
イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前エレクトリカルファンタジー２０１８
「今年の冬も、弘前公園にさくら咲く。
『冬に咲くさくら ライトアップ』」（～Ｈ３１．２/２８）

弘前公園　追手門付近 １６：００～２２：００

弘前エレクトリカルファンタジー２０１８
追手門広場イルミネーション（～Ｈ３１．２/２８）

追手門広場 １６：００～２２：００

第６回　りんご王者決定戦２０１８
（同時開催　第二回高校生大会）

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１２：３０～１６：００
（開場１２：００）

追手門広場フリースタイルマーケット
 ｉｎ クリスマススペシャル（他９・１６日）

弘前市立観光館
１階　多目的ホール、ロビー

１０：００～１５：００

歳末チャリティー２０１８
第３５回職場対抗　名士かくし芸大会

弘前市民会館　大ホール 開場１７：００　開演１８：００

ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー
「津軽ひろさき観光稽古館」一般公開講座
観光客が求めるニーズを知る！②
～グルメ・お土産・マニアック資源編～

弘前市立観光館
１階　多目的ホール

１８：３０～２０：３０

11 火 ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ－ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ ３ ｏｎ ３バトル－ 弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

14 金
ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー
「津軽ひろさき観光稽古館」一般公開講座
先進事例に学ぶ！①着地型旅行コンテンツ編

弘前市立観光館
１階　多目的ホール

１８：３０～２０：３０

15 土
ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー
「津軽ひろさき観光稽古館」一般公開講座
おもてなしの本質を考える！

弘前市立観光館
１階　多目的ホール

１３：００～１５：００

日 曜日 イベント名 場所 時間

2 日 弘前市吹奏楽団　第３５回　定期演奏会 弘前市民会館 １７：００～

8 土 劇団弘演 第５４回公演
広くてすてきな宇宙じゃないか（～９日）

弘前文化センター 開演：８日１９：００～
        ９日１３：３０～

16 日 弘前大学吹奏楽団　第２５回定期演奏会 弘前市民会館 開場１６：００　開演１６：３０

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

お殿様・お姫様衣装着付け体験（～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

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）

アート・展示会

吉澤秀香所蔵作品展<絵画、書、彫刻>（～１２/２４） 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

ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー
「津軽ひろさき 観光稽古館」（～Ｈ３１．２/２４）

弘前市立観光館
１階　多目的ホール他

多様化する近年の「観光」に対応できる柔軟な「発想力」、「適応力」、「分析力」、「工夫力」、そして「実行力」を持ち、
ワンランク上の意識で津軽地域の観光を考え、地域経済に波及効果をもたらす人材育成を目的に、
ホスピタリティー＆ツーリズムアカデミー「津軽ひろさき観光稽古館」を開講します。
今年度は①「おもてなしの達人育成コース」と②「観光仕掛人育成コース」の２コースを開校！
我と思わん方は奮ってご参加下さい！
受講料：各コース￥３，０００
定員：おもてなしの達人コース３０名／観光仕掛人育成コース２０名※申込は既に締切
申込資格：津軽地域（弘前市及び周辺市町村）在住者もしくは同地域で勤務、活動されている方（大学生以上）
基礎編〈２コース合同講座〉（１１/１１・１６・２２日、１２/７）
☆おもてなしの達人育成コース（１２/１５、１/１９・２６日、２/１０）
☆観光仕掛人育成コース（１２/１４、１/１８・２６日、２/９）
☆成果発表〈２コース合同講座〉（２/２４）
【一般公開】一般の方の聴講が可能な講座です。※席の準備の都合上、なるべく事前の申込を
（１１/２２、１２/７・１４・１５、１/１８・２６日）※詳細はイベントピックアップ欄をご覧ください。
問：弘前観光コンベンション協会
（〒０３６－８５８８　弘前市下白銀町２－１ ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２ Ｅメール：hirokan5@jomon.ne.jp）

講演・講座・セミナー

あねっこ「クリスマスとお正月手芸展」
（～１２/２５）

ギャラリーあねっこ ★９：００～１７：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

糸・古布・絵　趣味を楽しむ二人展
（～１２/３）

鳴海要記念陶房館 １０：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

入場料無料　問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２） アート・展示会

ジョー・オダネル原爆写真展（～１２/２） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１） アート・展示会

弘前エレクトリカルファンタジー２０１８
あずましろ～どシンボルツリー点灯（～Ｈ３１．２/２８）

あずましろ～ど
（ＪＲ弘前駅 ２階 東西自由通路）

７：００～２４：３０
※１１/３０は点灯式後から

「あずましろ～どシンボルツリー」は、観光など様々な形で連携している函館市との交流から始まった、函館と弘前の友好の証です。
函館市の友好都市であるカナダのハリファックス市から函館市に贈られたモミの木のうちの1本を、弘前市で譲り受け、
約１０，０００個のＬＥＤで装飾されています。
【点灯式】
１１/３０(金)１６：００～
 内容：ＪＲ弘前駅長とりんご王国の王様によるカウントダウン点灯※たか丸くんも来るよ！
問：弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会　事務局　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

12月のイベント情報
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

藤田正堂展　６０の仕事-慶び- ＣＡＳＡＩＣＯ １１：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

入場料無料　※会期中無休
【１日】オープニングセレプション（１８：３０～２０：３０）参加無料
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

スポット企画展 長部日出雄追悼展（～Ｈ３１．１/３１） 弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（最終日は１２：００まで。
　入館は３０分前まで）

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）

弘前のぞみキリスト教会　クリスマスのお祝い
「クリスマス子ども会」

弘前のぞみキリスト教会 １３：００～
参加料無料　内容：ゲーム、お話、おやつ。お友達と一緒に来てね。
申込・問：マーチン・ジェントさん（ＴＥＬ０７０－１１４２－５２４２　Ｅメール：hirosakinozomi@gmail.com）

グット・トイ２０１８ ｉｎ ひろさき
生涯木育－子どもからお年寄りまで－（～２日）

ヒロロ
３階　イベントスペース他

１日１２：００～１７：００
２日１０：００～１６：００

年齢を問わず誰もが安全に楽しく遊ぶことができる、優良玩具の展示・遊び体験・販売、ワークショップなどを開催します。
参加料無料（一部有料）※事前申込不要
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

佐藤陽子　こぎんワークショップ（他５日）
藤田記念庭園　匠館旧考古館）
２階　ギャラリースペース

１０：００～１４：００
参加料：２，５００（昼食付き）　定員：各日１５名※申込は既に締切
内容：１２/１ コースター＆しおり（２枚ずつ） 　１２/５ ミニあんどん
問：佐藤陽子さん（ＴＥＬ０９０－１４９１－４９１２　ＦＡＸ０１７２－８２－３３６７　Ｅメール：info@youko-kogintenjikan.com）へ

弘前のぞみキリスト教会　クリスマスのお祝い
「リース作り」（他４日）

弘前のぞみキリスト教会 １３：００～
（４日１９：００～）

参加料：￥７００　内容：杉の枝で本格的なリースを作りましょう。
申込・問：マーチン・ジェントさん（ＴＥＬ０７０－１１４２－５２４２　Ｅメール：hirosakinozomi@gmail.com）

不登校・発達障害理解啓発セミナー ユースひろさき １４：００～１６：００
（受付１３：３０～）

入場料・相談料無料　定員：２０名
内容：「不登校と周囲の大人ができること」と題し、いくつかの事例を紹介しながら考える。　講師：安部雅昭氏
※希望者の方には終了後個別相談を実施いたします。
※駐車場の用意がございませんので、隣接有料駐車場をご利用ください。
申込・問：メールもしくは電話で、参加者氏名・学校名または所属・連絡先・住所・講師の先生の質問を記入のうえ、
ユースひろさき（弘前市土手町１０３－１　ＴＥＬ０９０－２９５６－２０４０　メール：youthhirosaki@gmail.com）へ

東北医療福祉大学・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～
『ナガイモを添加した咀嚼しやすい介護食』
～介護食品「ソフトホタテ」を用いた調理実習～

弘前医療福祉大学　大学棟Ⅱ ９：３０～１１：３０
（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
成田さん・工藤さん（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。

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

金

聴講料無料（席の準備の都合上、なるべく事前の申込を）　講師：（公社）弘前観光コンベンション協会 事務局長 坂本崇氏
ゲスト：旅のライター 江澤香織氏
申込・問：（公社）弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１　ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２　Ｅメール：hirokan5@jomon.ne.jp）

聴講料無料（席の準備の都合上、なるべく事前の申込を）　講師：たびすけ代表／東北インアウトバウンド連合理事長 西谷雷佐
申込・問：（公社）弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１　ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２　Ｅメール：hirokan5@jomon.ne.jp）

聴講料無料（席の準備の都合上、なるべく事前の申込を）　講師：たびすけ代表／東北インアウトバウンド連合理事長 西谷雷佐氏
申込・問：（公社）弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１　ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２　Ｅメール：hirokan5@jomon.ne.jp）

★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）～

１１/２８
（水）～

９/２２
（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。

１１/２２
（木）～

１１/３０
（金）～

1 土

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

通年

１１/２４
（土）～

2018年12月弘前市内イベント情報
　　※天候や主催者の都合により、イベントの内容・日程等が変更・中止になる場合もございますので、主催者に予めご確認の上お出かけくださいますようお願い致します。

平成 ３０ 年  11月 30日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

問：弘前市民文化祭実行委員会（０１７２－３１－３０１０）

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前市民文化祭

今回より大会名を一部改め、職場対抗の色を前面に出します。津軽地方の企業・団体が競う「津軽のモツケぶり」にご期待ください。
入場券（全席自由）：前売\１，３００　当日\１，５００
入場券販売：陸奥新報社本社事業部および支社局（日・祝は本社のみ取扱い、また電話での受付けはしません）
出演者：津軽地方の企業・団体　出し物：寸劇、踊り、カラオケなど
問：陸奥新報社営業局事業部（０１７２－３４－３１１１）

