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥２，０００
定員：２０名まで　　講師：弘前大学人文社会科学部　教授 渡辺 麻里子氏
津軽デジタル風土記プロジェクト※との共同企画！
銅屋まち、新寺町界隈の寺院を弘前大学の渡辺麻里子先生と巡り、歴史や文化を感じながら弘前の仏教について学びましょう。

・１３：００～１６：００（約３時間・徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合）⇒栄螺堂⇒長勝寺⇒座禅体験⇒
弘前天満宮 ⇒御用御菓子司　大阪屋⇒弘前市立観光館

・１３：００～１６：００（約３時間）
・コース行程：最勝院五重塔（国指定重要文化財・集合場所）⇒
報恩寺⇒袋宮寺

・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

・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

通年

※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）

※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。

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）

通年

集合時間・所要時間、集合場所・コース

・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）

１０：００～１２：００（約２時間）
コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合）
⇒代官町周辺雑貨屋めぐり⇒プチスイーツ
⇒土手町周辺雑貨屋めぐり（雑貨屋を５～７件程度めぐります）

①９：００～１２：００（約３時間）
②１３：００～１５：００
コース行程：藤田記念庭園（集合）⇒和菓子作り⇒お抹茶で実食
⇒藤田記念庭園散策


