
さくらまつり・さくらまつり関連イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間

東天書道会 第１５回 弘前さくらまつり書道展
(～５/６）

２０１９・弘前さくらまつり花見おカヌー体験
（２２・２３・２５・２６日、５/４～５日）

弘前公園西堀ボート乗り場

のりば：弘前公園 東内門石橋付近

運行時間：９：００～１７：００
※最終乗船は１６：３０まで
（ただし、天候・乗船者の状況
により変更あり）

弘前公園南内門近く『特設桟敷席』
１１：００～２０：００
各プラン参照

22 月 弘前街歩き 着物レンタル（～５/５） ｋｉｍｏｎｏ＊ｇｒａｃｅ（弘前公園北門前） １０：００～１７：００

第６８回青森県観桜俳句大会
弘前文化センター
２階大会議室

受付９：００
開会１０：００

弘前さくらまつり
早朝ノルディックウォーキング
（他２９日、５/３・４日　全４回）

集合：
弘前市民体育館駐車場５：５０
（弘前公園内）

６：００～７：００

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前城・北の郭　有料期間開始（～１１/２３）

高岡の森弘前藩歴史館　無料公開日 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

城北公園交通広場　開園（～１０/３１） 城北公園交通広場 １０：００～１６：００

高岡の森弘前藩歴史館展示
「お殿様たちの暮らし」
（～７/７）

高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

青森県議会議員選挙　投票日

第３５回弘前城ミス桜コンテスト 弘前文化センター
大会議室

開演１３：００

9 火
ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
－ＡＬＬＳＴＹＬＥ １ｏｎ１ バトル
　（１５歳以下）／（年齢制限なし）－

弘前市まちなか情報センター １８：３０～

弘前城植物　開園（～１１/２３）

藤田記念庭園　開園（～１１/２３）

土20

日28

日7

観覧料無料
問：弘前市まちなか情報センター（０１７２－３１－５１６０）

19 金

弘前市まちなか情報センター
９：００～２１：００（初日は１１：００頃～、最終日は１５：００頃まで）

休園日：毎週火曜日（小・中学校の長期休業期間を除く）
※ミニ列車・ゴーカート（１回￥１００）は、土・日曜日、祝日、小・中学校の長期休業期間に運行します。
問：城北公園交通広場（０１７２－３３－６７５５）　　　※積雪状況などにより開園期間が変更になる場合があります。

弘前さくらまつり
弘前公園中濠観光舟
（～５/６）

栃木市で「蔵の街遊覧船」で運行している「和船」と船頭によるお濠めぐりを楽しめます。※事前予約不可
　　運行時間：９：００～１７：００※最終乗船は１６：３０まで（ただし、天候・乗船者の状況により変更あり）
　　乗船時間：桟橋から出港から帰港までは約２０分を予定（天候、乗船者の状況により多少変更あり）
　　の  り　ば：東内門石橋付近　運行コース：東内門前の石橋前乗船桟橋から辰巳櫓を曲がり、杉の大橋を潜り、折り返し来たコースを戻ります。
　　乗  船  料：中学生以上￥１，０００(税込)、小学生￥５００(税込)※就学前は無料（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。
　　乗船ルール・お願い：乗船については係員の指示に従ってください。乗船　される方は、必ず救命胴衣を着用してください。
　　　　　　　　　　　　　　  水上で立ち上る等の行為は、大変危険ですので、絶対にやめてください。飲酒、酒気帯びでの乗船はできません。
　　　　　　　　　　　　　　  途中下船はできません。乗船の雰囲気を高めるため、半纏をお貸しします。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前さくらまつり
さくら桟敷（～５/６）

津軽三味線生演奏を聴きながら、特製のお花見弁当と地酒をお楽しみいただく、上質な新しいお花見の提案です。
屋根付きの桟敷席は、雨天時でも安心してお食事することができます。（※完全予約制、希望日の３日前まで）
【時間とプラン】
①１１：００～１３：００（お弁当プラン）／②１４：００～１４：３０（プチ・アップルパイプラン）／③１５：００～１５：３０（プチ・アップルパイプラン）／
④１６：００～１６：３０（プチ・アップルパイプラン）／⑤１７：００～１７：３０（プチ・アップルパイプラン）／⑥１８：００～２０：００（お弁当プラン）
【料金】
○お弁当プラン（１２０分）
　お一人様￥５，４００(税込) 弁当、飲み物、絵はがき付。津軽三味線演奏有。
　缶ビール１本・地酒ワンカップ１本を基本でお付けします。※アルコールＮＧの方にはリンゴジュースやお茶等ソフトドリンクを３本お付けします。
　お弁当は「郷土料理弁当」「洋風弁当」「酒宴向け弁当」の３類。お好みに合わせてお選びいただけますので、ご予約の際にお申し付けください。
　※「酒宴向け弁当」は１８：００のプランのみの提供となります。
○プチ・アップルパイプラン（３０分）
　お一人様￥１，０８０(税込)プチ・アップルパイ、りんごジュース、絵はがき付。津軽三味線演奏有。
　津軽三味線をメインに楽しんでいただくプランです。
◆津軽三味線演奏(約２０分)
　お弁当プラン、プチ・アップルパイプランの両方に津軽三味線の演奏が付きます。演奏は、弘前市民俗芸能保存連合会が担当します。
ｗｅｂ予約：「津軽まちあるき予約サイト」からお申込み下さい。※プランと時間帯ごとに予約ページが異なりますのでご注意ください。
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

月1

入園料：大人￥３１０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
通年券：大人￥１，０２０　子ども￥３００※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５１０（￥４６０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
３施設共通通年券：大人￥２，０５０　子ども￥６１０
期間中は無休です。　無料開放日：５/２６（日）　　　　　　問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

弘前ｊ公園本丸・北の郭
９：００～１７：００
（入園券の販売は１６：３０まで）
※４/２３～５/５は７：００～２１：００まで

参加料：一律１人１回￥１，０００（各自傷害保険に加入をお願いします）。当日会場にて受付時に徴収いたします。（定員になり次第締切）
対象：小学生から一般まで各回１０名（初心者５名、経験者５名）
内容：カヌーの基本技術のレクチャーを受け、初心者はインストラクターとペアカヌーに乗る。経験者は１人乗りで自由に乗って頂く。
　　　 日本一の桜の下で桜とカヌーを存分に満喫して頂く内容となっております。
特典：①ドリンクサービス有 ②希望者には記念写真のプレゼント ③祭り期間の市民体育館駐車場無料券（１回）
服装：運動しやすい恰好（水上スポーツですので濡れる可能性も考慮して下さい）。
駐車場：市民体育館正面駐車場をご利用下さい（※申込時に車で行くかどうかをお伝え下さい）。
※雨天中止の場合は前日の１７：００までに決定し、ご連絡いたします。
申込方法：電話又はＦＡＸ、メールでお申込みを。
申込・問：各開催日の前日１５：００までに、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（ＴＥＬ０１７２－３３－４５４５　ＦＡＸ０１７２－３３－４５８３　Ｅメール：www.hirosaki-taikyo.com　９：００～２１：００※毎週火曜日休館）へ。

観光のまち弘前に彩りを添える弘前城ミス桜コンテストは今年で３５回目を迎えます。
選出：ミス桜グランプリ１名、ミス桜２名　　　選出方法：１次審査（書類審査）で１５名程度を選出し、当日は決勝審査で３名を決定します。
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）、東奥日報社弘前支社（０１７２－３４－５１５１）