お問い合わせ先・備考

観覧料無料　問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

本当に美味しいりんごを作るのは誰だ！！県内外３０名の農家、学生が作り上げた渾身のりんごが集結！
来場者の食べ比べ投票が運命を左右する、ガチりんごトーナメントバトル開催！
入場料無料
【りんご試食し放題】大会出場者の渾身のりんご、すべて試食できます。
【アップルパイプレゼント】会場審査してくれた方１００名様限定！！
【豪華抽選会やります】りんご加工品や協賛企業様の豪華賞品があたるかも！？
問：津軽恵みの会　りんご王者決定戦実行委員会（Ｅメール：ringoouja@gmail.com）

１１/１２
（月）～

さくらの名所として名高い弘前公園ですが、実は冬にも人知れず咲いていることをご存知ですか？
さくらの枝に綺麗に積もった雪がライトアップされ、まるで満開のさくらが咲いているように見える幻想的な光景をお楽しみください。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

クリスマス、大晦日、バレンタインデーは、オールナイトでイルミネーションを点灯します。
【オールナイト点灯】１２/２４(月振)・２５日(火)・３１日(月)、２０１９．２/１４(木)
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

お問い合わせ先・備考

チケット：大人￥２，０００（当日￥２，２００）　学生（高・大）￥１，０００※小・中学生は無料
プレイガイド：黒滝書店／平山萬年堂／弘前市社会教育協議会／弘前市まちなか情報センター
問：劇団弘演事務局　秋本さん（０１７２－３５－４６７０）、伊藤さん（０９０－７３２２－９９７９）

入場料：￥５００

入場料：中学生以上￥５００※小学生は無料ですが保護者同伴でお越しください。

1 土

2 日
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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

Ａプロジェクト　りんごを使った料理教室 弘前文化センター １３：３０～１５：３０
食生活改善推進委員の指導でりんごを使ったメニューを作ります。りんごの栄養成分や食生活についての講話とりんごの木で作った
食器の紹介。　　料金：１組￥５００　定員：親子１５組※先着順
問：草刈さん（０９０－３７５９－４２４８）

プロが教えるかんたん楽しい
クリスマスエコクッキング教室

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：３０

簡単で見栄え抜群の料理と残り食材の活用を楽しく学びませんか。
参加料無料　対象：小学生以上２０名（先着順）※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位）、グラタン皿１枚（幅１５cm位）、マグカップ１個、フォーク１本、ティースプーン１本
内容：時短で白菜とハムのグラタン、硬くなったフランスパンでフレンチトースト、国産オレンジで紅茶、マシュマロのチョコかけ
問：１１/１８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。

町会便り作成講座　「町会活動を上手に伝えよう！」
弘前市役所
３階　会議室

１３：３０～１６：３０
町会便りを手書きで簡単に、わかりやすく、見栄えよく作成するためのコツを学びます。
参加料無料　対象：これから町会便りを作ってみたい人、作成の工夫に興味がある人※申込は既に締切
問：市民協働政策課（ＴＥＬ０１７２－３５－１６６４　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

ふれあい高齢者ラージボール卓球親善大会 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター　体育館 ９：００～１７：００
（受付：８：３０）

参加費：￥６００（昼食代込、当日徴収）※各自傷害保険に加入を。　対象：市内在住の６０歳以上の方※申込は既に終了
内容：団体戦（抽選で４人１組の男女混合チームを編成）※室内用シューズ、飲み物・タオルなどを持参、運動のできる服装で参加を。
問：弘前ラージボール卓球協会事務局　桜庭さん（０９０－５１８３－１２１５）へ。

スロージョギング教室（～２２日の毎週土曜日） 金属町体育センター １３：３０～１４：４５
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市民１０名程度※申込は既に締切
内容：簡単なウォーミングアップ運動、スロージョギングの走り方など
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

日体大「体育研究発表実演会」 青森県武道館 開場１４：００　開演１５：００
日本体育大学の体操競技や新体操、エッサッサなど、今まで見たことのないような体の動きを最大限に生かした演技を披露します。
入場料無料※申込は既に締切
問：体育研究発表実演会実行委員会事務局　　赤石さん（０９０－２９７８－８７１９）

津軽弘法大師霊場　真言宗津軽仏教会企画展
「テラハク」お寺体観博覧会（～２日）

百石町展示館 １０：００～１９：００
（２日１７：００まで）

大人も子供も楽しめる「見て・聞いて・触れて感じる」お寺体観博覧会。木魚を叩いたり、お坊さんのお仕事を体観したり様々な
コーナーをご用意。知らなかった仏教の世界をお坊さんが優しく教えてくれます。テラハクオリジナルご朱印スタンプもあります！
入場料無料
イベント内容
【ぬり絵マンダラ】仏さまの絵に色を塗ってあなただけの仏さまを描いてみよう！壁一面の大きなマンダラに作品を貼り完成を目指せ！
【声明ライブ】仏教儀礼で唱える格調ある節の付いたお経を声明といいます。この声明を中心に太鼓や法螺貝などの
      　鳴物を織り交ぜた仏教音楽ライブ。お経を音楽として楽しんでください。　両日：１回目１１：００～／２回目１６：００～
【仏像・仏具・鳴物】仏像や仏具を撫でたり、儀式用の色んな鳴物を鳴らしてみよう！法螺貝など青年僧侶が丁寧にご指導いたします。
【腕輪念珠作り（有料￥２００）】お坊さんが優しくレクチャー！あなただけのオリジナル念珠を作ってみませんか？
【霊場解説・仏画・空海伝記等】津軽の地を巡る弘法大師。ゆかりの霊場や弘法大師空海の伝記をパネルで紹介。
    　 また、真言宗特有の仏画を展示。
【お坊さんのお仕事体観・質問コーナー】お坊さんのお仕事を体観したり、お坊さんといろいろお話ができるコーナーです。
【物販コーナー】ステッカーなどのイベント関連グッズや御朱印帳などを販売いたします。
【津軽弘法大師霊場のお砂踏み】弘法大師ゆかりの霊場各札所の聖砂を踏み巡り、ご利益をいただきましょう。
【阿字観】平安より伝わる瞑想法で心のリフレッシュ。自分と向き合う心静かなひとときをお楽しみください。
【写経】わずか八行の経文をなぞるだけの手軽な写経体験。１５分の精神修養をご体観ください。
  　　　※当日、展示内容が変更になる場合もございます。予めご了承ください。
問：テラハク事務局　担当　久渡寺　須藤さん（０１７２－８８－１５５５）

ひろ♥あいＭａｔｃｈｉｎｇ　結婚したい方の交流会 ダイニングリゾート エル・ライナー １７：３０～２１：００

ドリンクパーティーでミニゲームやトークを楽しみながら、素敵な出会いを探してみませんか。
参加料：女性￥２，５００　男性￥３，５００　定員：男女各２０名※申込は既に締切
対象：２０～４０歳代の独身者で、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、勤務している方。
※離婚歴がある方の参加もお待ちしています。お子さんがいらっしゃる方もご相談ください。
問：田舎館村役場　企画観光課（０１７２－５８－２１１１<内線２４４>　Ｅメール：deai-koryu@vill.inakadate.lg.jp）へ

ラウンジのひととき 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００

入場料無料※観覧料は必要。事前予約不要
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：マンドリン＆ギターコンサート
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

ライブ・コンサート

第２１回　弘前バッハアンサンブル
チャンバーパイプオルガンによる
クリスマス教会コンサート

弘前学院大学　礼拝堂 １５：００～

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

相馬で気軽にＪＡＺＺを聴かＮｉｇｈｔ ２０１８
～ひと足早いＸ’ｍａｓ～

弘前市中央公民館相馬館「長慶閣」 開場１７：３０　開演：１８：００

「気軽にＪＡＺＺを楽しむ」のがこのコンサートのコンセプト。
例えば畑の帰りにスーパーとかに立ち寄るような、そんな気軽な格好でお越しください。
チケット：１人￥１，０００（当日￥５００増）　ペア￥２，０００※ペア券には￥２００分の金券付　高校生以下無料・１ドリンク込
前売りチケット取扱場所：弘前市役所相馬総合支所／ＪＡ相馬村（本所・湯口支所・相馬支所）／ＪＡ相馬村農産物直売所「林檎の森」
　　　　　　　　　　　　　　　　弘前市まちなか情報センター
その他：○相馬産りんご「最高の１コ」決定選手権結果発表をコンサート内で行います。
　　　　　○会場入り口に相馬地区の特産品紹介・販売コーナーを設けております。　　○会場内は禁煙
問：弘前市役所相馬総合支所総務課　地域おこし協力隊　鹿内さん（０１７２－８４－２１１１）

れもん冬セッション 喫茶れもん １９：００～ 入場料無料（要ドリンクオーダー）　問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

アクリル画、二十三作品と
弘前大学教育学部付属中学校 美術部展（～８日）

ギャラリーまんなか １３：００～１８：００
（最終日１５：００まで）

専用駐車場はございません。車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。
問：まんなかづくり実行委員会（０９０－６６２８－１０１９　Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

アート・展示会

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

お子様向け催し・
子育て・教育

「らの会」によるミニセミナー 弘前市民会館
第一小会議室

１０：００～
参加料無料※事前申込不要　定員：各３０名（先着順）
内容：相続でもめないために（１０：００～）／終活に活用しよう！公証役場（１１：００～）
問：専門家集団「らの会」　三上さん（０１７２－３８－１８２９）

第１２回弘大病院がん診療市民公開講座 弘前市民会館
大会議室

１３：００～１５：３０
参加料無料※事前申込不要　定員：１００名
内容：講演「がんゲノム医療って何？～がんと遺伝子の関係～」／講演「私の乳がんは遺伝するのですか？」
問：弘前大学医学部附属病院腫瘍センターがん診療相談支援室　高谷さん（０１７２－３９－５１７４）

