
イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

第２１回津軽路ロマン国際ツーデーマーチ（～２日）
開催地：弘前市・平川市
中央会場：弘前市立観光館 追手門広場

１日受付６：００～
２日受付７：００～

浴衣レンタル
手ぶらで手軽に、浴衣でカラコロまちあるき♪
（～８/１８）

弘前市内
受付時間：１０：００～１８：００
返却時間：翌日１２：００まで

弘前駅前遊歩道賑わい祭り
ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＪＡＺＺ ＳＴＲＥＥＴ ２０１９

弘前駅前公園・弘前駅前遊歩道 １２：３０～２０：３０

青森県知事選挙投票日

第１１回 食育フェスティバル
ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１３：００

9 日 第７回弘前城リレーマラソン「夏の陣」 弘前公園内 特設コース
受付８：００～
開会式９：００～
表彰式・閉会式１４：１０～

11 火
ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
－ＬＯＣＫ １ｏｎ１ バトル／ＰＯＰ １ｏｎ１ バトル－

弘前市まちなか情報センター
ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

第１４回古都ひろさき花火の集い

弘前市誕生１３０周年記　企画展２
「ビジュアルひろさき－写真でたどる弘前の今昔－」
（～７/１５）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

弘前市観光館　フリースタイルマーケット２０１９ 弘前市立観光館 １０：００～１５：００頃

高照神社馬場跡「流鏑馬」 高照神社馬場跡（高岡字神馬野）
午前の部１０：３０～１２：００
昼の部　 １２：００～１３：３０
午後の部１３：３０～１５：００

22 土 藤田記念庭園　夜間開園 藤田記念庭園 １７：００～２１：００

23 日 第２０回よさこい津軽 土手町通り（３．３．２号線の一部４会場）
９：５０～１５：３０
（出陣式９：３０～）

藤田記念庭園　無料開放日 藤田記念庭園 ９：００～１７：００

弘前ダンス&パフォーマンスフェスティバル
ＳＨＩＲＯＦＥＳ. ２０１９　－城フェス－

弘前城本丸 ９：３０～２０：００

日 曜日 イベント名 場所 時間

16 日 岩木山１６２５大作戦記念ウォ－キング
～岩木山を眺めるノルディックウォーク～

集合：岩木山神社駐車場
※駐車は百沢駐車場
　(神社より西に２００ｍです)

受付９：００～９：３０

岩木山１６２５
いちろくにーごー

大作戦

高岡の森弘前藩歴史館・弥生いこいの広場　無料開放

岩木山に登ろう！
津軽岩木スカイライン無料開放

津軽岩木スカイライン、岩木山山頂 ８：００～１６：００（最終入場）

岩木山に登ろう！
オープニングセレモニー

津軽岩木スカイライン入場ゲート付近 ８：３０～

岩木山に登ろう！
山頂にて記念グッズプレゼント

岩木山山頂 １０：００～（無くなり次第終了）

岩木山に登ろう！
１６２５に乾杯！

岩木山山頂
１３：０６分２５秒　乾杯
（１２：４５までに山頂集合）

岩木山に登ろう！
夢のタイムカプセル開封

岩木山８合目ターミナル １４：３０～

オオヤマザクラ記念植樹
岩木山総合公園 県道沿
（百沢字裾野）

９：００～１０：００

岩木山神社１６２５御朱印 岩木山山頂　神社奥宮 １０：００～１５：００

みんなでつくるこぎん刺し展（～８/３０）
岩木庁舎
２階　ラウンジ

８：３０～１７：００
（土日祝は休み）

岩木山１６２５写真展（～７/３１） 岩木さんぽ館
９：００～１７：００
（木曜休館）

岩木山１６２５大作戦
いちろくにーごー

当日は、岩木山麓の２施設の入場料が無料となります。

25 火

日

今年は弘前市誕生１３０周年にあたり、平成から新たな時代を迎える節目でもあります。
そこで、明治から平成にかけての懐かしい写真や地図・絵図などを展示し、ふるさと弘前の歩みをたどります。
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：６/１７（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

15 土

常盤野小中学校による登山囃子・テープカット　ほか

岩木山山頂にて記念グッズをプレゼントします。

    　　　　　　　　　　　　　　　 令和元年 ６ 月 １ 日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

2 日

入場観覧無料　※雨天決行。警報が出た場合は土手町コミュニティーパーク内容を変更して開催する場合があります。
※コンテンツによっては参加費が発生するものもあります。
弘前城天守を最高のロケーションとして開催する世界最大級のダンスとパフォーマンスの祭典！
ダンスの世界大会やエクストリームスポーツ界トップアスリートによるパフォーマンス、
世界一のダンサー集団「Red Bull Dancers（レッドブルダンサーズ）」による日本初のダンスショーも開催！
フードエリアや体験コーナーなど、のんびり楽しむことができるコンテンツもありますので、子どもから大人まで楽しめます。
内容：ダンスバトル、音楽ライブ、各種ステージパフォーマンス、フードエリア、体験コーナー、アートスペース、プロジェクションマッピング他
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会事務局（０１７２－８８－６４９９）