入園料：大人￥３１０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
通年券：大人￥１，０２０　子ども￥３００※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５１０（￥４６０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
３施設共通通年券：大人￥２，０５０　子ども￥６１０
無料開放日：５/２６（日）　　　　　問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

入園料：大人￥３１０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
通年券：大人￥１，０２０　子ども￥３００※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５１０（￥４６０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。
３施設共通通年券：大人￥２，０５０　子ども￥６１０
無料開放日：６/３０（日）　　　　問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

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

10 水

江戸時代のお殿様たちがどんな暮らしをしていたのか、衣・食・住に注目しつつ、身の回りにあった調度品や書籍などの品々を展示します。
※４/１（月）は高岡の森弘前藩歴史館　無料公開日です。どなたでも観覧できますが、来場者が収容人数を超えた場合は入場を制限する
　　場合があります。
観覧料（４/２以降）：一般￥３００（２２０）、高校・大学生１５０（１１０）、小・中学生１００（５０）
弘前市立博物館・高岡の森弘前藩歴史館共通券：一般￥４２０（￥３１０）　高校・大学生￥２１０（￥１６０） 　小・中学生￥１４０（￥７０）
※（ ）内は２０人以上の団体料金。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の提示を。
休館日：４/１５、５/２０、６/１７　問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

201９年4月 弘前市内イベント情報
　　※天候や主催者の都合により、イベントの内容・日程等が変更・中止になる場合もございますので、主催者に予めご確認の上お出かけくださいますようお願い致します。

平成 ３１年 ４月  １日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

お問い合わせ先・備考

投句と大会参加料：￥２，０００（昼食付き）　投句のみ：\１，０００※投句と同時に納入（切手不可）投句料のないものは無効
※高校生以下は、投句、当日参加ともに無料だが当日参加で昼食（弁当）希望の場合、￥５００が必要
兼題：Ａ「当季雑詠」（春）　Ｂ「桜」（桜の字を必ず入れてください）　各１句
問：陸奥新報社（０１７２－３４－３１１１）

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

弘前さくらまつり
（～５/６）

現在、公園内には、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、八重桜など、約５０種類２，６００本の桜が咲き誇ります。
公園内の桜は、ソメイヨシノの場合、樹齢１００年を超えた老木でも１つの花芽から咲く花の数が４個から５個と多いのが特徴で、
満開の枝をじっくり眺めてみると花にボリュームがあり、どっしりと咲く優美な桜は、日本一の徹底した管理から生まれています。
また、弘前公園の桜は散り際まで人々を魅了し、
花びらが濠の水面を流れていく「花筏（はないかだ）」、花びらで濠を埋め尽くすほどの「桜の絨毯」も話題となっています。

入園料
【本丸・北の郭】大人￥３１０ 小人￥１００ （団体料金：大人￥２５０ 小人￥８０）
【弘前城植物園】大人￥３１０ 小人￥１００（団体料金：大人￥２５０ 小人￥８０）
【共通券（本丸・北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園）】大人￥５１０  小人￥１６０（団体料金：大人￥４６０ 小人￥１３０）
※団体料金は１０名様以上に適用
●「桜ミク」が公式応援キャラクターに就任！弘前さくらまつりを皮切りに、今後２年間コラボ展開していきます。ご期待ください。
●さくらまつり会場案内
【露店・出店の営業】園内約２００店（９：００～２１：００）
【観光ボランティアガイド】　受付：追手門、東門※左記の各門を入るとテントがありますので直接お越し下さい。
　　※まつり期間中の予約はできません。※まつり期間中以外については、お問い合わせください。
【西濠ボート】時間：９：００～１７：００　料金：￥１，０００（６０分）
　　※雨天時、営業を見合せる場合あり。※救命胴衣の着用をお願いします。(大人小人共通)
　　※定員は３名です。(大人小人共通)※危険行為、飲酒後の乗船は禁止します。
【与力番所の抹茶】時間：９：００～１７：００　料金：一服￥５４０(税込)
【下乗橋前休憩所(予約制※空きがあれば、当日受付も可。）】
　　時間１０：００～２０：００（１回２時間）　ゴザ貸出料(必須)：１枚￥５００　申込・問：(公社)弘前観光コンベンション協会
【園内の貸しゴザ】貸出場所：下乗橋前休憩所、本丸（１０：００～２０：００）　料金：１枚￥５００(１畳サイズ、１～２名)

●ペットをお連れの皆様へ ペットの散歩はご遠慮ください。(ほ助犬を除く)　ケージ、ペットカート(バギー)、抱きかかえにより入場できます。
　ただし、建物内への入場はご遠慮頂いております。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

弘前公園
（国指定史跡「弘前城跡」）

有料区域および有料時間
■本丸・北の郭
　７：００～２１：００
　（４/２０～４/２２　５/６は９:００～１７:００）
■弘前城植物園
　９：００～１８：００（入場券の販売は１７：３０まで）
■夜間特別照明
　日没～２３：００（予定）

レンタル料金：￥５，４００（要予約）　お出かけ時間：３時間
レンタル内容：着物一式・草履・バッグ・足袋（貸）　おまかせヘアアレンジ付き（飾り無料貸出）
※レンタル賞品のひどい汚れや破損・紛失等は追加料金頂きます。　※駐車場はありません。
その他：手づくりこぎん刺し小物販売中です！日差しが強い日もありますので、日傘などお持ちになる事をお勧め致します。
予約・問：ｋｉｍｏｎｏ ｇｒａｃｅ（０１７２－２６－２０４０）

７：００～２０：００
（一部の投票所は１８：００まで
　市議会議員選挙と共通投票所〈ヒロロ〉９：００～２０：００）

私たちの声を県政に反映させるための最も身近で大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。
今回の選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。
【期日前投票】仕事や用事などで投票日に投票できない人は、期日前投票ができます。
　期日前投票を行うためには受け付けの際、法令により「宣誓書（投票日当日に投票所へ行けない理由など）」の記入・提出が必要です。
　「宣誓書」は投票所入場券の「期日前投票宣誓書兼請求書」欄に記入するか、各期日前投票所の受付にも用意しています。
○投票期間：～４/６（弘前大学は４/３～５日）
○投票場所：弘前市役所 １階市民ギャラリー（８：３０～２０：００）／岩木庁舎 １階（８：３０～１８：００）
　 相馬庁舎交流コーナー（８：３０～１８：００）／総合学習センター １階中会議室（８：３０～１８：００）／ヒロロ ３階 多世代交流室２（１０：００～２０：００）
　 弘前大学 総合教育棟１階（１０：００～１７：００）
【共通投票所（７日県議会議員選挙＆２１日市議会議員選挙の選挙当日）】住んでいる地域に関係なく、どなたでも投票ができます。
　場所：ヒロロ ３階多世代交流室２　　時間：９：００～２０：００
その他：【投票所変更箇所】〈前回までの投票所〉旧百沢小学校→〈今回の投票所〉百沢担い手センター（百沢字笹平）
問：弘前市役所 ６階選挙管理委員会事務局（０１７２－３５－１１２９）

平成３０年４月１日にオープンした高岡の森弘前藩歴史館には、延べ２万６７７人（２月末現在）の人が来場しました。
１周年を記念して無料公開しますので、ぜひご来場ください。
※どなたでも観覧できますが、来場者が収容人数を超えた場合は入場を制限する場合があります。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