学生団体シンポジウム
６大学と学生１万人が弘前をつくる

土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１３：００～１６：００
地域に出て活動している学生が集まり、ポスターセッションやステージセッションを通じて日頃の活動を紹介します。
入場料無料※事前申込不要
問：大学コンソーシアム学都ひろさき（０１７２－３９－３１６０　平日８：３０～１７：００）

どうする子どもたちのスポーツ環境は！？
スポーツ指導者講習会＆
青少年のスポーツ環境フォーラム

岩木文化センター「あそべーる」 １０：００～１５：００
（受付９：３０～）

学校部活動やスポーツ少年団を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。
これからの地域における子どもたちのスポーツ環境について、一緒に考えてみませんか。
参加料無料　定員：１００名※申込は既に締切
対象：１)一般市民等 ２)スポーツ少年団・部活動に関わる指導者、保護者、選手、マネージャー
        ３)中学校・高校の部活動に関わる教員、選手、マネージャー　４)日本スポーツ協会公認指導者
内容：●１０：００～１２：００「子どもたちのスポーツ環境の将来像は？」
        　  先進地事例の紹介 新町ＳＶＣスポーツ少年団と新町スポーツクラブの取り組み　講師：新町スポーツクラブ　小出利一氏
        ●１３：００～１５：００「津軽地域のスポーツ環境のこれからのかたち」
       　   各団体からの発表と参加者を交えた将来像を皆さんで語り合います。
　　　　　 発表団体：弘前市文化スポーツ振興課、弘前市スポーツ少年団、ＮＰＯ法人スポネット弘前、新町スポーツクラブ
問：ＮＰＯ法人スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３　ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９　Ｅメール：info＠sponet-h.com）

Ｘ’ｍａｓ婚活Ｐａｒｔｙ

参加費：男性￥５，０００　女性￥３，０００　定員：男女各８名※参加費は当日受付にてお支払いください。
キャンセル料について：４日前から前日８０％、当日１００％（ご連絡なく不参加の場合プラス\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。
<スペシャル特典①>初めてご参加される方、２名様以上でご参加の方は参加費￥５００割引き
<スペシャル特典②>ご参加されるお客様にはアルハートからちょっと早いクリスマスプレゼント付き
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）

その他

弘前市内ＬＩＶＥ　ＨＯＵＳＥ３店舗合同企画
「ＲＯＣＫ　ＴＨＩＳ　ＴＯＷＮ２０１８」

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ
Ｏｒａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔｙ

ＯＰＥＮ１３：３０
ＳＴＡＲＴ１４：００

チケット：前売￥１，０００　当日￥１，５００※３店舗共通
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）
　　 Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

ライブ・コンサート

７０歳からの健幸講座 ヘルシーエイジング無料公開講座
（他１０日、１/７、２/１１・２５日、３/４）

ヒロロ
３階　健康ホール

１４：２０～１５：２０
入場料無料（要入場整理券）　対象：どなたでも　内容：歌唱コンサート（山崎祥子氏、工藤たか氏）
入場整理券配布場所：弘前総合保健センター、弘前市まちなか情報センター、百石町展示館、弘前市立図書館、弘前市立観光館
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

講演・講座・セミナー

ぐらんまの布と土あそびー秋田４人展ー（～４日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

クリスマス展とお正月のしつらえ展（～２５日） ギャラリー芭蕉 １０：００～１７：００ 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

弘前市民劇場 第３３３回例会
第１９回鶴屋南北戯曲賞受賞作品
グループる・ばるＶｏｌ．２４ さよなら身終い公演
蜜柑とユウウツ－茨木のり子異聞－

弘前市民会館 開演１８：３０
「現代詩の長女」と呼ばれ戦後の女流詩人の先頭に立ってきた彼女には、隠された素顔があった―　会員のみ観覧可能
※入会金と毎月の会費だけで、年間６本も観劇できてしまいます！お問い合わせはお気軽に。
観劇希望・入会・問：演劇鑑賞会 弘前市民劇場（０１７２－３６－５４０２）

映画・演劇・舞台

ふう工房　手しごと展（～６日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

農家の「かっちゃ」の漬け物教室 清水交流センター　調理実習室 １０：００～１２：００
参加料：￥１，０００　定員：３０名（先着順）※申込は既に締切
内容：ごぼうのしょうゆ漬け、白菜とりんごの即席漬け　持ち物：エプロン、三角きん、ふきん
問：清水交流センター（０１７２－８７—６６１１　月曜日は休み）へ

講演・講座・セミナー

”こそもり”合同企業説明会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
（受付１２：００）

女性の積極的採用に取り組む複数の企業と会ってみたい！そんな想いに答えるマッチングイベントへ参加して見ませんか。
参加料無料
※先着予約者に嬉しい特典あり　参加資格：就職を考えている子育て女性のみなさん
※服装自由・年齢不問・入退室自由・ベビーカ―での参加ＯＫ　無料託児あり※要事前予約・概ね生後６ヶ月～就学前まで
イベント内容：企業ブース（約１５社を予定）／ハローワークマザーズコーナー／保育園相談／福祉・保育のお仕事相談／個別相談会
    好印象のビジネスメイクコーナー　先着３０名※要予約、受講される方はファンデーション、眉のみのメイクでお越しください。
    プロによる証明写真撮影会　先着２０名※予約なしでもＯＫ！お好きな時間に参加できます。／ よくわかる！履歴書のポイント講座
申込・問：こそもり事務局（０１２０－９７３－５１１）

所得税の青色申告決算説明会（～６日） 参加料無料※会場の都合により席に限り有り
問：弘前税務署（０１７２－３２－０３３１）※音声案内に従い「２」を選択

佐藤陽子こぎんワークショップ 藤田記念庭園　匠館（旧考古館）
２階　ギャラリースペース

１０：００～１４：００
参加料：￥２，５００（材料費・クラフト＆和カフェ匠館のおばんざいランチ付き）　定員：１５名（先着順）　※申込は既に締切
内容：ミニあんどんの製作（１ヶ）　講師：佐藤陽子こぎん展示館 佐藤陽子氏
問：佐藤陽子さん（ＴＥＬ０９０－１４９１－４９１２　ＦＡＸ０１７２－８２－３３６７　Ｅメール：info@youko-kogintenjikan.com）

雪雄子舞踏ワークショップ「花・鳥・風になる」 鳴海要記念陶房館 １３：３０～ 参加料：￥１，５００（飲み物付き）　※動きやすい服装でお越しください
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

市民ボランティアによるパソコン講座
「エクセル２０１０入門講座」（他１２・１９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：パソコンの基本操作ができる市民 ３０名（先着順）　持ち物：筆記用具、ＵＳＢ メモリ、昼食
内容：表計算ソフト（エクセル２０１０）を使用した基本的な操作技術の習得
※エクセル２０１０以外のバージョンを使っている人は操作方法が異なりますので、ご注意ください。
申込・問：総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００　８：３０～１７：００）へ。

女性のための合同企業説明会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００

参加料無料　対象：就職を希望している女性
内容：①企業ブース（１５社を予定）、②ハローワークマザーズコーナー、③保育園相談、④福祉・保育のお仕事相談、⑤個別相談会、
        ⑥好印象のビジネスメイク講座（定員：各回１５名）、⑦プロによる証明写真撮影会（定員：２０名）、
        ⑧よくわかる！履歴書のポイント講座　※⑥、⑦は予約可。
問：ＪＭＴＣ内 青森県子育て女性の就職応援事業事務局（フリーダイヤル０１２０－９７３－５１１）

その他

百石町展示館
９：３０～１９：００（初日１１：００～　最終日１６：００まで）

ヒロロ　３階　多世代交流室Ｃ
午前の部：５０代６０代の独身男女１０：５０～１２：２０（受付１０：３０～）
午後の部：３０代４０代の独身男女１３：５０～１５：２０（受付１３：１５～）

弘前市立観光館　多目的ホール
５日１０：００～営業・不動産所得関係、１３：３０～農業所得関係
６日１０：００～農業所得関係、１３：３０～営業・不動産所得関係

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１２：００から 最終日１５：００まで）

1 土

2 日

講演・講座・セミナー

スポーツ

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

5 水

講演・講座・セミナー

3 月 アート・展示会

4 火

その他



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

ビーズアート展（～９日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー
１０：００～１７：００
（初日１３：００～）

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

クリスマスマーケット展（～９日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

市民健康づくり講演会 弘前文化センター　ホール
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

参加料無料※事前申込不要　定員：３００名（先着順）　内容：「これだけは知っておきたい健康の話」
講師・中路重之さん（弘前大学大学院医学研究科社会医学講座特任教授）
「誰でもできる慢性腎臓病の予防と対策～高血圧・糖尿病治療の重要性について～」
講師・島田美智子さん（弘前大学医学部付属病院腎臓内科講師）
問：健康づくり推進課（０１７２－３７－３７５０）

民生委員活動啓発セミナー 弘前市民会館　大会議室 １３：００～１５：００
民生委員・児童委員の活動に理解を深めてみませんか。
参加料無料※申込は既に締切　　内容：制度説明、ＤＶＤ上映、活動報告
問：福祉政策課（０１７２－４０－７０３７）または青森県社会福祉協議会生活支援課（０１７－７２３－１３９１）

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談

相談料無料　対象：市税などを滞納している人※申込は既に締切
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

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～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などを生の声でお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度（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：社会福祉法人獄陽会 特別養護老人ホーム松山荘、社会福祉法人七峰会、株式会社国際パトロール
その他：ＵＪＩ ターン求職者を対象とした、スカイプ（インターネットによるテレビ電話）での面談ができます（要事前申込）。
気軽にお問い合わせください。
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