問：岩木総合支所総務課（０１７２－８２－１６２１）

お問い合わせ先・備考

３０年ぶりに記念の日がやってくる!!　令和元（１）年６月２５日は、岩木山の標高１，６２５ｍと同じ数字が並ぶ日です。
これを記念し、「日本で最も美しい村」岩木の里シンボルといえる、誰もが愛してやまない岩木山を未来につないでいくために、さまざまなイベントを開催します。
※主催者は登山中の事故等の責任は一切負いません。また、屋外でのイベントは天候により変更となることがあります。
※登山者は体調を整え、装備・食料には十分な準備・注意をしましょう。 ※環境保護のため、ごみは持ち帰りましょう。
・山頂や登山道の状況に関する問い合わせ：日赤岩木山パトロール隊(岩木さんぽ館内　０１７２－８３－２０９３）
【無料バス運行】…市立観光館バスプール～津軽岩木スカイライン８合目ターミナル
　○行き 市立観光館バスプール７：３０発 ～ 岩木庁舎７：５０発　　○帰り ８合目ターミナル　１５：００発（途中岩木さんぽ館・岩木庁舎ラウンジ見学）
　※乗車定員３３人（先着順）。申し込みは６/１４（金）までに岩木総合支所総務課へ。

弘前市内各所
７：００～２０：００
（ただし、市町村の一部の投票所では、
投票時間が変更されますので、ご注意下さい。）

岩木川河川敷運動公園
開場１５：００　ステージプログラム１６：１５～
打ち上げ開始１９：４５～　終了予定２１：００

参加料：￥１，５００ (当日受付で徴収)※申込は既に締切
※古民家カフェ山の子における昼食(￥１，０００相当)、高岡の森弘前藩歴史館観覧料、岩木山神社権禰宜による解説付き岩木山神社散策、
　　弘前の水ペットボトル、参加&完歩記念缶バッジ含む。
募集人数：４０名　　参加種目：岩木山を眺めるノルディックウォーク(ポールは無料レンタル可) ※小雨決行
持ち物：飲み物・雨具・ポール（ある方）など　服装：運動に適した服装（帽子、手袋等）
コース：集合場所（９：３０）➡岩木山神社散策➡参拝の道➡高岡地区➡①高岡の森弘前藩歴史館観覧②けの汁ランチ＠古民家カフェ山の子
　　　　　➡高岡オープンガーデン➡集合場所（１３：００頃解散予定）
　　　　　　※距離は岩木山(１，６２５ｍ)、鳥海山(１，５０２ｍ）、巌鬼山(１，４５７ｍ) の合計４，５８４ｍ相当です。
問：岩木山観光協会内　青森県ノルディック・ウォーク連盟（０１７２－８３－３０００）へ。

ＳＮＳで募集した「岩木山」や「１６２５」にちなんだ写真を展示します。

当日は、岩木山8合目まで上る津軽岩木スカイラインを無料開放する予定です。
※ 無料開放は、現在国土交通省に申請中です。また、マイクロバス・大型自動車の運行、リフト乗車は通常料金となります。

３０年前、平成元年６/２５に岩木山で開催のイベント「おやまのてっぺんカーニバル」で埋設されたタイムカプセルを開封します。
※開封したタイムカプセルは翌日６/２６(水)～８/３０(金)まで岩木庁舎2階ラウンジで展示します。

午後1時6分25秒に、山頂にて岩木山の水で乾杯を行います。乾杯のために一般登山者の方へ、岩木山の水ペットボトルをプレゼントします。
岩木登山ばやし保存会による登山囃子の演奏があります。　※事前の申し込みは不要

１６２５を記念し、オオヤマザクラの植樹を行います。　募集定員：１０家族（先着順）
申込方法：６/１４（金・必着）までに岩木総合支所総務課（０１７２－８２－１６２１）へ。

全国から募集したこぎん刺しをつないだタペストリーを岩木山の絶景が見えるラウンジに展示
「夢のタイムカプセル」も６/２６（水）から同時に展示

高岡の森弘前藩歴史館　　９：３０～１６：３０
弥生いこいの広場　動物広場　 ９：００～１６：３０

岩木山神社において、希望者に１６２５特別版「御朱印」の授与があります。(初穂料３００円)
６/２５ １０：００～１５：００…岩木山山頂　神社奥宮にて１６２５登拝記念　御朱印　（６/１～６/３０…岩木山神社(百沢)にて１６２５記念　御朱印）
問：岩木山神社（０１７２－８３－２１３５)

2019年6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。

お問い合わせ先・備考

距離（コース）
【１日】２８ｋｍ（津軽の里満喫コース）、２０ｋｍ（りんご娘コース）、１０ｋｍ（岩木山と岩木川コース）、５ｋｍ（古都ひろさきコース）
【２日】２３ｋｍ（歴史と森の散策コース）、１５ｋｍ（津軽路コース）、１０ｋｍ（平川・緑とロマンの里コース）、５ｋｍ（さくらちゃんコース）
参加費：一般￥２，２００　大学・高校生￥１，０００　中学生以下・５ｋｍコース（ファミリー向け）￥５００※参加費は１日でも２日参加でも同額です。
参加資格：大会のきまりやウオーキングマナーを守り、健康な状態で参加できる方であればどなたでも。
　　　　　　 但し、小学生以下は保護者や先生、介助の必要な障害者の方は介助者の同伴が必要です。
持ち物：昼食、水筒、マイカップ、帽子、雨具、健康保険証（写）等を持参下さい。※当日は１０ｋｍ以上の各コースの途中に水やお茶を準備している
　　　　　給水所がありますが、紙コップは大量のゴミを発生させるため置いていません。　マイカップ運動推進中。
〈当日申込〉弘前中央会場「追手門広場」、平川市会場「猿賀神社」（２日目１０ｋｍコース）
　　※参加申込書に必要事項を記入し、いずれかの方法でお申込み下さい。間違いを避けるため、電話・ＦＡＸ・メールでの受け付けはいたしません。
問：陸奥新報社営業局事業部内　津軽路ロマン国際ツーデーマーチ実行委員会事務局（０１７２－３４－３１１１）