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

観覧料無料　問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

お問い合わせ先・備考



イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

17 水 弥生いこいの広場　開園（～１１/１０） 弥生いこいの広場 ９：００～１６：３０

21 日 弘前市議会議員選挙　投票日

21 日 弘前駐屯地創立５１周年記念日行事 弘前駐屯地
一般開放
９：００～１５：００

４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
（有料区域のため入園料が必要）

９：００～１６：３０
お殿様・お姫様になりきって写真撮影！こども用や甲冑もあり、家族で楽しめちゃいます。服の上から衣装を着るので、
撮影も含めて１０～１５分で体験できます。
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

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）

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）

その他

郷土文学館第４３回企画展
【太宰治生誕１１０年記念展－太宰治と弘前－】
（～１２/２８）

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

太宰が官立弘前高等学校の学生として生活した「弘前」と、生誕地・金木などの「津軽」をテーマの中心に据え、
太宰治の人と文学、太宰を育んだ風土を掘り下げて紹介します。
本県初公開となる、太宰治が官立弘前高等学校時代に下宿で愛用していた電気スタンドや、
太宰治直筆の最も古いはがきなど、多数展示します。
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）※青森県民カレッジ単位認定講座

アート・展示会

発掘調査速報展（～９/２７） 旧弘前市立図書館
９：００～１７：００
（変更の場合あり）

道路建設や住宅建築などに伴い、遺跡の発掘調査を実施した成果を公開します。
観覧料無料
内容：大浦城跡（五代字早稲田）、寺沢（１）遺跡（清水富田字寺沢）、坂本館（館後字新田）の出土遺物や写真パネルの展示
問：文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

アート・展示会

4月のイベント情報
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

郷土文学館スポット企画展
「生誕１１０年　今官一と太宰治の交流」
（～６/２０）

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

明治４２（１９０９）年に津軽で生まれ、文学の友・心の友であった今官一と太宰治の交流を紹介します。
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

プラネタリウム　一般投影
テーマ：星占いの星座～あなたは何座？～

観覧料：一般￥２４０　小・中学生・高校生￥１２０
※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：中央公民館（０１７１２－３３－６５６１　火曜日休館）

映画・演劇・舞台

まちなかクラフト村弘前工芸舎企画
佐藤芳子りんご染め　十八年目のありがとう展（～１１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 津軽、岩木山、りんご、四季の移ろいを表現した作品の展示・販売を行います。
入場料無料　問：弘前市役所　商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

アート・展示会

第７回世界自閉症啓発デー記念イベント ｉｎ 弘前
および弘前天守ブルーライトアップ

４月２日は「世界自閉症啓発デー」です。当市では、自閉症をはじめとした発達障がいについて、
広く啓発することを目的としたシンポジウムと弘前城天守のブルーライトアップを行います。
【シンポジウム】テーマ：「自閉スペクトラム症のコミュニケーション支援～『自閉症は津軽弁を話さない』
　　　　　　　　　　　　　　 研究から見えてきたことばとコミュニケーションの関係～」
参加料無料（事前申込不要）
問：弘前大学大学院医学研究科子どものこころの発達センター（０１７２ー３９－５５４５）
　　【ブルーライトアップについて】福祉政策課障がい福祉係（０１７２－４０ー７０３６）

その他

毎日を古布で愉しむ二人展　佐藤ちづ子　福士タツエ
（～７日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

観覧料無料　　内容：パッチワークのタペストリー、小物などの展示、販売。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

アート・展示会

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 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※事前に電話で申し込みを。
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｎｉｇｈｔ　～たんげまこと 再登場！～ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

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

ライブ・コンサート

第７回村田孝嗣写真展　津軽野
（～７日）

百石町展示館
１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

いきいき３Ｂ体操無料体験教室
（～２５日の毎週木曜日）

宮川交流センター １０：００～１１：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：市民３０名
内容：ボールなどを使った転倒やロコモ予防のためのバランス機能改善運動
※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。詳しい持ち物などは問い合わせを。
申込・問：４/３までに、宮川交流センター（０１７２－３６－２６１１　月曜日は休館）へ。

健康セミナー

5 金 手作り工房裕　着物リメイク展示・販売展
（～７日）

百石町展示館 １０：３０～１７：００
（最終日は１２：００まで）

入場料無料　【ファッションショー】７日　１４：００～
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

アート・展示会

企画展１「津軽の美～武士の工芸・庶民の民芸～」
（～６/２）

併催：常設展
「ひろさきの歴史と文化～原始から近現代へ～」

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

大名の生活を彩った工芸作品の研ぎ澄まされた美意識と、庶民の暮らしの中ではぐくまれた無名の天才たちの
美意識・民芸をとおして、ふるさと津軽に息づく文化をご紹介します。
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。
※４/２０（土）は博物館開館記念日のため観覧料が無料。
休館日：４/１５（月）、５/２０（月）　　　　　　　　問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

アート・展示会

プラネタリウム　わくわく☆こどもプラネ
テーマ：春の星座と南の星座　（～４/２７ 毎週土曜日）

弘前文化センター
プラネタリウム

１０：３０～１１：００
（３０分間）

観覧料：無料
問：中央公民館（０１７１２－３３－６５６１　火曜日休館）

映画・演劇・舞台

おたのしみおはなし会
（他１３日、２０日、２７日）

参加無料　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：『春・おでかけ』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）

お子様向け催し・
子育て・教育

バラのせん定講習会 緑の相談所　集会所 １３：３０～１５：３０ 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３） 講演・講座・セミナー

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

スポネット弘前ランニングクラブ説明会・練習会 青森県武道館
会議室および運動公園周回コース

９：３０～１２：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　　　対象：市民
内容：ランニングクラブ活動説明、運動公園周回コースを使用したランニング練習
　　　※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。詳しい持ち物などは問い合わせを。
問：スポネット事務局（０１７２－３２－６５２３）または南富田町体育センター（０１７２－３４－６１２２）へ。

スポーツ

ＯＮＥ ＤＡＹ 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－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

内山善雄バンド＆ヴォーカル Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １８：３０～ 問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

8 月 ニーハオ中国語教室（～９/９） ヒロロ３階　多世代交流室ほか
受講料￥１２，０００（別途テキスト代が必要）
内容：入門・初級・中級クラス別の中国語学習　　※詳細は青森県国際交流協会のホームページで確認を。
申込・問：ニーハオサークル 松江さん（０８０－５７４８－４８８４）

講演・講座・セミナー

ゆったりヨガ教室(他２３日） 温水プール石川 ９日１３：００～１５：００
２３日１４：００～１５：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：６５歳以上の市民 各２０名（先着順）
内容：初心者や高齢者にも優しいヨガ（９日は歩行測定も実施）※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。
　　　 詳しい持ち物などは問い合わせを。（９日参加の方は室内用のシューズ持参）
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

健康セミナー

ノルディックウォーキング教室
（～５/２８の毎週火曜日）

岩木川市民ゴルフ場周辺
集合は管理棟

１０：００～１１：３０
参加料１回￥２００　定員１５名（先着順）
申込・問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