カルトナージュ作品展（～９日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

高岡の森の絵図展（～Ｈ３１．３/１７） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

高照神社に奉納された宝物を中心に収蔵・公開している「高岡の森弘前藩歴史館」で、絵図をテーマにした展覧会を行います。
※会期中に一部展示替えがあります。
観覧料：一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０）　小・中学生￥１００（￥５０）
※（　）内は２０名以上の団体料金。
「弘前市立博物館」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。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。
※休館日１２/１７・２９、Ｈ３１．１/３・２１・２２日、２/１８）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

星野文昭　弘前絵画展（～９日） 弘前市まちなか情報センター
２階交流室

１０：００～１８：００
（初日１３：００～）

入場料無料
問：青森星野文昭絵画展実行委員会　原子さん（０９０－７０６６－５９３４）

塩崎先生のリンパ ｄｅ アロマケア講座（他１４・２１日） 弘前市民会館　和室 １０：００～１１：３０

芳醇な香りに包まれながらセルフマッサージの方法を伝授します。自律神経が整いアンチエイジングに効果がありますよ！
（この講座はみなさんの受講料で運営しています）　講座番号：２０８　受講料：（３回で）\２，０００※申込は既に締切
※ただし！１回目はおためしで受講できます。２回目以降も受けたいと思ったら受講料をいただきます。
材料費：各回\６００（オイル・精油・クリーム）　定員：３名から開講※応募数が達したら開講します。
（開講のご案内は個別に郵送いたします）　持ち物：ヨガマットか大判バスタオル、手拭き、オイル入れ小皿
内容：【７日】脚＆ふくらはぎケア（リンパストレッチと脚のセルフマッサージ）
       【１４日】首・肩・手のケア（リンパストレッチ・アロマについて１）
       【２１日】小顔＆リフトアップ効果（リンパストレッチ・アロマについて２、顔とデコルテのケア）
問：チャレンジ先生のエンジョイ講座
（ＴＥＬ０１７－７１８－７１３５〈１１：００～１５：００〉　ＦＡＸ０１７－７１８－７１３６　Ｅメール：jinzai@titam.ocn.ne.jp）へ。

講演・講座・セミナー

Ｗａｓｓａｉｌｉｎｇ リンゴ酒感謝祭 ｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ スペースデネガ

ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００
ＣＬＯＳＥ２０：００
（Ｌ．Ｏ．１９：３０）

チケット（前売制）：￥５，４００（極上リンゴ酒各種飲み放題＋食べ物付）
申込方法：チラシのＱＲコードまたはこちらのＵＲＬ（https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/012hwuzw0u4b.html）から
ご購入いただけます。（パスマーケットへ移動します）
問：Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ（０１７－７５２－１８９０）※未成年者の参加は出来ません。

２０１８平成最後の忘年列車（他１４・２１日） 弘南鉄道黒石線
  ７日平賀発１８：２８
１４日黒石発１８：３０
２１日弘前発１８：３５

平成最後の忘年列車！１年の締めくくり！弘南鉄道の「忘年列車」で年忘れ！１２月の金曜日に３便運行！
お友達やご家族と一緒に、弘南鉄道のちょい旅にでかけませんか？
もちろん、お一人での参加も大歓迎です！ご予約受付開始！みなさまのご乗車お待ちしております！
会費：大人￥３，５００（飲み放題、カラオケ＆お楽しみ抽選会あり）　定員：各運転日とも９０名（※既に全便満席）
※当日の払い戻しや人数変更は出来ません。　運転区間：弘南線　弘前駅～黒石駅間（１往復）約２時間
問：弘南鉄道本社（０１７２－４４－３１３６）

弘前大学医学部写真部冬季写真展（～９日） 弘前文化センター １０：００～１８：００
（９日は１７：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１） アート・展示会

メエメエさんおはなし会（他２２日） 岩木図書館　児童室 １０：３０～１１：００ 参加料無料※事前申込不要　内容：絵本の読み聞かせ
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

おもちゃ病院＆おもちゃ広場 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は負担。
                       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、乾電池や説明書があるときはご持参ください。
                       ・弾の出るピストルなど、 危険性のあるおもちゃは扱いません。　・捨てるおもちゃがあったらお譲り下さい♪
◆おもちゃ広場：おもちゃコンサルタントさんがグッドトイを持参して、一緒に遊んでくれます。
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

おたのしみおはなし会（他１５日） 弘前図書館　１階
閲覧室おはなしコーナー

  ８日１５：００～１５：３０
１５日１１：００～１１：３０

参加料無料※事前申込不要　対象：おおむね４歳～小学校低学年の児童
内容：「クリスマス」をテーマとした、絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔話、エプロンシアター、なぞなぞなど
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

２０１８東北女子短期大学公開講座
「つまみ細工」をしてみませんか

東北女子短期大学 ９：００～１１：３０

受講料￥３００　定員：２０名　対象：高校生・一般　申込・問：ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで、
必要事項（希望講座名と希望日・氏名・住所・電話番号）を記入のうえ、各講座の開講日３日前までに
東北女子短期大学地域文化センター公開講座係（〒０３６ー８５０３　弘前市上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１
ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp）へ
※ホームページ（http://www.toutan.ac.jp)からの申込可
※応募者多数の場合は抽選となります。受講者には、はがきで受講票を送付しますので、当日持参を。

２０１８東北女子短期大学公開講座
「足ふぱり」は本当なのか
～津軽人の性格・気質を心理学的に探る～

東北女子短期大学 １０：００～１１：３０

受講料無料　定員：２０名　対象：不問
申込・問：ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで、必要事項（希望講座名と希望日・氏名・住所・電話番号）を記入のうえ、
各講座の開講日３日前までに東北女子短期大学地域文化センター公開講座係
（〒０３６ー８５０３　弘前市上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp）へ
※ホームページ（http://www.toutan.ac.jp)からの申込可。
※応募者多数の場合は抽選となります。受講者には、はがきで受講票を送付しますので、当日持参を。

２０１８東北女子短期大学公開講座
「自分のからだの状態を知りましょう
～肩甲骨まわりを整える～」

東北女子短期大学 １０：００～１１：３０

受講料無料　定員：１０名　対象：高校生・一般※肩に痛みのある人はご遠慮願います。
申込・問：ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで、必要事項（希望講座名と希望日・氏名・住所・電話番号）を記入のうえ、
各講座の開講日３日前までに、東北女子短期大学地域文化センター公開講座係
（〒０３６ー８５０３　弘前市上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp）へ
※ホームページ（http://www.toutan.ac.jp)からの申込可
※応募者多数の場合は抽選となります。受講者には、はがきで受講票を送付しますので、当日持参を。

オリジナルキャンドルとクリスマス飾り作り体験教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００
参加料無料　定員：小学生以上１５名※小学生は保護者同伴
持ち物：ジャムなどの空きびん１個（容量が２００ｍｌ程度でラベルをはがしたもの）、びんの飾りに使いたいシールなど。
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８〈９：００～１６：００〉、月曜日は休み）へ。

ステンドグラス体験「開運招き猫」 どて箱 １３：００～ 参加料：￥５，５００　定員：６名　持ち物：エプロン
申込・問：どて箱（０１７２ー３４－７１２１　受付時間１０：００～１８：００）

第１回高血圧市民公開講座 弘前大学医学部
コミュニケーションセンター　２階

１３：３０～１５：４０

参加料無料※事前申込不要、駐車場無料　対象：市民１００名（先着順）
内容：講演①「高血圧の怖さを知ろう」 講師・富田泰史さん（弘前大学循環器腎臓内科教授）
　　　  講演②「減塩の大切さを確認しよう」 講師・佐々木都子さん（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター内科部長）
        講演③「弘前市の高血圧対策について～地域における減塩の取り組み～」 講師・三上美保さん（健康づくり推進課保健師）
        高血圧・減塩体験コーナー
問：弘前大学循環器腎臓内科学講座（０１７２－３９－５０５７）

青森りんごの開祖 菊池楯衛 没後１００周年
“ふじ”育ての親 齊藤昌美 生誕１００周年記念講演会
１００年の歳月が繋ぐ「弘前りんご物語」

弘前市りんご公園　りんごの家
２階 研修室

１３：３０～１６：００
（開場１３：００～）

入場料無料　定員：１２０名（先着）　申込・問：電話、ＦＡＸまたはＥメール（団体名・所属部署、住所・連絡先、代表者携帯電話、
参加者氏名・役職をお知らせください）で弘前観光コンベンション協会
担当 坂本さん（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１　ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２　Ｅメール：htcb09jomon.ne.jp）へ。

障害者週間記念イベント『ｈｕｇ はぐ ｈｏｉｃｋ！Ｖｏｌ．２』
～みんなが主役　ｈｕｇ＆ｓｍｉｌｅ～（～９日）

ヒロロ
「８日」４階市民文化交流館ホール
「９日」３階イベントスペース・多世代交
流室、４階市民文化交流館ホール
１０：３０～１８：００（９日は１４：３０まで）

障がいを持っている方々に対する理解を深め、障がいのある人もない人も一緒に参加し、共生社会の実現の推進と障がい福祉の
増進を図りたいと考えております。
入場料無料
プログラム：「８日」キッズアートＶｉｅｗｉｎｇ
                 「９日」キッズアートＶｉｅｗｉｎｇ／アート展示／当事者団体等のライブ・ダンス／抽選会／就労支援事業所等による出展／
                        ワークショップ（お菓子、木工、干支、人形作り等）／障がいに関する啓発展示／青森大学忍者部ショー／
                        ユニバーサルスポーツ体験
問：弘前市障害者生活支援センター（０１７２－３１－２４００）

その他

第９回ココナツ・クラブ　うたごえ音楽会 泉野多目的コミュニティ施設 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（予定）：「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）