６月のＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳは　 ＬＯＣＫ　１ＯＮ１ ＢＡＴＴＬＥ ／ＰＯＰ １ｏｎ１ ＢＡＴＴＬＥ  ＷＩＮＮＥＲの称号を手にするのは！？
観覧料無料　ＥＮＴＲＹ￥１，０００（エントリー受付は１７：３０から行います） ＪＵＤＧE：ＩＮＡＢＡＧＯＯＤ 、ｔｏ・ｍａ
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

※雨天決行 大雨強風の場合１６日（日）に順延
チケット：【特別席（ビーチベッド）】ビーチベッドに寝転んで、花火を見上げる！お一人様〈前売〉￥１０，０００ 〈当日〉￥１１，０００
※弘前商工会議所とインターネットでの販売のみ
【Ａマス席 （１．８ｍ×２．５ｍ）】グループでゆったり、指定席だからゆっくリ！〈前売〉￥６，０００ 〈当日〉￥７，０００※１マス６名様まで
【イス席】お一人様〈前売〉￥２，０００ 〈当日〉￥２，５００
【観覧Ｂゾーン（入場券）】〈前売のみ〉小学生以上お一人様￥５００
【観覧Ｃゾーン（入場券）】〈当日のみ〉小学生以上お一人様￥５００
前売チケット取扱：弘前商工会議所／岩木山商工会／成岩商店／さくら野弘前店／ヒロロ／中三弘前店／イトーヨーカドー弘前店／ポみっと！
※当日チケットを会場ゲートにて販売しますが、売り切れの際はご了承ください。６/１０（月）以降は弘前商工会議所のみで販売いたします。
【車両観覧エリア（オートキャンプ可）】１台￥５，０００　先着１００台※申込方法や詳細は古都ひろさき花火の集いＨＰをご覧ください。
問：弘前商工会議所内　ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局（０１７２－３３－４１１１）

フリマで楽しいひとときを過ごしませんか♪
※雨天時は翌週に延期になります。延期の決定は当日８：３０に行ないます。お問い合わせは８：３０以降にお願いします。
※ペットはケージ（カゴ等）に入れて下さい。※会場は駐車場が不足しておりますので徒歩でのご来場をお願い致します。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

雨天決行　※当日歩行者は右側通行、自転車は進入禁止（ひいて歩くのも不可）　 【交通規制】９：００～１６：００
問：弘前商工会議所内　よさこい津軽実行委員会弘前商業連合会事務局（０１７２－３３－４１１１）

問：藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）

高岡の森弘前藩歴史館に隣接する「高照神社馬場跡」で、日本古来の伝統武芸「流鏑馬（やぶさめ）」を開催します。
日程と内容（予定）：「午前の部」お披露目行列、流鏑馬など
　　　　　　　　　　　　 「昼の部」馬と観客の交流・撮影会、子ども用かぶと試着撮影会
　　　　　　　　　　　　 「午後の部」流鏑馬、馬上武芸、馬とのふれあいタイムなど※悪天候等によりイベント内容が変更になる場合あり。
〈無料シャトルバス〉市立観光館バスプール～歴史館の間で運行
◎バスプール発…９：３０～１２：３０の１時間おき◎歴史館発…１２：３０～１６：３０の１時間おき
※自家用車で来場する場合は、歴史館に隣接する高照神社境内駐車場を利用してください。
　 満車の場合、旧百沢小学校にも駐車できます。（小学校と歴史館の間で送迎あり）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

30 日

風情ある弘前の街を、浴衣を着てゆったり散策できるほか翌日返却なので、お祭りや宵宮にもおすすめです。
申込はご希望窓口（アートホテル弘前シティ、弘前パークホテル、ＫＡＮＡＭＯＲＩ、マルダイ２１、夢や、きものセンター）へ３日前までに予約。
ヘアセットオプショも受付しています料金：（浴衣、帯、下駄）※浴衣レンタルコース／￥４，３２０（税込）～※浴衣ご購入コース／￥８，６４０（税込）～
※着付けは、サービスです。
※オプション（有料）販売用の下着（肌着）があります。着物店では、帯飾りや巾着等の小物レンタルがあります。期間：８/１８まで
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

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

16

全ステージ無料　小雨決行。荒天時中止
航空自衛隊 北部航空音楽隊出演決定!!　他、ビックバンド、コンボバンド多数出演
主催：弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員会事務局（松ノ木 ０１７２－３４－２５２１）

入場券のバーコード部分は切り取らずに持参してください。万が一、入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも投票できますので、
投票所の係員に申し出てください。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】期間：５/１７～６/１　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）
期間：５/２９～３１日　場所：弘前大学総合教育棟１階（１０：００～１７：００）
【共通投票所】ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２（９：００～２０：００）　開設日：６/２※投票日当日
問：選挙管理委員会事務局（０１７２－３５－１１２９）