スポーツ

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

相談会

ミサワホームｄｅフラワーアレンジメント教室
（他５/９、６/１３）

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：６名（先着順）
内容：“春の花ｄｅ投げ入れスタイル”※花器をご持参下さい。　　　持ち物：花ばさみ・持ち帰り用の袋
その他：レッスン後には、ティータイムもあり、紅茶とお菓子のマリアージュもお楽しみいただけます。　　講師：木田直子さん
申込方法：担当ホームエンジニア又はフリーダイヤルへお電話にてお申込みください。
※１週間前までのご予約でレッスンにご参加いただけます。キャンセルは１週間前までにお願いします。
花材手配の関係上、１週間以内のキャンセルの場合は、キット又は完成品でのお渡しになります。
予約・問：東北ミサワホーム 弘前展示場（フリーダイヤル０１２０－３３０－４１５）

ベテランズセミナー 弘前文化センター
２階　大会議室

９：３０～１１：００

参加料無料　対象：おおむね６０歳以上の市民 ３０名程度（先着順）
内容：開講式、講演「ちゃかしこも もつけもみんな いいけやぐ～たのしいふる里ことば～」　講師：渋谷伯龍さん（方言研究家）
申込・問：４/８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〉・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。

“ＺＥＲＯ１”弘前大会
「オフィスＴ３０周年記念興行
東北プロレスフェスティバル ｉｎ青森」

河西体育センター 開場１８：００
試合開始１８：３０

チケット：特別リングサイド席￥７，０００　指定席￥５，０００　自由席￥３，０００
チケット取扱：ＺＥＲＯ１（（株）ドリームオンステージ）、チケットぴあ、ローチケ、ｅ＋
※試合中の場外乱闘には十分お気を付けください。
　 万が一の際、応急処置はいたしますが、その後、一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
※出場選手は、怪我等の理由により、欠場する場合がございます。何卒ご了承ください。
問：株式会社ドリームオンステージ（ＴＥＬ０４４－２０１－９７５０　平日１０：００～１９：００　Ｅメール：ticket@z-1.co.jp）

スポーツ観戦

【シンポジウム】
弘前大学医学部 コミュニケーションセンター　１８：００～１９：３０

【ライトアップ】
弘前公園本丸　日没～２１：００

３/２６
（火）～

通年

月1

私たちの声を市政に反映させるための最も身近で大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。
今回の選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。
【期日前投票】仕事や用事などで投票日に投票できない人は、期日前投票ができます。期日前投票を行うためには受け付けの際、
法令により「宣誓書（投票日当日に投票所へ行けない理由など）」の記入・提出が必要です。
「宣誓書」は投票所入場券の「期日前投票宣誓書兼請求書」欄に記入するか、各期日前投票所の受付にも用意しています。
○投票期間：４/１５～２０日（弘前大学は４/１７～１９日）
○投票場所：弘前市役所 １階市民ギャラリー（８：３０～２０：００）
　 岩木庁舎 １階（８：３０～１８：００）／相馬庁舎交流コーナー（８：３０～１８：００）／総合学習センター １階中会議室（８：３０～１８：００）
　 ヒロロ ３階 多世代交流室２（１０：００～２０：００）／弘前大学 総合教育棟 １階（１０：００～１７：００）
【共通投票所（７日県議会議員選挙＆２１日市議会議員選挙の選挙当日）】住んでいる地域に関係なく、どなたでも投票ができます。
　場所：ヒロロ　３階多世代交流室２　時間：９：００～２０：００
その他：【投票所変更箇所】〈前回までの投票所〉旧百沢小学校→〈今回の投票所〉百沢担い手センター（百沢字笹平）
問：弘前市役所 ６階選挙管理委員会事務局（０１７２－３５－１１２９）

★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。

＜内容＞・記念式典１０：００～１０：４０　・観閲行事１０：４０～１０：５０　・音楽隊演奏１０：５０～１１：１０　・オートバイドリル１１：１０～１１：２０
　　　　　 ・訓練展示１１：２０～１１：５０　・ちびっ子広場９：００～１５：００　・戦車試乗１２：００～１５：００
※無人航空機飛行禁止、天候により一部変更有、撮影有、駐車場・シャトルバス有、模擬売店有
問：弘前駐屯地広報室（０１７２－８７－２１１１　内線２０５～２０７）

弘前文化センター　プラネタリウム

【月・水・木・金曜日 ※４/２６は休み】①１３：３０～　②１５：００～
【土曜日、４/２９、３０】①１０：３０～　②１３：３０～　③１５：００～
【日曜日】①１３：３０～　②１５：００～
（各回４５分間）

講演・講座・セミナー

★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。

市内各所

７：００～２０：００
（一部の投票所は１８：００まで）

市議会議員選挙と共通投票所
〈ヒロロ〉９：００～２０：００）

土6

ライブ・コンサート

日7

お問い合わせ先・備考

弘前図書館　１階　閲覧室おはなしコーナー
６日・２０日 １１：００～１１：３０
１３日・１７日 １５：００～１５：３０

火9

Ｈ３０．
１２/１４
（金）～

１/１２
（土）～

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

火2

水3

木4

木11



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

好きな画材で絵画展２０１９（～１４日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー
１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：竹森さん（０９０－７５２３－１９９９）

第９回こだわりの手仕事展（～１５日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

演劇鑑賞会 弘前市民劇場第３３５回例会
人形劇団プーク 人形悲喜劇東西作家の競演
『うかうか三十、ちょろちょろ四十』／
現代版・イソップ『約束』

弘前文化センター　ホール
開場１８：００
開演１８：３０

会員のみ観覧可能（当日入会すれば入場可）※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 弘前市民劇場事務局
（０１７２－３６－５４０２　１１：００～１８：００※日・月・祝日休み、土曜日は１６：００まで）

映画・演劇・舞台

草木を染めて編むニット展～小さな水彩画とともに～
(～１６日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

セッコク展（～１４日） 緑の相談所　展示室 ９：００～１６：００
１１：００と１５：００からは植え替え実演を行います。
問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

まちなかクラフト村「弘前工芸舎春限定企画展」
（～５/１２）

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 入場料無料　問：商工政策課（０１７２－３５－１１３５）

第３回ひろかん演芸会　立川志らく落語会 弘前市民会館　大ホール １４：００～

入場料：一般￥３，０００　大学生以下￥１，５００　会員：￥２，０００（弘前芸術鑑賞会の鑑賞会員：年会費￥３，０００）
プレイガイド：（弘前市）ヒロロ／中三弘前店／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／弘前芸術鑑賞会事務局／
　　　　　　　　（青森市）成田本店しんまち店／（五所川）ＥＬＭインフォメーション／（大館市）大館市民文化会館
問：一般社団法人 弘前芸術鑑賞会事務局（０１７２－４０－４０８２）

映画・演劇・舞台

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）

お子様向け催し・
子育て・教育

雪雄子舞踏ワークショップ「身体に還る日」 鳴海要記念陶房館 １３：３０～ 費用：￥１，７００（飲み物付）※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） その他

ＨＩＧＨ　ＨＯＰＥＳ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：前売￥１，５００　当日￥２，０００　※ドリンク代別途￥５００
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

こぎん刺し体験と小物販売
（他２８日）

鳴海要記念陶房館
１０：００～１５：００
（受付は１４：３０まで）

体験料：￥２５０
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

アート・展示会

月例登山「春の久渡寺山登山」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
参加料無料※要事前申込　　　持ち物：飲み物、昼食、タオル、替えの下着・靴下、防寒着
申込・問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）、弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