葛西悟 & フレンズ ｖｏｌ．２７ 喫茶れもん １８：３０～ 入場料無料（要ドリンクオーダー）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

Ｔｈｅ　Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ
「ＴＨＥ ＢＥＡＴＬＥＳ ＴＲＩＢＵＴＥ ＢＡＮＤ
ＳＥＡＳＯＮＡＬ ＧＩＧ ｖｏｌ．６」

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：￥１，５００（＋１ｄｒｉｎｋ￥５００）※６０枚限定
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

弘前大学グラスハープ・アンサンブル Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ
クリスマスコンサート

日本キリスト教団弘前教会 開場１４：００　開演１４：３０ 入場料無料
問：日本キリスト教団弘前教会（０１７２－３２－３９７１）

弘前のぞみキリスト教会　クリスマスのお祝い
「クリスマスコンサート」

弘前のぞみキリスト教会 １９：００～
入場料無料　内容：ゴンミンのピアノ演奏、ハンドベル、様々な方による演奏。
申込・問：マーチン・ジェントさん（ＴＥＬ０７０－１１４２－５２４２　Ｅメール：hirosakinozomi@gmail.com）

太宰治ドラマリーディング　津軽カタリスト
冬の定期公演２０１８

太宰治まなびの家 １４：００～

入場料無料※事前予約不要、全席自由
演目：１「朝」　２「十二月八日」　３「Ｉ ｃａｎ ｓｐｅａｋ」　４「親という二文字」※上演時間約７５分
問：津軽カタリスト 代表 平田さん（０９０－３１２３－３８６１）
※本公演への来場者は会場向かいの弘前厚生学院駐車場をご利用いただけます。

ｈａｒａｐｐａ 映画館「あゝ、荒野」（前篇・後篇） 中三弘前店
８階　スペースアストロ

「あゝ、荒野前篇」１２：３０～
「あゝ、荒野後篇」１５：４０～

菅田将暉とヤン・イクチュンがダブル主演を務めた話題作を市内で初上映します。
チケット：一般前売￥１，０００（当日￥２００増）　学生￥５００（前売・当日とも）
※前編・後編ごとに入場券が必要。後篇上映後にシネマトークを実施。
入場券取扱所：中三弘前店、弘前市まちなか情報センター、弘大生協、コトリｃａｆｅ（百石町展示館内）
問：ｈａｒａｐｐａ事務局（０１７２－３１－０１９５　Ｅメール：post@harappa-h.org）

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

弘前市役所　２階　収納課
６・１３・２７日１１：００～１２：００、１５：００～１６：００
２０日１１：００～１２：００、１５：００～１６：００、１８：００～１９：００
２３日１１：００～１２：００、１４：００～１５：００

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１３：００～　最終日１５：００まで）

6 木

アート・展示会

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

8 土

映画・演劇・舞台

ライブ・コンサート

7 金

アート・展示会

その他

お子様向け催し・
子育て・教育



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

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

蒔苗靖子展　水のゆくえ なつかしいタブロウ（～１６日） ギャラリーまんなか １３：００～１８：００
（最終日１５：００まで）

専用駐車場はございません。車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。
問：まんなかづくり実行委員会（０９０－６６２８－１０１９　Ｅメール：mannakazukuri@gmail.com）

おおきなだっこで絵本の時間
～パパ！じぃじ！これ読んで～

ヒロロ
３階　こども絵本の森おはなしコーナー

１３：３０～１４：３０
子どもや孫と一緒に絵本を楽しむための、絵本の選び方や読み方などをアドバイスします。
参加料無料　対象：読み聞かせに関心がある男性１０名
申込・問：こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

お子様向け催し・
子育て・教育

高岡の森弘前藩歴史館　第１回歴史館講座 高岡の森弘前藩歴史館 １４:００～１５：００頃

参加料無料（※別途観覧料が必要。要事前申込）　定員：３０名（先着順）　テーマ：「高照神社の文化財公開までの歩み」
講師：小嶋義憲さん（元高照神社文化財維持保存会後援会事務局長）
●無料シャトルバス：【行き】市役所本庁舎（市民防災館玄関前）発１３：２０、岩木庁舎（正面玄関前）発１３：３５
                             【帰り】歴史館発１５：２０、岩木庁舎着１５：３０、市役所本庁舎着１５：４５
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０〈８：３０～１７：００〉　１１/１９休館日）

津軽塗－匠体験－ 金属町体育センター　集会室 １３：００～

スプーン・箸・壁掛け時計・ブローチ・お椀などから選んで、オリジナルの「津軽塗」が制作できます。
参加料：１個￥９００～　定員：３０名（先着順）
申込・問：電話かＥメールまたは直接窓口にて、金属町体育センター
（ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２　Ｅメール：kinzoku@hirosaki-taikyo.com）へ

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） ライブ・コンサート

10 月 岩瀬敬吾(ｅｘ．１９)ツアー ～君はゆけ～ Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：予約￥２，０００　当日￥２，５００（ドリンク別途）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

ライブ・コンサート

温水プール石川～健康サポート教室（他１８日） 温水プール石川 １４：００～１５：００

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２５名
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など　持ち物：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。持ち物は問い合わせを。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

健康セミナー

健康教養講座「目からうろこの健康づくり」 泉野多目的コミュニティ施設 １０：００～１２：００
（受付９：１５～）

参加料無料※事前申込不要　　定員：８０名　　講師：中路重之さん（弘前大学大学院医学研究科特任教授）
問：泉野多目的コミュニティ施設（０１７２－８８－２７８９）

講演・講座・セミナー

行政書士弘前コスモス会による無料相談会 ヒロロ
３階　多世代交流室

１３：３０～１５：３０ 相続・遺言を中心とした相談会です。　※事前予約不要
問：弘前コスモス会 ふたば行政書士事務所　二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

相談会

和の昔こ 中三弘前店
３階　カフェレストラン エミリオ

１５：００～１６：００
（受付１４：４５頃～）

会費：￥１，０００（限定スイーツ＆ドリンク付）※予約可（ご予約のお客様が優先となります）
申込・問：中三弘前店 ３階 カフェレストラン エミリオ（０１７２－３６－１４１１）

その他

劇団プランクスター第３４回公演「人獣集団」 弘前大学サークル棟
大集会室

開場１８：００
開演１８：３０

問：劇団プランクスター
　　（０８０－６２９４－６３８５　Ｅメール：gekidan_prankster@yahoo.co.jp　ＨＰ：http://gekidanprankster.web.fc2.com)

映画・演劇・舞台

えほんのもりのおはなしかい 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：３歳までの乳幼児とその保護者　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

地域未来創生塾＠中央公民館
第５回「フリーソフト、オープンデータによる
青森の現況・課題の地図化」（他第６回　２６日）

弘前文化センター
第３会議室

１８：３０～２０：００

「持続的で豊かな地域創造」をテーマに全１０回の講座を開催致します。
参加料無料※事前申込不要　対象：高校生以上の市民３０名
内容：第５回「フリーソフト、オープンデータによる青森の現況・課題の地図化」
         第６回「青森の縄文時代が実はすごかったという話」
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）

講演・講座・セミナー

地元を知ると毎日が楽しくなる！知っとこ！ひろさき
代官町まるごと探検隊！（他Ｈ３１．１/１９）

弘前の代官山と言われ？！個性的な雑貨屋めぐりが楽しめる代官町。昭和には大型電気店にモスバーガー、
レコード屋さん等があった代官町。町の歴史に触れ、お店を巡り、現在代官町で醸造されているシードルを試飲、
意外なスイーツが食べられる美味しい「まちあるき」。冬の街を暖かく巡ります。
料金：各￥３，５００（ランチ、スイーツ付）　定員：各１５名（最少催行７名）
行程：ＨＬＳ→代官町（矢川写真館、ｇｒｅｅｎ等）→北瓦ケ町→代官町（東北シシュー、醸造酒場ＧＡＲＵＴＳＵ等）→ランチ
※矢川写真館・東北シシューの立ち寄りは１２/１２のみ
申込・問：１２月分は１２/７（金）、１月分は１/１５（火）までに電話、ＦＡＸ、ＨＰより、
たびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp）へ。

その他

第１３回オープンマイク Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ １９：００～
（エントリー受付１７：００～）

誰でも楽器を持ち寄って、決められた時間の中で生演奏を披露する事ができる企画。
そして音楽以外のパフォーマンスももちろん大歓迎。ダンス、マイクパフォーマンス、手品、漫才、怪談。
とにかく自由に、自分らしい表現をしてください！１組１５分目安。
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

ライブ・コンサート

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

インバウンドＥＸＰＯ弘前 弘前商工会議所会館
１・２階

１４：００～２０：００

年々増加する外国人観光客の受入環境の向上を図るため、「キャッシュレス・クレジット決済」などの
デモンストレーション体験のほか、インバウンドセミナー等を実施します。ぜひおいでください。
参加料無料
問：弘前商工会議所内　弘前市中心市街地活性化協議会事務局（０１７２－３３－４１１１）

ベテランズセミナー
～クラシック音楽を身近に感じてみませんか～

弘前文化センター
２階　大会議室

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）　テーマ：「音楽のあるくらし～気軽に楽しむクラシック～」
問：１２/１０までに、電話かファクスまたはＥメール（住所〈大字名まで〉・氏名〈ふりがな〉・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

魔王コンサート 弘前文化センター 開場１７：５０
開演１８：３０

前売（全席自由）：一般￥５，０００（当日￥６，０００）　高校生以下￥１，０００（当日￥２，０００）　ペア￥８，０００
プレイガイド：弘前市民会館／弘前文化センター／中三弘前店／平山萬年堂／弘前大学生協／百石町ラグノオ サキ／
　　　　　　　　うつわ・珈琲豆や 豆人
問：三浦音楽事務所（０７０－５３２０－１９７５）