参加料：大人（中学生以上）￥１，５００　小学生以下￥１，０００※申込は既に締切
カテゴリー：フルリレー部門（全２００チーム）２ｋｍのコース×２１周＋１９５ｍ　ハーフリレー部門（全５０チーム）１ｋｍのコース×２１周＋９７．５ｍ
その他：表彰式・閉会式終了後お楽しみ抽選会とじゃんけん大会を開催致します。
問：ＮＰＯ法人スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３　ＦＡＸ０１７２－８８－６１３９　Ｅメール：info@sponet-h.com）

1 土

「米・もち麦・雑穀」をテーマに、ブースやステージイベントで楽しく食育について学びませんか。
参加費無料　　内容：ステージイベント、講座「おうちでＴｒｙ！親子あそび」（１０：３０～）、「親子でつくる米粉のおやつ」（１１：００～）など
※講座は要事前申込。詳しくはヒロロスクエアのホームページでご確認ください。
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）



５月以前からの継続イベント
★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。

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）

体験

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

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）

「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

※６/１７（月）休館日
　 ６/２５（火）無料開放日

江戸時代の弘前藩のお殿様たちがどのような暮らしをしていたのかをテーマに、
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。
観覧料：一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０） 　小・中学生￥１００（￥５０）
「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、高岡の森弘前藩歴史館及びに、弘前市立博物館それぞれ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。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）　※休館日：６/１７（月）

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。
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

アート・展示会

岩木山三味線ミニライブ（～１０/２７の毎週日曜・祝日）
①野市里②岩木山神社③嶽温泉広場
④岩木観光物産案内所

①１１：３０②１２：３０
③１３：３０④１４：３０

問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００） ライブ・コンサート

くらしの美行事「青森県の民芸展」（～６/２） 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

組子ねぷたとミニ衝立展（～６/１６） ギャラリーあねっこ
８：３０～１８：００
（最終日は１６：００まで）

問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

アトリエＰＯＰＰＯｗｏｒｋｓ「風の詩」　モビール展（～６/１） ＣＡＳＡＩＣＯ
１１：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

風に押されるように自由にゆっくりと動く金属製モビール。部屋に飾ることで、静かな動きと空の世界に惹き込まれ、
ゆったりとした空間を創ります。忙しい日々の中にほんのひととき、穏やかな時の流れを感じみるのはいかがでしょうか。
会場いっぱいにモビールを展示販売いたします。
入場料無料　会期中無休　問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

アート・展示会

ヨークカルチャーセンター弘前 作品展（～６/２０） イトーヨーカドー弘前店 ★９：００～２０：００
現代こぎん、オルゴナイト、色鉛筆、鉛筆美術教室ほか
問：イトーヨーカドー弘前内　ヨークカルチャーセンター弘前（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

弘前工芸舎企画展　～りんごの木のモノづくり～
木村木品　木工展～（～６/１７）

藤田記念庭園 匠館（旧考古館）
２階　ギャラリー

１０：００～１６：００
入場無料　問：弘前市産業育成課物産振興係（０１７２－３２－８１０６）、
弘前工芸舎運営委員会事務局 弘前こぎん研究所内（０１７２－３２－０５９５）

アート・展示会

第２６回　青森県女流刻字展（～６/２）
１０：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

秋田の手しごと　草木染＆七宝展（～６/２）
１０：００～１７：００
（初日１２：００から
　　　　　最終日１６：００まで）

６月のイベント情報
★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。

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

藍 そめもの展（～５日） 藍の風舎（弘前市新町） １０：００～１７：００ 問：藍の風舎　渡辺さん（０１７２－３４－０６５８）

全日本写真連盟弘前さくら支部　第７回写真展（～３日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：NHK弘前支局「ギャラリー係」（０１７２－３２－５４１１）

弘前大学資料館第２２回企画展
“装うアフリカ”世界との交錯のなかで（～７/２０）

弘前大学資料館 １０：００～１６：００ 入場料無料　※日・祝日休館
問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２）

おたのしみおはなし会（他８日、２２日）
弘前図書館
１Ｆ閲覧室おはなしコーナー

１日：１１：００～１１：３０
８日・２２日：１５：００～１５：３０

参加無料　事前申込不要　対象：おおむね４歳～小学校低学年までの児童
『自然・動物』をテーマに、絵本の読み聞かせ、紙しばい、昔話、エプロンシアター、なぞなぞなどを行います。
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

お子様向け催し・子
育て・教育

緑の相談所 訪問相談（他１５日） 訪問相談
庭木の出張相談です。電話で申込みを。
申込・問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）、市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

相談会

Ｆｌｏｗｅｒ ＆ Ｔａｂｌｅ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ
～アフタヌーンティーのおもてなし～（～２日）

サロン主宰者による華麗なるプリンセスのティーパーティ、生徒によるフレンチカントリーのティ―テーブルや
アーティフィシャルフラワー、洋館生徒によるバラを使ったフレッシュフラワーなど華やかに飾り、美しい会場装飾にいたしました。
シルバーのティーポットの演出もお愉しみに。
入場料無料※恐縮ですが、割れ物多数のため幼稚園以下の小さなお子様の入場はお断りいたします。
【テーブルセミナー】アフタヌーンティーの歴史のお話しやテーブルコーディネートのワンポイントレッスンをいたします。
　会場：２階　第二会議室テラス（受付は２階）
問：Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ａｎｇｅｌａ 笹森さん（０９０－７９３１－９０３９）