お子様向け催し・
子育て・教育

路地裏歌謡笑Ｖｏｌ．５　出番ですよ～！ 弘前市民会館 開場１７：１５
開演１８：００

〈第一部〉路地裏新喜劇「北国ゆた次郎一座奮戦記」　〈第二部〉まみとユタカの歌謡笑
チケット〈全席指定〉：大人￥３，０００／小人（中学生まで）￥１，０００
　　　　　　　　　　　　※３歳以下は膝上無料（他のお客様にご迷惑がかかる場合は親子室をご利用下さい）
チケット取扱：弘前市民会館、平山萬年堂、さくら野弘前店、中三弘前店、弘前市まちなか情報センター、ＥＬＭインフォメーション、
　　　　　　　　松の湯交流館十文字カフェ、ローソンチケット（Ｌコード：２１５２５）
チケット予約・問：路地裏歌謡笑事務局（０８０－２６７６－６３０６）

ライブ・コンサート

まちかど広場クリーン大作戦

ひろさき環境パートナーシップ２１では、市内にある各まちかど広場を出発し、道端などに落ちているごみを集めながら、
蓬莱広場（土手町）を目指します。
参加料無料（事前申込不要）　※雨天決行　持ち物：軍手、デレキ（自由）、ごみ袋２～３枚
問：ひろさき環境パートナーシップ２１　白戸さん（０１７２－３４－７８３４）

福祉・ボランティア

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

内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。　対象：市民で１歳以上の幼児とその家族。母子健康手帳の持参を。
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）４/３～１５に要事前予約

お子様向け催し・
子育て・教育

親子リトミック
「ドレミでリトミック体操」

ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１歳半以上：１０：３０～
１歳半前：１１：１５～

皆が知っている曲、手遊び歌など体を動かしたり、リズムを楽しんだり、音楽に耳を傾けたり。
親子で楽しい時間をすごしましょう。
定員：２０組※要事前予約　　　　　問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

誰でも簡単にできる足もみ健康教室「首こり編」 ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１４：１０～１５：４０
本教室は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：￥５００　定員：５名　持ち物：フェイスタオル１枚（足もみ棒はお貸しします）
申込・問：ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会賛助会員 稲垣さん（０９０－８０１９－２８１８）

健康セミナー

弘前大学吹奏楽団プレゼンツ
弘前大学創立７０周年記念コンサート

弘前大学創立５０周年記念会館 開演１８：３０ 入場料無料
問：弘前大学総務部総務広報課（０１７２－３９－３００９）

ライブ・コンサート

ＮＨＫ油絵教室（～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）

手話奉仕員養成講座（基礎編）
（～８/２９の毎週木曜日）

弘前市身体障害者福祉センター １９：００～２０：３０

受講料：無料（別途テキスト代￥３，２４０が必要）
対象：平成３０年度手話奉仕員養成講座（入門編）の修了者または過去に手話奉仕養成講座を受講した人　２０名程度。
申込方法：４/１１までに往復はがき（住所・氏名・年齢・職業・手話学習歴・電話番号・ＦＡＸ番号を記入）で、
　　　　　　弘前市身体障害者福祉センター（〒０３６－８０５７　八幡町１丁目９－１７）へ申込を。
　　　　　　※事前に面接があります。会場や時間などの詳細は返信用はがきで通知します。
問：弘前市身体障害者福祉センター（０１７２－３６－４５２１）

岩田邦彦絵画展（～２１日） 百石町展示館 １０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

ベビー広場
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

①１０：３０～１１：３０
②１３：３０～１４：３０

赤ちゃんとママの広場です。楽しくおしゃべりしながら簡単な製作をしたり、親子リズム遊びをします。
対象：①９か月～１２か月まで　②～８か月まで　　定員：各２０名※要事前申込　テーマ：こいのぼりを持ち帰ります。
※お誕生会もします。４月生まれのお子さんは申し込みの時に教えてください。
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

津軽千代造窯　電動ろくろ体験（～２１日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
（所要時間約４５分）

体験料：￥１，６００（飲み物付き）　予約優先・当日も受け付けています。作品は焼成後、後日お引き渡しになります。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・セミナー

津軽盆栽会 春の盆栽展（～３０日） 緑の相談所　展示室 ９：００～１６：００ 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３） アート・展示会

お子さんを連れて母親カフェに来ませんか？ 弘前乳児院 １０：００～１１：００

ママがお子さん連れで気兼ねなく過ごせるカフェスペースです。おしゃべりをしたり、子育ての悩みを相談しあったり、
楽しい時間を過ごしましょう！また、おはなし会も開催致します。ちょっとしたお菓子と飲み物を用意してお待ちしております。
参加料無料（当日参加ＯＫです）　対象：子育て中のお母様、お父様（０歳～就学前のお子様）
内容：第１回おはなし会～親子で楽しめる絵本の読み聞かせ～
申込・問：弘前乳児院 三浦さん（ＴＥＬ０１７２－３５－２１５５　ＦＡＸ０１７２－３１－５２５２　ＨＰ：http://hirosaki-nyuujiin..jp/）へ。

親子でたのしく運動遊び
「楽しくからだを動かそう」

ヒロロ
３階　弘前市駅前子ども広場

１０：３０～１１：３０
お子さんと一緒にゆっくり楽しく体操しましょう。日頃の運動不足解消にどなたでも参加できます。
裸足で行います。動きやすい服装でお願いします。
定員：２０名※要事前予約　　対象：２歳以上　　　問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

相続素人でも“わかった”になる！相続学校
（連続３回シリーズ）　第３回「実践編！遺言を書こう」

ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：００～１４：３０
（受付１２：３０～）

１回～３回まで受講いただくことで相続専門でない税理士よりも詳しくなるかも？！　　参加料無料
こんな方におすすめ：そもそも相続って何か全然わからない。土地とか建物持ってるけど相続心配。実際、自分に相続税が
　　　　　　　　　　　　　かかるか心配。相続が発生した時の対応がわからない。
内容：実は遺言を書いていない人も多いのが事実・・・。遺言の種類を知って、遺言が書けるようになる！
講師：宮川敬一氏（（株）成都地所 賃貸チーフ
申込・問：電話かＦＡＸ（チラシに記入）で（株）成都地所　宮川さん（ＴＥＬ０１７２－３８－０９８０　ＦＡＸ０１７２－３３－４９９３）へ。

講演・講座・セミナー

津軽手づくり市
（他２１日、５/４・５日）

弘前文化センター　前庭 １０：００～１５：００
雑貨・アクセサリー・アート作品など、ハンドメイド作品をつくられている作家さんがあつまります。皆様ぜひご来場ください。
※雨天時は館内　　　問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１　第３火曜日休館）

その他

「ＨＡＮＥＴＯ」大好評御礼
アンコール＆「宇宙飛行士／ＧＯＡＬ」リリース記念
ワンマンライブ弘前編 『ＴＯ ＢＥ ＴＨＥ　ＷＩＮＧ！２
～遠い青～』＠弘前Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓt

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

料金（全席予約）：￥３，０００※ドリンク別
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

６ｔｈＭＡＮ“Ｆｒｏｍ Ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ｆｌｏｗ ｏｆ ｔｉｍｅ”
Ｒｅｌｅａｓｅ ｔｏｕｒ ＦＩＮＡＬ

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

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

弘前大学創立７０周年記念リレー学術講演会
過去・現在・未来への創造　第一回
「音楽の魅力　トロンボーンと声楽のコンサート」
（他５/１１、６/８、７/１３、９/１４）

弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

１４：００～１５：３０

弘前大学における研究成果を専門外の方々にわかりやすく発信し、学術研究を通した地域との交流と対話の場として開催します。
入場料無料　定員：３００名※要事前申込（先着順）　出演：和田美亀雄さん、杉原かおりさん
申込・問：４/１２（金）までに電話かＥメールで、弘前大学 研究・イノベーション推進機構
　　　　　 （ＴＥＬ０１７２－３９ー３９０７※月～金９：００～１７：００　Ｅメール：kensui@hirosaki-u.ac.jp）へ。
※五回全て受講した方には、受講証明書と弘前大学記念グッズを授与します。

第十三回「春の篠笛演奏会」春の陽だまり 藤田記念庭園　洋館１階　ホール １１：００～／１３：００～ ～桜の花によせて やさしい篠笛の音をお届けします～　　　入場料無料　　　問：山口さん（０１７－７４３－３３５４）

春の生物展（～５/６） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０ 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） アート・展示

第３６回太宰治文学講座「太宰治が問いかけるもの」 太宰治まなびの家 １４：００～１５：００ 入場料無料　　問：太宰治まなびの家（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－１１３４　受付時間１０：００～１６：００）

春ヨガ ｉｎ ヒロロ ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

①１０：３０～１１：３０
②１３：００～１４：００
③１５：００～１６：００
④１７：００～１８：００

ヨガ未経験者、身体の硬い人、シニア、親子、みんな一緒にヨガの呼吸で春の空気を取り入れましょう！
参加料無料※要事前予約　　定員：①③④各７０名、②親子２０組
内容：①チェアヨガ「シニアや緩和向け」　②親子ヨガ「３さい～６さい」　③はじめてのやさしいヨガ　④ボディコントロールヨガ
※１３：００以降のレッスンはヨガマットが必要です（レンタル￥３００）。　※各レッスン３０分前受付開始です。
予約・問：市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４　※８：３０～２１：００）、リライト（０１７２－５５－０２３１　※１０：００～２０：００）

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

～今年も茶屋で中国茶会がスタートします～
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）

２０１９お笑いＮＥＷ ＳＴＡＲ 笑（ショー） ｉｎ 弘前 弘前市民会館
大ホール

【１回目】
開場１１：３０　開演１２：００
【２回目】
開場１４：３０　開演１５：００

和田アキ子のモノマネで活躍中の『Ｍｒ．シャチホコ』、明石家さんまのモノマネでおなじみの『ほいけんた』、
市民会館で３度目の出演になる『ヒロシ』、『みはる』、『アキラ１００％』、『マツモトクラブ』の６人のお笑い芸人が市民会館に集合！！
今年の春はお笑いライブで盛りあがろう！～全席指定ですので、良い席はどうぞお早目にお求めください～
チケット：〈全席指定〉前売￥３，５００　当日￥４，０００
　　　　　 ※３歳以上有料（３歳未満のお子様は、保護者1名につき、１名まで膝上鑑賞可。座席が必要な場合はチケット必要）
チケット取扱：弘前市民会館、さくら野弘前店、大館市民文化会館、ＥＬＭインフォメーション、ローソンチケット（Ｌコード：２１８１９）
　　　　　　　　 チケットぴあ（Ｐコード：４９２－３２２）、イープラス
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４　※４/１５は休館）

第１１回いしたの梅まつり (有)いした内　特設会場 ９：３０～１５：００

イベント内容：しそ吹雪のおたますくい￥７００（お１人様１回限り、無くなり次第終了）／
　お楽しみ大抽選会￥１，０００以上のお買上げで抽選券がもらえます！（ハズレなし）／つかみどり￥７００／
　おにぎり（梅入り）・豚汁ふるまい１１：３０頃～／ゆるキャラもやって来る！決め手くんに会いに来てね♡一緒に写真を撮ろう！！／
　ちびっこにバルーンプレゼント！／試食もた～っぷりご用意♡食べ比べてみてね！／地元の美味しい物＆ゲームもあるよ♡
問：(有)いした（０１７２－８２－３４１０）

弦楽アンサンブルコンサート 百石町展示館 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料無料　　問：百石町展示館（３１－７６００）

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

りゅう歌謡合同発表会 弘前文化センター　ホール 開場１２：００　開演１２：３０ 入場料無料　問：りゅう歌謡研究会実行委員　小笠原さん（０１７３－３５－７５７１）　葛西さん（０１７２－８７－１３６５）

第５回ピアノミニコンサート ｉｎ プラザ棟
「ハーモニーが花開く春」

弘前地区環境整備センタープラザ棟
２階　ホール

１５：００～１６：００
プラザ棟でピアノ連弾ハーモニーを聴きながら春の気配を感じ優雅なひとときを…
入場料無料（事前申込不要）　演奏：ピアノデュオグループＰｉｅｃｅ Ｈａｒｍｏｎｙ
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８　毎週月曜日休館〈月曜日が祝日の場合は翌日休館〉）

第１６回春うららヴォーカルコンサート 藤田記念庭園　ホール 開演１１：００ 問：藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
「ＡＲＴ ＰＡＰＰＥＲ Ｍｅｅｔｓ Ｔｈｅ Ｒｈｙｔｈｍ Ｓｅｃｔｉｏｎ」

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

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート

日21

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

百石町展示館
１０：００～１６：００（初日１２：００～、最終日は１５：００まで）

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

アート・展示会

金12

アート・展示会

土13

集合：出発場所に９：００
出発場所：亀甲町広場、城北公園交通広場（田町３丁目）、
和徳十文字広場、追手門広場（下白銀町）、新寺町広場、
下白銀町広場、松森町ふれあい広場、弘大正門前（文京町）のうち
参加できる場所。

日14

水17

講演・講座・セミナー木18

金19

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

土20



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

ヒロロすこやか相談 ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１０：３０（受付）

参加料無料※事前申込不要
内容：プレママさんも相談できます。保健師さん、栄養士さん、助産師さん歯科衛生士さんに相談できます。
　　　　お気軽に相談にきてください。
持ち物：母子健康手帳。歯磨き指導をしてほしい方は、歯ブラシ持参でお願いします。
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

森昌子㊗還暦コンサート
爆笑！コントで綴る昭和歌謡パート３

弘前市民会館
大ホール

昼の部：開演１４：００
夜の部：開演１８：００

笑いと感動！名曲とともに森昌子の全てをこのステージに集約！！
チケット：プレミアムシート席￥８，０００（割引きで￥６，８００〈税抜〉）／ＳＳ席￥６，８００（割引きで￥５，８００〈税抜〉）
※送料・決済手数料として別途￥８４２（全国一律）を頂きます。※ご注文確定後のキャンセル・ご変更は出来ません。
ご確認の上ご注文下さい。万一、公演日の１週間前までにチケットが届かない場合はご連絡をお願い致します。
車いす席をご希望の方は、電話（０５７０－０６４－７２４　受付時間１０：００～１８：００）にてお問い合わせ下さい。
申込方法：夢グループＨＰ（https://yumeg.com/shopdetail/000000001773/）から。
問：株式会社 夢グループ（ＴＥＬ０５７０－０６４－７２４　受付時間８：００～１８：００）

ライブ・コンサート

日本盆栽協会弘前支部（～２５日）
弘前文化センター
美術展示室

９：００～１７：００
（最終日は１５：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１） アート・展示会

ベビー広場
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

赤ちゃんとママの広場です。楽しくおしゃべりしながら簡単な製作をしたり、親子リズム遊びをします。
対象：１歳～１歳４か月まで　　定員：各２０名※要事前申込　テーマ：こいのぼりを持ち帰ります。
※お誕生会もします。４月生まれのお子さんは申し込みの時に教えてください。
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