ライブ・コンサート

藤田記念庭園クラフト展
「倉内尚子～裂き織りの現在～」（～２６日）

藤田記念庭園匠館（旧考古館）
２階　ギャラリースペース

１０：００～１６：００
伝統を踏まえつつ、かつての裂き織りのイメージにとらわれない色や形、デザインに挑戦した裂き織り作品を多数展示します。
入場料無料
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

玄楽書道会４０周年記念「弦楽展」　谷溪邨 個展
－４０年の歩み－　第３１回弦楽展－懐想－（～１６日）

弘前文化センター １０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：玄楽書道会（０１７２－３６－１９８５）

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

ヒロロすこやか相談（講話編） ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：３０～１１：００
（受付１０：００～）

内容：トイレトレーニングのおはなし　※託児を希望する人は事前に予約を（先着１５名）
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

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 成都地所、社会福祉法人わかば会 特別養護老人ホーム おうよう園
                  社会福祉法人弘前豊徳会 サンタハウス弘前
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）

ロマントピア天文台　観察会
「ふたご座流星群を観察しよう」

星と森のロマントピア 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　月曜日は休み）

マンホールカードを配布します
（※休館日を除く　休館日：月曜日
〈但し祝日の場合は開館〉、祝日の翌日、１２/２９～１/３）

緑の相談所 ９：００～１７：００

弘前市のマンホールカードを１人につき１枚無料で配布します。マンホールカードは、マンホール蓋を活用した
「カード型の下水道広報用パンフレット」です。
全国共通のルールで作られているため、コレクションカードとしても関心を集めています。
問：上下水道部総務課（０１７２－５５－９６６０）

企画展４「～春を待つ～ふるさとの画家展」
（～Ｈ３１．３/２４）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

厳しい冬に耐え、春の息吹を待つ。この津軽の気質は、多くの芸術家にとって重要なテーマでした。
そんな、「春を待つ」作品を通して郷土の作家を改めて紹介します。
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。
併設 常設展：「ひろさきの歴史と文化～原始から近現代へ～」
休館日：１２/１７（月）、１２/２９（土）～１/３（木）、１/２１（月）、２/１８（月）、３/１８（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

「Ｘ’ｍａｓ絵本のコレクション～２００冊記念展示～」
宮野恵子（～２４日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 様々なＸ’ｍａｓの絵本を紹介します。読みに来てください。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

おはなしクリスマス会 中央公民館岩木館　大和室 １０：００～１１：３０
参加料無料※事前申込不要　定員：５０名
内容：「テラーズ」の皆さんによる読み聞かせ、紙コップを使ったクリスマスツリーの工作
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

パパラボあそび研究所ｖｏｌ．３
～つんでつくろう！紙コップランド～

ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１２：００

１万個の紙コップを積んだり並べたりして高い塔や町をつくります。
パパだからこそできるダイナミックな遊びのコツを楽しみながら学びませんか。
参加料無料※先着順・要事前申込　対象：未就学児とその父親２０組（託児１５名まで）
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

クリスマスの寄せ植えづくり 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

２０１８東北女子短期大学公開講座
「おいしい津軽のおかずを作りましょう」

東北女子短期大学 ９：３０～１３：００

受講料：￥５００　定員：３０名　対象：高校生・一般
申込・問：ハガキ、メール、電話、ＦＡＸで、必要事項（希望講座名と希望日・氏名・住所・電話番号）を記入のうえ、
各講座の開講日３日前までに東北短期女子大学地域文化センター公開講座係
（〒０３６ー８５０３　弘前市上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunken@toutan.ac.jp）へ。
※ホームページ（http://www.toutan.ac.jp)からの申込可※応募者多数の場合は抽選となります。
受講者には、はがきで受講票を送付しますので、当日持参を。

北の文脈文学講座「新収蔵資料展」 弘前市立郷土文学館　２階ラウンジ １４：００～１５：００

受講料無料※事前申込不要（郷土文学館観覧料は必要）　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。
講師：櫛引洋一さん（企画研究専門官）
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）※あおもり県民カレッジ単位認定講座。

門松作り 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 参加料：￥２，５００（材料費）　定員：１５名（先着順）
申込・問：～１２/７までにＴＥＬにて緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）へ

プランツギャザリングレッスン 百石町展示館 ９：３０～１１：３０ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ハッピー相続相談会
相談無料　内容：〈ハッピー相続セミナー〉定員：１００名　〈無料個別相談会〉定員：１０組
※相談希望者には当日会場にて整理券を発行
問：株式会社 大川地建（０１７２－２７－７７７１）

相談会

弘前大学クラシックギタークラブ　第４５回定期演奏会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１５：３０　開演１６：００
閉演１８：３０（予定）

チケット（全席自由）：前売￥３００　当日￥５００
チケット取扱：弘大生協（シェリア）、ヒロロ、中三弘前店、プリムヴェール、喫茶れもん
問：Ｅメール（hirosaki_clagi@yahoo.co.jp）

Ｓ．Ｐ．Ｎ　ＰＯＷＥＲ＆ＦＡＴＭＡＮ　ＳＥＭＩＮＡＲ企画
「ＡＷＥＳＯＭＥ　ＤＡＹＳ　ｖｏｌ．２
～ＤＡＩＥＩ　ＳＰＲＡＹ”ＩＳＮ’Ｔ　ＢＲＡＺＩＮＧ”
ｒｅｌｅａｓｅ　ｔｏｕｒ　ｉｎ　ＨＩＲＯＳＡＫＩ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

チケット：前売￥２，０００　当日￥２，５００※ドリンク代別途￥５００
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

コール・ＪＯＹＦＵＬ　クリスマスコンサート 弘前学院大学礼拝堂 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料￥５００
問：田中みゆきさん（０９０ー８７８２ー６４５８）

クリスマスチャリティーコンサート 百石町展示館 開場１０：００　開演１０：３０ 入場料無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

集合：ＨＬＳ（Ｈｅａｒｔ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ）弘前
※土手町十文字角 西谷ビル１階（土手町１３３）
１１：００～１３：３０

弘前中三　８階　スペース・アストロ
ハッピー相続セミナー１１：００～１２：３０
無料個別相談会１３：３０～１７：００

11 火

12 水

13 木

アート・展示会

講演・講座・セミナー

9 日

15 土

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

講演・講座・セミナー

14 金

アート・展示会

その他



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

すまいる歌謡発表会 弘前文化センター　ホール 開場１１：１０　開演１１：４０ 入場料：￥１，０００　問：小田桐さん（０９０－１３７０－７２１１） 映画・演劇・舞台

第１回弘前モータースクール杯
津軽地区スポーツ鬼ごっこ大会２０１８冬の陣

弘前市民体育館
９：００～１２：３０
（受付８：３０～）

参加料：おひとり様￥３００（保険料込／当日徴収）
定員：１００名（定員になり次第締切）　対象：弘前市内および津軽地区の児童
持ち物：内履き、水分補給用飲料、汗拭きタオル※当日は運動できる服装でお越しください。
申込方法：チラシ裏の参加申込書に記入の上、参加申込書を撮影しメールで送信。
　　　　　　 または、参加申込書に記入してＦＡＸしてください。
　※グループ参加（７～１２名）もしくは個人参加（事務局でグループ編成いたします）のどちらかでエントリーしてください。
申込締切：１２/７（金）
申込・問：ひろさきレクリエーション協会事務局（ＴＥＬ０７０－３９９６－３８７３
　　　　　　ＦＡＸ０１７２－５５－８７２３〈薬師山正人税理士事務所内〉　Ｅメール：npo.hirorec@gmail.com）

ブックスタートおはなしかい（他２６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　内容：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）

世界的歌手による公開声楽講習会 ＮＨＫ文化センター　弘前教室 １０：００～１７：００

聴講：会員・一般￥２，０００／学生￥１，５００（お好きな時間にお越しください）
受講：会員・一般￥４，０００／学生￥３，５００（お一人３０分） 　出演者：クレシミル・ストラジャナッツ氏
申込方法（聴講したい方）：１お名前 ２住所 ３電話番号 ４生年月日と、聴講料を添え、
ＮＨＫ文化センター弘前教室窓口（０１７２－３５－１８００）、または、三浦音楽事務所へお申込みください。
申込方法（受講したい方）：公開個人レッスンを受講したい方（楽曲は、オペラ、クラシック、歌曲など。演歌は不可）
１名前　２住所　３電話番号　４生年月日　５楽譜（４分程度）
６ご希望時間帯（①１０：００～１０：３０　②１０：３０～１１：００　③１１：００～１１：３０　④１１：３０～１２：００
　⑤１３：３０～１４：００⑥１４：００～１４：３０ ⑦１４：３０～１５：００ ⑧１５：００～１５：３０ ⑨１５：３０～１６：００で
ご希望を選択ください。先着順）を添え、NHK文化センター弘前教室窓口（０１７２－３５－１８００）にてお申し込みください。
※前日までにお支払い願います。コンビニ・郵便振込も可能（振込手数料￥１００が必要です。）
問：三浦音楽事務所（０７０－５３２０－１９７５）

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

１３：００～１６：３０
（開場１２：３０）

旧弘前藩藩校稽古館資料について、今年度の調査研究における新しい成果を発表します。
入場料無料※事前申込不要
内容：基調講演「信州諸藩旧蔵古典籍の現状と課題」　講師・白井純さん（信州大学人文学部）
　　　　人文社会科学部教員等による調査報告
問：弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター 古川さん、渡辺さん
      （ＴＥＬ０１７２－３９－３１９８　Ｅメール：irrc@hirosaki-u.ac.jp〈平日の１０：１５～１７：００〉）