その他

チェログループ・ソティエ　２０１９夏の発表会 石のむろじ １３：３０～ 問：藤沢さん（ＴＥＬ０９０－３９１０－６８８５　Ｅメール：ｖｃｓｍｏｋｅ７７７＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ）／赤平さん（０９０－２９９６－５０８９）

ＨＩＧＨ ＨＯＰＥＳ Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

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）

ワンコイン楽ちんヨガ教室
（８・１５ ・２２ ・２９ 日（いずれも土曜日））

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
 トレーニングルーム

１８：３０～１９：３０
参加費：１回￥５００　※各自傷害保険に加入を　定員：各日１０名（中学生以上）
内容：代謝や免疫力アップを目指す、初心者でもできる簡単なヨガ※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。
詳しい持ち物等は各施設に確認を。　　申込・問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－８２－５７００）

郷土文学館 ラウンジのひととき 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００

観覧料：高校生以上￥１００、小・中学生￥５０
※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
年齢や住所を確認できるものの提示を。
内容：語る会（下川原久恭さんほか）による「津軽の詩」の朗読　　　問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

弘前大学創立７０周年記念講演会
ノーベル生理学・医学賞受賞　本庶佑氏講演会

弘前市民会館　大ホール
１５：００～１６：３０
（開場１４：３０～）

弘前大学創立７０周年記念事業の一環として，本庶　佑氏を講師にお迎えし，記念講演会を開催いたします。
入場料無料※要事前予約　定員：５００名　演題：獲得免疫の驚くべき幸運
講師：ノーベル生理学・医学賞受賞　京都大学高等研究院副院長・特別教授　本庶 佑氏
申込方法：電子メールまたは電話でお申し込みください。
電子メールの場合は、①氏名、②電話番号、③住所、④メールアドレスを明記してください。
※お申し込み時にいただいた個人情報は本講演会のみに使用します。先着順となります。定員に達し次第，申込受付を終了します。
申込・問：事務局（(株)アップルコミュニケーションズ内 ＴＥＬ０１７２－３１－５７５５　Ｅメール：hirosaki-u70th@applewave.co.jp）へ。

古布工房花松里　古布の創作展(～５日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
（最終日１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

人形劇団えりっこ
「ぼくはガリガリ～ねずみをやめた ねずみのお話～」

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１１：００　開演１１：１５
（上演時間５５分）

チケット：前売券￥５００　当日券￥７００　※３歳未満は無料です
プレイガイド：ヒロロ１階インフォメーション、ヒロロ３階市民文化交流館窓口
問：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

第１３ 回Ｂ＆Ｇ会長杯グラウンドゴルフ大会
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
多目的広場

受付９：００～
参加費：１人￥５００※各自傷害保険に加入を
内容：グラウンドゴルフの個人戦、団体戦※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。
詳しい持ち物等は各施設に確認を。　　申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

スポーツ

２０１９年度文学散歩
～太宰治ゆかりの地を訪ねて
ーまなびの家から郷土文学館まで～

集合：太宰治まなびの家
１０：００～１１：３０
（集合９：３０）

参加料無料　定員：先着３０名
予定コース：太宰治まなびの家⇒松森町周辺⇒御幸町周辺⇒弘前大学⇒大円寺周辺⇒本町周辺⇒弘前市立郷土文学館
問：太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４）

弘前６月地区ピティナ・ピアノステップ 弘前市民会館　大ホール
開場９：３０
開演１０：００～１６：２０

入場料無料
問：さくらミュージック株式会社（０１７２－２８－１１７１）

菊苗販売会 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） ／弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

初心者大歓迎
DAMA PARK in HIROSAKI

かだれ横丁 入口横 １３：００～１７：００
青森県弘前市周辺でけん玉で楽しく遊んだり、練習をする会です。大人も子供も！初心者も上級者も！どなたでも大歓迎！！！
参加費無料・初心者大歓迎・貸出用けん玉あり・日本けん玉協会級位認定可能。GLOKEN（Global Kendamas Network)
けん玉検定（マスタークラスまで）可能　世界のけん玉販売や、けん玉グッズ販売もやってます！！

琵琶と津軽藩伝承尺八を聴く会 藤田記念庭園 茶屋「松風亭」 １３：００～１５：００ごろ
参加料：￥１，５００（茶菓子付）※別途庭園入園料￥３１０が必要。満６５歳以上の市民は入園料無料。
※要事前申込　定員：２５名（先着順）　内容：琵琶弾き語り、独奏、津軽藩伝承尺八（県無形文化財）の演奏など
問：琵琶を聴く会 平尾さん（０９０－７３３３－０９０８）

二人目のジャイアン
～Ｋｅｅｐ Ｏｎ Ｍｕｓｉｃ ｔｏｕｒ ２０１９～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット：前売￥３，２００※ドリンクチャージとして別途￥５００　チケット発売：ｅ＋
問Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

琵琶と津軽藩伝承尺八を聴く会 藤田記念庭園　茶屋（松風亭）イス席 １３：００～１５：００ごろ
参加料：￥１，５００（茶菓子付）※要事前予約※別途庭園入園料￥３１０が必要。満６５歳以上の市民は入園料無料。
定員：２５名（先着順）　内容：琵琶弾き語り、独奏、津軽藩伝承尺八（県無形文化財）の演奏など。
申込・問：琵琶を聴く会 平尾さん（０９０－７３３３－０９０８）