24 水 キッズ広場(～２６日）
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０　

１才５ヵ月以上のお子さんとママの広場です。親子で音楽に合わせて運動したり、製作したりします。
身長体重をはかりますので、１０分前までに来てくださいね。
対象：【２４日】１歳５ヵ月～１歳１０ヵ月　／　【２５日】１歳１１ヵ月～２歳５ヵ月　／　【２６日】２歳６ヵ月～
お誕生会もします。４月生まれのお子さんは申し込みの時に教えてください。
定員：各２０名※要事前申込　内容：こいのぼりをつくります　申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

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

使い古しのタオルを使って布ぞうりを作ってみませんか。
参加料無料　定員：２０名　持ち物：使い古しのフェースタオル（色付き）４枚、裁ちばさみ、昼食、飲み物
※作業しやすく、汚れてもよい服装で参加を。　講師：尾崎行雄さん　申込受付：４/１２（金）～
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。

講演・講座・セミナー

小原孝の奏でと村上信夫のトークで紡ぐ
『秋田漣　５０周年記念コンサート』

弘前市民会館
大ホール

開場１７：３０
開演１８：００

チケット（全席自由）：前売￥４，０００　当日￥４，５００
チケット申込・問：シャンソン酒場「漣」（０１７２－３３－０１９１※日・祝祭日を除く１９：００～２４：００）
　　　　　　　　　　／　０１７２－２６－２７１２※昼間　／　携帯（０９０－４８８１－８９８３）

ライブ・コンサート

26 金 後藤信昭・三上義夫　ねぷた絵二人展
（～２９日）

百石町展示館 １０：００～１８：００
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

春の灯りと木のぬくもり　ｖｏｌ．２
（～５/６）

鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入館料無料　内容：ひょうたんランプ、木の椅子や皿などを展示、販売。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　４/３０（火）休館日）

アート・展示会

ヒロロパーティー
ヒロロ
３階　イベントスペース

１７：００～１９：００

毎年恒例となった、春のイベントヒロロパーティー！ 自分の好きな曲で、１分間、好きなように踊る「ソロコンテスト」を、
今年も開催します！ 「小学生以下の部」と、「中学生以上の部」のそれぞれで入賞者を決定しますので、
今年もニューヒーローが誕生するかも？！
エントリー料：￥１，０００
コンテンツ：【ソロコンテスト小学生以下部門】幼児～小学６年生／【ソロコンテスト中学生以上部門】中学１年生～一般
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

その他

社会福祉法人 七峰会 特別協賛
弘前観桜会１００周年記念コンサート 藤あや子

弘前市民会館
大ホール

〈昼の部〉
開場１２：００　開演１２：３０
〈夜の部〉
開場１６：００　開演１６：３０

入場料（全席指定）：前売一般￥６，８００（当日￥５００増）　株式会社ゆうネット弘前提供シニア優待席（夜の部）：￥３，５００
※シニア優待席〈６５歳以上対象〉は弘前市民会館窓口のみで販売いたします（枚数限定）。身分証明書をご提示いただきます。
座席の選択はできません。　※未就学児は入場できません。
チケット取扱：弘前市民会館、弘前文化センター、さくら野弘前店、ＥＬＭインフォメーション、ローソンチケット（Ｌコード：２１５０３）
ゲスト：ほのかりんごさん（元りんご娘 レットゴールド）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４　※３/１８、４/１５休館）

山口流　篠笛　北東北地区「笛の会」 弘前文化センター １０：００～ 入場料無料　問：山口さん（０１７－７４３－３３５４）

第７回世界一の桜並木をノルディック・ウォーク

岩木青少年スポーツセンター
～岩木山観光協会間の桜並木道
※集合場所は
岩木青少年スポーツセンター前

１０：００～
（受付は９：００～）

参加料５００円（当日徴収。高校生以下は無料） 小雨決行
８km～１０kmのノルディックウォークまたはウォーキング
申込・問：４/２１までにＦＡＸ（住所・氏名・生年月日・電話番号・昼食の予約の有無・ポール借用の有無を記入）で、
青森県ノルディック・ウォーク連盟（岩木山観光協会内）（電話０１７２－８３－３０００、ＦＡＸ０１７２－８３－３００１）へ。

スポーツ

第２２回未来コンサート　ジョイントリサイタル
＆第１７回弘前桜の園作曲コンクール表彰式
ならびに１位作品の演奏

弘前文化センター
ホール

開場１３：３０
開演１４：００

入場料：大人￥１，０００　※高校生以下無料
チケット取扱：弘前文化センター、トーオー楽器、さくらミュージック
問：Ｋミュージックラボ 川村さん（０１７２－３４－００５９）

ＨＩＧＨ　ＨＯＰＥＳ Ｍａｇ－Ｎｅｔ 開場１７：３０　開演１８：００ チケット：前売￥１，５００　当日￥２，０００　※ドリンク代別途￥５００　問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

29 月祝 ＤＥＡＤ ＳＴＯＣＫ ２ｎｄ ＦＵＬＬ ＡＬＢＵＭ　レコ発
”ＦＩＮＥ　ＧＥＡＲＳ”Ｒｅｌｅａｓｅ ｐａｒｔｙ！！

Ｍａｇ－Ｎｅｔ 開場１７：００
開演１７：３０

問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６） ライブ・コンサート

30 火休 弘前さくらコンサート Ｖｏｌ．５ 弘前市民会館　大ホール
開場１２：００
開演１２：３０

入場料：前売￥１，０００　当日￥１，５００
※中学生以下先着１００名無料（４/１３（土）１０：００～１０：３０に弘前市民会館にて招待券配布）
演奏スケジュール：１２：３０～１４：４５ ピアノソロ／１４：４５～１５：３５ ピアノ連弾／１５：３５～１６：３０ ２台ピアノ
／１６：３０～１６：４５ 歌／１６：４５～１７：００ 鍵盤ハーモニカ／１７：３０～１８：３０ 赤松林太郎 トークコンサート
チケット取扱：弘前大学生協、中三弘前店、ヒロロ、弘前市民会館、弘前文化センター、まちなか情報センター、平山萬年堂、
チケットぴあ（Ｐコード：１４３７４３）、ヤマハ特約楽器店（株）東京堂 青森店、カワイ青森ショップ
問：Ｒａｉｎｂｏｗ Ｍｕｓｅ Ｈｉｒｏｓａｋｉ　田中さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－８７－６０８８）

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

じゃわめぎ体感　心揺さぶる　魂の響き
【津軽三味線三昧】（～１１/３０）
（※各店舗定休日、さくら・ねぷたまつり期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

魅惑のさくら　凄さのひみつ、教えます
さくらまつり期間限定ツアー
【弘前城夜桜探偵団】（～５/３）
（※４/３０はお休み）

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、９/２３、年末年始、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０、２１はお休み）

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！】
（※さくらまつり期間中、８/１３・１４、９/２３、年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・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】
（※８/１０～１５、９/２１～２３、年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・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、９/２３年末年始、３/２０・２１は休み）

タクシーで巡る すてきな洋館とおいしいフレンチ
【ハイカラ洋館めぐりと「弘前フレンチ」】
（※各店舗定休日、さくら・ねぷた期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

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】
（※各店舗定休日、さくら・ねぷたりまつ期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