休日納税相談（他２３日）
弘前市役所
２階　収納課

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

相談会

地元を知ると毎日が楽しくなる！知っとこ！ひろさき
松森町まるごと探検隊！（他Ｈ３１．１/１４）

集合：太宰治まなびの家 １１：００～１３：３０

「こみせ」の名残が今も散見されるのが松森町。明治、大正、昭和と商家が軒を連ねた松森町は、あの「かくは」発祥の地。
当時の金看板を掲げる高木靜一商店、よしや質店など趣のある建物を巡り、商家に今も残る大石武学流の庭を拝見。
スイーツは弘前で初めて作られたチョコレート！昔懐かしい金物屋さんや胸肩神社にも足を延ばす掘り出し物満載の松森町。
まちあるきの楽しさを存分に味わっていただけます。
料金：各￥３，５００（ランチ、スイーツ付）　定員：各１５名（最少催行７名）
行程：太宰治まなびの家→胸肩神社→松森町→スイーツ休憩→松森町→ランチ（ＫＥ・ＲＡ・ＲＡ）→太宰治まなびの家
申込・問：１２月分は１２/１１（火）、１月分は１/９（水）までに電話、ＦＡＸ、ＨＰより、たびすけ
 （ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp）へ。

ひろさき広域出愛サポートセンター
１２月休日登録会

ヒロロ
３階　多世代交流室１

１２：００～１６：００ 結婚を希望する独身男女が会員登録し、お見合いをする支援をしています。
問：ひろさき広域出愛サポートセンター（０１７２－３５－１１２３〈日・月曜日、祝日を除く１０：００～１９：００〉）

月例登山「Ｘ’マス・トレッキング」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
参加料無料※要事前申込　対象：登山の経験があり、冬山登山の装備で参加できる人
持ち物：昼食、飲み物、替えの下着・靴下、雨具、防寒着
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）

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

弘前大学邦楽愛好会　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０１８
ヒロロ
３階　イベントスペース

１３：００～ 入場料無料　　曲目：飛騨の里、花は咲くｅｔｃ・・・　演奏：琴（１３絃、１７絃）、三味線、尺八
問：代表 渡部さん（０９０－２８８０－９８９１　ＴＷ：@Hirodai_Hogaku）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＳＰＥＣＩＡＬ ＯＨ ＨＯＬＬＹ ＮＩＧＨＴ

百石町展示館 １７：００～
当日券￥１，０００※小・中学生無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ヒロロすこやか相談
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１１：３０
（受付は１０：３０まで）

内容：育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談。対象は０歳～５歳児とその保護者。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。
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

げんねんＥＣＯスクール「お正月の水引飾り」 弘前商工会議所会館
２階　２０１室

１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

第一部：食べ物と放射線
第二部：お正月の水引飾り（おめでたい紅白の水引飾りをベースに、スタイリッシュなお正月飾りを作ります）
参加費：￥５００　定員：３０名程度（応募者多数の場合は抽選）　講師：Ａｔｅｌｉｅｒ ｍｕｇｕｅｔ 神幸代さん
託児無料（１歳児～未就学児対象）
応募方法：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、受講希望日、会場名、託児サポートの有無（お子様のお名前・
　　　　　　 ふりがな・生年月日・性別）を明記の上、「日本原燃ホームページ」または「はがき」でお申込みください。
（ご参加の有無は応募締切後、「はがき」にてご連絡をいたします。）
申込締切：１２/５（水）※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) 広報部 ＥＣＯスクール係
              （ＴＥＬ０１７－７３１－１５６３　平日９：００～１７：００　ＨＰ：http://www.jnfl.co.jp/ja/pr/event/eco-school/201812.html）
※第二部（カルチャー講座）のみのお申し込みはできません。
※お問い合わせ・お申込み後のキャンセルは必ずお電話でお願いします。

弘前市女性大学
第７回「色のチカラを味方にする」

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）：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。
内容：普段の暮らしに生かす色について学習し、色のチカラを味方にして似合う色を見つけて新しい年を素敵な一年にしましょう。
申込方法：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）

夜間納税相談（～２１日） 弘前市役所　２階　収納課 １７：００～１９：３０ 収納課では、夜間に納税相談ができない人のために、夜間納税相談日を設けています。
問：弘前市役所　２階　収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

相談会

Ｈｉｒｏｓａｋｉ Ａｒｔ Ｓｅｅｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ（～２２日） 藤田記念庭園洋館
１階　ホール

１０：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入園料無料
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

農の手しごと展
～農家×手しごと 津軽の女性たち～（～１９日）

百石町展示館 １０：００～１５：００ 農家女性による手工芸品の展示・販売、ワークショップ（飾りひょうたんや手編み等の小物づくり）、農産物や手作り加工品の販売
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

のびのび子ども相談 ９：３０～１５：００
（受付は１４：００まで）

相談無料※要事前予約　対象：市民で１歳以上の幼児とその家族　持ち物：母子健康手帳
内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）
申込・問：１２/３～１７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

こころの健康相談 ９：００～１１：００ 相談無料※要事前申込　内容：本人や家族のこころの悩み、家族を自死で亡くした人の悩みについて
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

相談会

菊池錦子の書展示販売会（～２０日） 百石町展示館 １０：００～１９：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

「津軽の味っこ」伝承料理講習会 清水交流センター ９：３０～１３：３０
参加料：￥２，０００（当日徴収）　定員：３０名※申込は既に締切
内容：おはぎ、高菜のかす汁、紅鮭と竹の子のすし、キノコの塩辛、きゅうりのかす漬けの調理実習　持ち物：三角きん、エプロン
問：中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室、小松さん（０１７２－３３－４８２１）

誰でも簡単にできる
足もみ健康教室②腰痛編

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｃ

１４：１０～１５：４０

若石健康法の足もみを基本に揉み方を指導します。
参加費：各￥５００　定員：５名
持ち物：フェイスタオル（足もみ棒はお貸しします）
問：ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会賛助会員　稲垣さん（ＴＥＬ０９０－８０１９－２８１８　Ｅメール：aciccosmile@gmail.com）

第３回くらしの消費者講座
【聞いてみよう　法テラスのこと】

ヒロロ
３階　多世代交流室２

１４：００～
法テラスに相談するときのポイントなど、法テラスの職員がお話しします。
※事前申込不要　講師：永瀬靖明さん（法テラス青森地方事務所事務局長）
問：市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）

職業訓練説明会
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館　ホール

１４：００～１６：００
（受付１３：３０～１４：００）

内容：①職業訓練制度の概要について（ハローワーク弘前）
        ②職業訓練内容の説明（各訓練施設）
        ③ジョブカード制度について（株式会社キャリアフォレスト）
持ち物：雇用保険受給者のみ、雇用保険受給資格者証持参
申込：参加申込み書に必要事項をご記入の上、ハローワーク弘前総合案内（南富田町５－１）
        または弘前就労センター総合案内（駅前町９－２０　ヒロロ３階)へ
問：弘前市一体的実施事業における委託事業事務局　弘前就労支援センター内　株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）へ
※訓練に関するお問合せは、ハローワーク弘前職業紹介第２部門（０１７２－３８－８６０９　４２＃）へ

電動ロクロ体験（～２３日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
参加料：￥１，６００（飲み物付。器１個の材料・焼成費込）※予約優先、所要時間４５分　対象：小学生以上
持ち物：エプロン、タオル、靴下　内容：電動ロクロを使った器作り　※お引き渡しまで１～２ヶ月かかります。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２、火曜日は休み）

講演・講座・セミナー

假屋崎省吾＆三舩優子
ピアノと花の優美なる世界－一夜限りの美しき響演－

弘前市民会館 開場１８：００　開演１８：３０

チケット（全席指定）：Ｓ席￥４，５００（当日￥５，０００）　Ａ席￥３，５００（当日￥４，０００）
                             学生優待席※大学生以下￥２，０００（当日￥２，５００）
※学生優待席は座席指定、弘前市民会館のみの取り扱い（学生証の提示をお願いします）
※前売券完売の時は当日券の販売はございません。
プレイガイド：弘前市民会館／弘前文化センター／さくら野弘前店／エルムインフォメーション／ローソンチケット（Ｌコード：２２０５５）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４）

ライブ・コンサート

クリスマスおはなし会 弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１４：４０ 参加料無料※事前申込不要　対象：小学生８０名（幼児も可）　語り手：おはなしるんるん
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

お子様向け催し・
子育て・教育

ミニ門松作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００

不要になったわらや竹、畳表などを再利用して制作します。
参加料無料　定員：２０組（１人での参加も可。制作は１組１基まで。初めて参加する人を優先）
持ち物：昼食、飲み物、汚れてもいい服装
申込・問：１２/９～弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８〈９：００～１６：００〉　月曜日休み）へ

講演・講座・セミナー

山田新吾Ｔｒｉｏ“Ｆａｓｃｉｎａｓｔｉｏｎ” 喫茶れもん １４：００～ 入場料無料（要ドリンクオーダー）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

弘前のぞみキリスト教会　クリスマスのお祝い
「クリスマスのお祝」

１７：３０～
参加料：￥３００　内容：歌、子供の劇、お話。　※夕食一品持ち寄り。
申込・問：マーチン・ジェントさん（ＴＥＬ０７０－１１４２－５２４２　Ｅメール：hirosakinozomi@gmail.com）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前のぞみキリスト教会　クリスマスのお祝い
「クリスマス礼拝」

１１：００～
参加料無料　内容：クリスマスの歌、メッセージなど
申込・問：マーチン・ジェントさん（ＴＥＬ０７０－１１４２－５２４２　Ｅメール：hirosakinozomi@gmail.com）

その他

弘前大学アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌ
第４回 Ｗｉｎｔｅｒ Ｌｉｖｅ アカペラサスペンス
鐘響（ベル）写真館～消えたフィルムの謎～

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１２：３０　開演１３：００ 入館料無料
問：ヒロロ　３階　文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