ＮＨＫ文化センター弘前教室特別講座
歌舞伎カフェ

ＮＨＫ文化センター弘前教室 １４：００～１６：００

歌舞伎を見に行きたい！歌舞伎の事もっと知りたい！
そんな方のために歌舞伎俳優八代目 市川中車を芸父として歌舞伎修行に身おいた、宗家立花流三代目宗家 立花寶山が来弘。
歌舞伎の楽屋から舞台まで、ウラもオモテもご覧に入れます。
歌舞伎座ちなみのお菓子や小物も楽しみ！一番太鼓が鳴り響く、サァサァ“歌舞伎カフェ”の開店にございまする。
受講料：会員・一般￥３，５００　学生￥２，０００　ペア￥６，４００　　講師：宗家立花流三代宗家 立花　寶山
申込・問：ＮＨＫ文化センター弘前教室（０１７２－３５－１８００）

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート

４/１
（月）～

５/４
（土祝）～

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）
５/３１
（金）～

５/１７
（金）～

１/１２
（土）～

４/６
（土）～

３/２６
（火）～

アート・展示会

５/２５
（土）～

５/２０
（月）～

1 土

2 日

５/２８
（火）～

藤田記念庭園 洋館２階 第一・二会議室
１日１０：００～１７：００（セミナー１３：００～１３：２０）
２日１０：００～１５：００（セミナー１３：００～１３：２０）

百石町展示館 アート・展示会

アート・展示会

通年



★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。

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

水道週間の催し「家庭巡回サービス」（～７日） 各家庭巡回（要事前申込）
要事前申込　１人暮らしの高齢者や体の不自由な人の家庭を対象に、給水装置の無料点検を行います。
申込：上下水道部お客さまセンター（０１７２－５５－６８６８）

その他

７０歳からの健幸増進ヘルシーエイジング
２０１９年度前期公開講座
「体操たっぷり＆消費生活講座」

ヒロロ
３階　健康ホール

１３：１５～１５：３０
参加料：￥２００（講師謝礼一部）※事前申込不要　講座内容：特殊詐欺など
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

講演・講座・セミナー

新良幸人Ｓｏｌｏ Ｔｏｕｒ「北のうりずん」 ａｓｙｌｕｍ
ＯＰＥＮ１９：３０
ＳＴＡＲＴ２０：００

チケット：前売￥３，５００　当日￥４，０００　※ドリンク別
予約・問：齋藤さん（ＴＥＬ０９０－１０６７－７４８６※１８：００～　Ｅメール：asylum_jk@yahoo.co.jp）

ライブ・コンサート

市民ボランティアによるパソコン講座「インターネット講座」
（他１１日※２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、昼食　　内容：インターネットの利用方法など
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）へ。

講演・講座・セミナー

ノルディックウォーキング教室
（他１１・１８・２５日、７/２・９・１６・３０日）※全８回

岩木川市民ゴルフ場
※集合は管理棟前

１０：００～１１：３０
参加料：１日￥２００※各自傷害保険に加入を　　定員：一般男女 １５名（先着順）　　内容：ポールを使ったウオーキング
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

スポーツ

三山ひろしコンサート２０１９
～故郷（ふるさと）を唄う～

弘前市民会館　大ホール
開場１３：３０
開演１４：００～終演１６：００

チケット（全席指定）：Ｓ席￥６，０００　Ａ席￥５，０００（当日￥５００増し）
チケット販売場所：弘前市民会館・ＥＬＭ（窓口販売）・世界芸能（郵便販売）
問：世界芸能株式会社（０２２－２２２－４９９７　平日９：３０～１８：００）

ライブ・コンサート

くらしとお金の安心相談会
ヒロロ
３階 市民生活センター

１０：００～１６：００
消費者信用生活協同組合青森事務所が行う出張相談会です。　予約制、要事前予約
内容：生活再建や債務整理に必要な資金の貸与に関すること
予約・問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

遊墨会作品展（～９日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：NHK弘前支局「ギャラリー係」（０１７２－３２－５４１１）

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

岩瀬敬吾(ｅｘ．１９)ツアー 「岩瀬敬吾の旅～虎が雨編～」 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

平成３１年度
創業・起業支援制度説明会及び起業家座談会

弘前文化センター
１階 会議室

１６：００～１８：００

「創業・起業したいが、どのような支援制度があるのか？関係機関からまとめて話を聞きたい。」といったご意見におこたえして、
関係機関が一堂に集まり、創業・起業支援制度に係る説明会を開催します。あわせて、創業・起業の専門家や先輩起業家から、
創業についての考え方や創業体験談を聞ける座談会を開催します。
参加料無料　定員：３０名（先着順）
対象：創業・起業に興味、関心がある方、創業・起業を検討している方、創業・起業して間もない方、
　　　 新分野での創業・起業を考えている方。
内容：第１部（1６：００～1７：００）支援制度説明会創業・起業支援に携わる関係機関から、
　　　 それぞれの支援制度についてご紹介します
　　　 第２部（１７：００～１８：００）起業家座談会創業についての考え方や創業体験談をご紹介します。
申込・問：６/４（火）までに、チラシ裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・メール・電話等で、
青森県商工労働部 地域産業課 創業支援グループ（〒０３０－８５７０　青森市長島一丁目１－１
ＴＥＬ０１７－７３４－９３７４　ＦＡＸ０１７－７３４－８１０７　Ｅメール：chiikisangyo@pref.aomori.lg.jp
ＨＰ：「青森県地域産業課」と入力し検索ください）へ。