津軽家ゆかりの古刹を訪ねて
【タクシーで巡る「古都ひろさき」と和料理満喫】
（※店舗定休日、さくら・ねぷたまつり期間中、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始はお休み）

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、９/２０～２３、年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・２１はお休み）

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、８/１３・１４、９/２３、年末年始、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３/２０・２１はお休み）

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―プラン】
（※開催日はブナコ西目屋工場稼働日に準じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　夏季、年末年始休業有）

お寺がずらり　英気を養うヒーリング体験
【禅林街界隈と座禅体験】
（※日時はお問い合わせください）

木25

ライブ・コンサート

土27

ライブ・コンサート

日28

月22

火23

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥１，５００（税込※拝観料含む・記念品付）
・定員：２０名（最少催行人数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ヶ寺がずらりと立ち並ぶ“禅林街”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。
途中立ち寄る寺院で、心落ち着く座禅体験を。日常を忘れ、無我の境地に導かれて。

・（約３時間）
コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒栄螺堂⇒長勝寺
⇒座禅体験⇒弘前天満宮⇒大阪屋⇒弘前市立観光館（解散場所）

・午前の部：　９：１５～１３：０５
・午後の部：１３：００～１６：５０
　（製作体験・昼食を含む４時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊取設⇒ブナコ西目屋工場見学・製作体験
⇒ＢＵＮＡＣＯ ＣＡＦÉで飲食⇒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（税込※タクシー代、ブナコ製作体験代、飲食代を含む）
※別途、製作体験での完成品の送料がかかります。 （送料はブナコ西目屋工場にてお客様よりお支払いとなります。）
・定員：２名様より催行　・ガイド団体：北星交通
いまやインテリアブランドとなった「ブナコ」製品。生活に溶け込む多彩な商品が揃っていますが、今回は使いやすいサイズの器づくりに挑戦です。
自身の手で生み出す造形の美しさとモノづくりの喜びを体験してみませんか？ＢＵＮＡＣＯ　ＣＡＦÉでの飲食付きです。

４/１
（月）～

１５：４５～２０：００（食事時間を含む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

※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、食事代、施設入場・体験料含む）
・定員：２名様より催行　ガイド団体：北星交通
津軽と言えば津軽三味線！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、津軽三味線三昧なコースです。

※要予約：実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥１，０００（税込・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いえばご存じ、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：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒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
⇒旧第五十九銀行本店本館⇒弘前市立観光館（解散場所）

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒弘前公園（弘前城）
　⇒津軽藩ねぷた村

・１０：００～１３：００（食事時間を含む３時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒百石町展示館
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒旧第五十九銀行本店本館⇒追手門広場⇒フレンチ店

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥６，５００（税込※タクシー代・お食事代・施設入館料含む）　・定員：２名様より催行
・お食事処：以下からお選び下さい
  「レストラン山崎」　営業時間：１１：３０～１４：００　休み：毎週月曜日（レストラン山崎を選択の場合は+￥５００）
　「ポルトブラン」     営業時間：１１：３０～１４：００　休み：毎週日曜日
  「シェ・アンジュ」    営業時間：１１：３０～１４：３０　休み：毎週日曜日
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　・参加料：お一人様￥２，０００（税込・施設入館料・おみやげ代含む）
・定員：１０名（最少催行人員１名）　・ガイド団体：弘前路地裏探偵団　チーム アパ・テ・ドラ
婦人探偵チームアパ・テ・ドラと歩く女子限定（カップルはＯＫ♪）の街歩きツアー。
教会や洋風建築が自然と生活圏内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♪

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

４/２３
（火）～

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥１，８００（記念品付）
・定員１０名（[最少催行人員１名）　ガイド団体：弘前路地裏探偵団
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！
ガイドブックに載っていない名店や街角の裏話など、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♪

１７：３０～１９：００（約１時間３０分　徒歩散策）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター （集合場所）
⇒弘前中央食品市場⇒ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＳ通り
⇒吉井酒造煉瓦倉庫⇒土淵川⇒一番町坂
⇒三上ビル（旧弘前無尽株式会社社屋）
⇒明治屋ゴールデン街 ⇒城東閣⇒かくみ小路（解散場所）

１９：１５～２０：４５（約１時間３０分　徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒弘前公園 追手門口
⇒弘前公園（弘前城）⇒弘前公園東門口（解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで　参加料：お一人様￥２，０００（税込※弘前公園有料区域入場料、記念品含む）
・定員１０名（最少催行人員１名）　ガイド団体：弘前路地裏探偵団
日本一の桜の名所・弘前城の特におすすめなのが夜桜！この美しく咲き誇る桜にはたくさんの秘密が・・・。
その秘密を迷探偵が解き明かしながら夜の弘前城をご案内します！

集合時間・所要時間、集合場所・コース

※要予約・実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥１，２００（税込）
・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
弘前の歴史がたくさん詰まっている新寺町界隈には、東北一の美塔とされる五重塔をはじめ
津軽ならではのお庭など、見どころがたくさん！
ただ歩いただけじゃ気付かない古のロマンを体感してみてはいかが？

※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）

ツアー内容・備考

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

通年
（※

例外日
あり）

※要予約：実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥２，５００（税込※こぎん刺し体験料含む）
・定員：１～１０名　・ガイド団体：路地裏探偵団チームアパ・テ・ドラ
今ふたたび注目をあつめる津軽の工芸「こぎん刺し」の製作体験と中心地商店街の土手町界隈を散策するツアー。
明治大正時代に建てられら教会や洋風建築物と津軽の伝統を守りながら生活に息づく工芸品の数々・・・。
歴史と文化が薫る街並みとレトロかわいい弘前をご堪能ください。

※要予約：実施日の３日前まで　・参加料：お一人様￥１，０００（税込）
・定員：毎回１０名（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
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２の城としての機能を併せ持っていたこの地。今も残る往時の町割が歴史を物語ります。

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（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（解散場所）

・１３：００～１６：００（ティータイムを含む３時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）⇒日本聖公会弘前昇天教会
⇒百石町展示館⇒日本基督教団弘前教会
⇒カトリック弘前教会⇒旧第五十九銀行本店本館
⇒追手門広場⇒喫茶店

・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）
⇒土手町界隈⇒一番町界隈⇒旧第五十九銀行本店本館
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒しまや（手芸店・こぎん刺し体験）

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥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　・お食事処：「おまかせ料理　すゞめのお宿」
弘前市の名所旧跡を物識りタクシードライバーがご案内し、弘前藩のルーツを巡ります。
往時に思いを馳せた後は、津軽の和食の名店、すゞめのお宿でちょっぴり贅沢な昼食を♪
古都ひろさきを大満喫できるスペシャルな旅を、どうぞご堪能ください。

※要予約：実施日の７日前まで　・参加料：お一人様￥５，０００（税込※タクシー代・喫茶代・施設入館料含む）　　・定員：２名様より催行
・喫茶店：下記よりお選び下さい
　　　　　「サロン・ド・カフェ　アンジュ」    営業時間９：３０～１８：００　休み：無休
　　　　　「大正浪漫喫茶室」　　　　　　　 営業時間９：００～１７：００　休み：無休
　　　　　「ブラッスリー・ル・キャッスル」  営業時間１１：００～２１：００　休み：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ィーツを召し上がれ♪

・１０：００～１３：００（食事時間を含む３時間程度　タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）⇒石場家住宅⇒誓願寺
⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒おまかせ料理 すゞめのお宿