成山剛×ＫＵＤＡＮＺ ＴＯＵＲ ２０１８
追加公演「もう少しだけ」弘前

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１９：００
ＳＴＡＲＴ１９：３０

チケット：前売￥２，５００　当日￥３，０００（共に＋１ドリンク別途）
予約・問：「お名前(フリガナ)・電話番号・枚数」を添えて、メールにてお申込みください。返信をもって詳細をお知らせいたします。
（Ｅメール：info@kudanz.com）※返信には数日かかる場合がございます。

17 月 講演・講座・セミナー

18

アート・展示会

火

お子様向け催し・
子育て・教育

16 日

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート

弘前市保健センター

21 金

22 土

23 日

19 水
講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー20 木

弘前のぞみキリスト教会

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

日本胃癌学会市民公開講座 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１０：３０～１２：３０
参加料無料※事前申込不要　対象：市民１５０名（先着順）
テーマ：「胃がんは確実に予防できる」、「ここまで進んだ内視鏡治療」、「胃がん手術と化学療法の進歩」
問：弘前大学大学院医学研究科・消化器外科学講座（０１７２－３９－５０７９）

講演・講座・セミナー

フレディ四季コンサート
第３回 冬「聖夜」津軽三大テノール クリスマスコンサート

百石町展示館 開場１４：３０　開演１５：００

津軽を代表する三人のテノール歌手が集結！定番クリスマスソングや、クリスマスにちなんだオペラ、歌曲・・・
２部からはフルート演奏と女性歌手を交えてお送りいたします。クリスマスイブだけのスペシャルな時間をあなたに。
料金（全席自由）：￥２，０００（コーヒー付き）
※本公演と１２/２７開催「第４回 冬 ＰＩＡＮＯ ＭＥＥＴＳ ＣＥＬＬＯ ピアノとチェロの夕べ」をご一緒にお買い求めいただいた方は
    ２公演で￥３，５００（￥５００ｏｆｆ）とさせていただきます。詳しくはお問い合わせください。
チケット・問：株式会社フレディ吉祥会（０１７２－３１－３１３２）

ライブ・コンサート

子どもミュージカルクラブ短期集中講座
 （～２７日、Ｈ３１．１/４～６日）

弘前文化センター
２階　大会議室

１３：００～１４：３０

参加料：￥１，０００　対象：市内の小学校３年生～中学生２０名　内容：ミュージカルの基礎練習
講師：清水知子さん、前田美代子さん（情報ネットワークグループ「リエゾン」）
※応募者が少ない場合は開催しないことがあります。
申込・問：１２/８までに、直接来館するか、はがき、ファクスまたはＥメール（住所・氏名〈ふりがな〉・性別・電話番号・学校名・学年・
保護者氏名・活動を通して目指したい姿を記入）で、中央公民館（〒０３６－８３５６　下白銀町１９の４　ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１
 ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

講演・講座・セミナー

障がい者を対象とした
ウォータースポーツ＆水辺の安全教室

温水プール石川 １０：００～１２：００
１３：００～１５：００

参加料無料※要事前予約、各自傷害保険などに加入を。　対象：身体、精神に障がいのある市民、各コース５名程度
内容：カヌー・ＳＵＰ・アクアチューブ体験、ライフジャケットを着用した浮遊体験
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問合せを。
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

スポーツ

26 水 石岡みき子「きものリメイク展」（～Ｈ３０．２/３） ギャラリーあねっこ ★９：００～１７：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

フレディ四季コンサート 第４回
冬「ＰＩＡＮＯ ＭＥＥＴＳ ＣＥＬＬＯ」ピアノとチェロの夕べ

百石町展示館 開場１７：３０　開演１８：００ 入場券：￥２，０００
チケット・問：株式会社フレディ吉祥会（０１７２－３１－３１３２）

ライブ・コンサート

冬休みかけっこ教室
（他Ｈ３１．１/４・７・９・１０・１１・１２日）

河西体育センター ①１２：３０～１３：５０
②１４：００～１５：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：①小学校１～３年生２０名／②小学校４～６年生２０名
内容：走る、跳ぶ等の全身運動、用具を使用したトレーニング
※室内用シューズや飲み物・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：１２/１４（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望の時間帯も）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。

お子様向け催し・
子育て・教育

お正月用アレンジフラワー教室 ワークトーク弘前 １３：００～１４：３０頃
参加料：￥１，８００　定員：１５名（先着順）　持ち物：花ばさみ（工作用のはさみでも可）、新聞紙、ふきん、持ち帰り用袋
内容：お正月用のフラワーアレンジメント　講師：川村江利子さん
申込・問：１２/１１までに、直接窓口または電話で、ワークトーク弘前（０１７２－３８－３７１１〈月曜日は休み〉）へ

講演・講座・セミナー

29 土 市民スキー教室〈岩木会場〉（～３１日） 岩木山百沢スキー場
１０：３０～１５：３０
（最終日は１２：００まで）

参加料：￥２，０００※各自傷害保険に加入を　対象：小学生以上で、用具を持参し、現地集合ができる人７０名
希望クラス：「初心者」スキーが初めてか、それに近い人
               「初級」１人でリフトに乗って滑れる人
               「中級」基礎パラレルターンができる人
               「上級＆レーシング」パラレルターンができる人
申込・問：往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・希望クラス（小・中学生の場合は保護者名と学年も）と返信部分に、
             申込者の住所・氏名を記入の上、１２/１４（必着）までに、岩木スキークラブ 熊谷克仁さん
             （〒０３６－１３１３　賀田１丁目１１－８　ＴＥＬ０５０－７１２２－０８４７）へ
※はがき１枚で１人まで。応募多数の場合は１２/１６に抽選し、結果を通知します。

スポーツ

１０８ ＳＵＲＹＡ ＮＡＭＡＳＫＡＲ　１０８回太陽礼拝
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１０：３０～１２：３０頃
（受付開始１０：００～）

参加料無料※要事前予約　　持ち物：水分（水・お茶）、ヨガマット（マットレンタル有料￥３００※税込・要予約・数量限定）
※運動できる服装で参加を
予約・問：ヨガスタジオ リライト（０１７２－５５－０２３１）、弘前市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

その他

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

大晦日特別企画！“シソンヌじろうが故郷に帰るとき”
『サムガールズ』
サイン本＆特製絵はがきお渡し＆ツーショット撮影会！

紀伊國屋書店 弘前店　特設会場 １４：００～

参加方法：参加にはお客様１名につき整理券が１枚必要です。（整理券が無くなり次第、受付終了です。）
●整理券配布は、２０１８年１１/１４、１０：００より開始いたします。１１/１４以降に当店にて『サムガールズ』（本体：￥１，２５０）を
　ご購入頂いたお客様でイベントにご参加希望のお客様に整理券をお渡しいたします。
　イベント当日は、ご購入頂きました商品と整理券を忘れずにご持参くださいませ。
●１冊ご購入につき、特製はがき１枚差し上げます。※はがきはＴＳＵＴＡＹＡ弘前店様とデザインが異なります。
●シソンヌじろうさんとの２ショット撮影は、スタッフがお客様のカメラ、スマホ等でお撮り致します。２ショット撮影以外での写真および
　 動画撮影はお断り致します。
●整理券の紛失に伴う再発行は一切致しかねます。また、お客様のご都合により、当日イベントに参加出来なかった場合、
　 ご購入済の書籍の払い戻しは致しかねます。サイン本のお取り置きなどもいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
   詳しくは売場係員までお問い合わせ下さいませ。
問：紀伊國屋書店弘前店（０１７２－３６－４５１１）

その他

年忘れ大ジャムセッション 喫茶れもん ２３：００～ 参加料無料（要ドリンクオーダー）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

津軽ひろさき街歩きツアー

日 曜日 イベント名

ＤＥＥＰなひろさきの人情にふれる旅
【冬の夜の洋館迷宮さんぽ】
（※毎週日曜日、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）

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！】

通年

※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。

※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）

・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

・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

・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

・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

１７：３０～１９：００（徒歩）
・コース行程：弘前市立観光館 （集合場所）
⇒旧弘前市立図書館⇒旧東奥義塾外人教師館
⇒青森銀行記念館⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒百石町展示館⇒かくみ小路⇒弘前昇天教会
⇒弘前市まちなか情報センター（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
～冬期限定版スペシャルツアー！～
飲み屋街のある路地裏を歩いて抜けた先。てっぺんに雪を乗せてポツンと佇む、愛らしい教会や冬の空気のなか輝きを増す
イルミネーションが目の前に現れると、まるで迷宮に誘い込まれてしまったような、ちょっぴり不思議な気分に。
そんな幻想的な景色はきっと、この旅の宝物となることでしょう。弘前の冬ならではの”とっておき”をご覧ください。
ガイドブックには載っていない裏の弘前のお話を交えながら弘前路地裏探偵団がご案内します。
感動で寒さも忘れられる…？かもしれませんけれど、ご参加の際は、暖かい服装と滑りにくい靴でお越しください☆

ツアー内容・備考集合時間・所要時間、集合場所・コース

１２/１７
～２/２８

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

・１３：００～１６：００（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

※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。♪

※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￥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。

※要予約：実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥２，５００（税込※こぎん刺し体験料含む）
・定員：１～１０名　・ガイド団体：路地裏探偵団チームアパ・テ・ドラ
津軽のかっちゃ(お母さん)ガイドと楽しくおしゃべりしながら中心商店街の土手町界隈に散らばるかわいいモノを探してみましょ。
まちなか散策をたっぷり楽しんだあとは、地元民ご用達の手芸店でこぎん刺し体験を。
一見難しそうですが、お店の方がしっかり丁寧に教えてくれるのでぶきっちょさんでも安心ですよ。
最後は髪留めにして、そのままお土産にできちゃうのが嬉しい♪
ひろさきであなただけの“カワイイ”を見つける旅。とっておきの思い出になること、間違いなしです。

※要予約・実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥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♪

27 木

30 日

31 月

24 月祝

25 火