文化グループ講習会 やきものづくり体験講座
（他１３・２７日、７/４）

弘前文化センター
３階　工作実習室

１８：３０～２１：００

受講料：￥１，０００（材料費として）　定員：２０名（先着順）　持ち物：エプロン、使い古しの大きめのタオル
内容：自由作品制作（成形２回、釉薬〈ゆうやく〉がけ１回、鑑賞会１回）
申込・問：６/１（土）までに、電話かファクスまたはＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で、
中央公民館（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

プリザーブドフラワー＆アクセサリ
「かぐらや＆ＳａＳａ作品展」（～９日）

百石町展示館 １０：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

世界の車 ミニカー１０００台大集結！！（～１６日） 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：下澤力さんのミニカーコレクション約１０００台を展示　休館日：６/１１（火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

榊麻美植物研究所展（～９日） アオトミズタマ １０：００～１８：３０
入場料無料　〈盆栽ワークショップ〉日時：７日１４：３０～（２時間）　８・９日１１：００～／１４：３０～
料金：￥５，５００（税込・お菓子とお茶付）　持ち物：エプロン・筆記用具　定員：各回６名　ご予約は店頭またはお電話で承ります。
問：アオトミズタマ（０１７２－５５－９９６２）

リーディングライブ卍の城物語３（～８日）

若き戦国武将、大浦右京亮為信が津軽統一を目指す物語。
ライブ映像と生の音楽・交換音を組み合わせたハイブリッド朗読劇を市民公募の出演者が熱演！
チケット：一般￥２，０００　大学生￥５００　高校生以下無料　会員：￥１，０００
プレイガイド：弘前芸術鑑賞会事務局、ヒロロ、中三弘前店、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、大館市民文化会館
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

ママの同窓会 弘前市駅前こどもの広場 １０：３０～１１：３０
今月はS５４年生まれのママさん大集合。託児希望の方はお知らせください。定員１５名（託児１０名まで、要事前申込）
今回は「弘前大学の先生によるリフレッシュ講座（エアーフレッシュナー作り）付き」です。
申込・問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

市民ナイターテニス教室
（他１１・１４・１８日）

参加料￥２，０００※各自傷害保険に加入を。　　定員：一般（高校生以上）初級・中級・上級、各クラス２０名
内容：硬式テニスの基本ストローク・ボレーなど
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
申込・問：６/６（木）までに、弘前テニスクラブ　原田さん（０９０－１３９９－７４１４　Ｅメール：hirote1961@gmail.com）へ。

少年少女 テニス教室
（他１１・１４・１８日）

参加料￥１，０００※各自傷害保険に加入を。　　定員：小学生の初心者・初級者 ２０名
内容：硬式テニスに親しむ、基本ストロークなど
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
申込・問：６/６（木）までに、弘前テニスクラブ　原田さん（０９０－１３９９－７４１４　Ｅメール：hirote1961@gmail.com）へ。

初心者硬式テニス教室（～２８日の毎週金曜日） 運動公園　庭球場 １９：３０～２１：００
参加料￥５００※各自傷害保険に加入を。　　定員：大学生以上 １０名程度　　内容：硬式テニスの基本
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
問：リベロスポーツクラブ（０１７２－５５－５１４３）

薬王院　宵宮 笹森町 夕方～ 店数１５ 宵宮

Ｈ２ ｄｕｏ ＪＡＺＺ ＣＯＮＣＥＲＴ
Ｔａｉｓｈｉ ＯＧＵＲＡ ＆ Ｔｏｓｈｉｏ ＮＡＧＡＹＯＳＨI

百石町展示館 開場１７：３０　開演１８：００ チケット：￥２，５００　高校生以下￥５００　チケット取扱：コトリｃａｆｅ（百石町展示館内）、Ｇｒｏｏｖｉｎ’８１（０１７２－３３－３３２７）
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ライブ・コンサート

おもちゃ病院・おもちゃ広場 弘前市駅前こどもの広場 １３：３０～１５：３０

毎月第２土曜日の午後はおもちゃ病院がヒロロに来てくれます。大事にしていた壊れたおもちゃを持ってきてください。
費用は原則的に無料です。ただし、部品交換した際の部品代（５０円～３００円）はご負担願います。
また、入院した場合は退院時に入院費として１００円を頂く事にしましたので、ご理解よろしくお願いいたします。
・折れた部品や外れたねじなどは、全部ご持参下さい。　・乾電池や説明書があるときは、一緒にご持参下さい。
・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。
同時開催のおもちゃ広場では、おもちゃコンサルタントさんが、グットトイを持参して一緒に遊んでくれます。
親子で色々なおもちゃで遊んでください。　問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

ツツジ・ボタンのせん定講習 緑の相談所　集会室 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）

初心者向けりんご研修会（二次摘果、仕上げ摘果編） りんご公園 １０：００～

※天候等により６/１５（土）に延期の場合あり。　参加料無料
対象：①弘前市内でのりんごの補助作業に関心のある人または就農を希望する人５０名、
②①の参加者で、りんご園地でのアルバイト希望者、または、りんご園地で補助作業を行っている人２０名
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、雨合羽（雨天時）、昼食（②参加者のみ）
内容：①基本コース（１１：３０ごろまで）初心者向けりんごの二次摘果研修（実技研修など）
        ②応用コース（１４：３０ごろまで）①のステップアップ研修（仕上げ摘果）　講師：青森県りんご協会職員ほか。
申込方法：６/５（水）までに、電話かファクスまたはＥメール（氏名・電話番号・りんご作業経験の有無・希望のコースを記入）で、
農政課（０１７２－４０－７１０２　ＦＡＸ０１７２－３２－３４３２　Ｅメール：nousei@city.hirosaki.lg.jp）
※無料託児室は申込を既に終了。

街中にあるいろんな「弘前らしさ」をみつけながら
歩こう！！「みんなのウォークラリー大会」

蓬莱広場（集合・解散）
スタート：１０：００
（受付９：４５まで）

参加料：１家族￥５００（保険料込/当日徴収）　※小雨決行、荒天時は中止（順延開催なし）
問：申込：ひろさきレクリエーション協会（ＴＥＬ０７０－３９９６－３８７３　ＦＡＸ０１７２－５５－８７２３　Ｅメール：npo.hirorec@gmail.com）

スポーツ

「弘前市水道週間」イベント
ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１５：００
ペットボトル水「ひろさきの水」試飲（マイカップ持参者）、水中コイン落とし、ＤＶＤ「水道水のできるまで」の上映など
イベントに参加すると、オリジナルグッズがもらえます。
問：上下水道部総務課（０１７２－５５－９６６０）

その他

弘前城植物園の散策ガイド 集合：弘前城植物園　南案内所 １０：００～１１：００
市みどりの協会の樹木医や緑の相談員が、見ごろ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（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）

ツアー

令和元年度 第１回ほっと♥ぼらんてぃあ
弘前市民参画センター
３階　グループ活動室１

１３：３０～１５：３０

参加料無料※事前予約不要
テーマ：「興味・関心から始まるボランティア活動」～英会話サークル グロービッシュがボランティアを始めたきっかけ～
ゲストスピーカー：英会話サークル グロービッシュ代表　千葉賢二さん
問：弘前市民参画センター内 弘前市ボランティア支援センター（ＴＥＬ０１７２－３８－５５９５　ＦＡＸ０１７２－３６－１８２２）

福祉・ボランティア

第１１回ココナツ・クラブ　うたごえ音楽会 百石町展示館 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（ＴＥＬ０９０－２０２２－７４０７　Ｅメール：coconuts_club_2017@yahoo.co.jp）

 Ｉｓｈｉｇｏ－ｏｋａ Ｑｕｉｎｔｅｔ Ｌｉｖｅ ａｔ Ｌｅｍｏｎ 喫茶れもん １４：００～ 入場無料（要ドリンクオーダー）※５／２５（土）から６/８に変更になりました。
問：喫茶れもん（ ０１７２－３３－９３５９）

カエル展（～２３日） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０ 問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３） アート・展示会

工作教室 弥生いこいの広場 １０：００～ 参加料無料※事前申込不要　　内容：牛乳パックおもちゃ作り※材料がなくなり次第終了。
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

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。
参加費無料　対象：読み聞かせに関心のある男性とその家族１０組程度　講師：髙嶋敬子さん（ＪＰＩＣ読書アドバイザー）
申込・問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

金魚ねぷた作り方講習会 弘前市立観光館　多目的ホール １０：００～１５：００

受講料：￥１，０００　定員：小学生以上の方 ５０名※低学年は保護者同伴　持ち物：鉛筆、消しゴム、はさみ、カッター
その他：昼食は各自で（１２：００～１３：００）
申込方法：６/５（水）までに申込書に必要事項を記入の上、受講料を添えて、（公社）弘前観光コンベンション協会 事務局へ。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

古文書解読講座〈前期〉
（他２３日、７/１４・２８日、８/２５、９/８・２２日）

弘前図書館
２階　視聴覚室

１０：００～１２：００
弘前藩に伝わる藩庁日記を中心に、古文書を初心者にも分かりやすく解説します。
受講料：￥３，０００（資料代として）※古文書解読会への入会は随時受け付けています。
問：古文書解読会　今さん（０１７２－３５－５９８５）

伝統文化子ども茶道教室
（他２３日、７/２８、８/１１、９/１・２３日、１１/１０、
１２/１・１５日、Ｒ２．１/１２）

弘前文化センター
２階　第２和室

参加料：各回￥２００（お菓子代として）※要事前申込　対象：幼児～中学生４０名
内容：あいさつの仕方、お菓子・お茶のたしなみ方、和室の歩き方など　持ち物：靴下
問：江戸千家不白会弘前支部 岡山さん(０１７２－２７—４６３９）

夏泊半島ＳＥＡ サイドノルディックウォーキング
集合場所：河西体育センター、
活動：夏泊半島・大島～椿山海岸沿い

８：００～１６：００

参加費：￥３，０００（バス代・温泉入館料・昼食代含む。ポールレンタル代別途￥１００）※各自傷害保険に加入を。
定員：２０名（長距離歩行が可能な人で傷病者は除く）　内容：ノルディックウォーキング基本レクチャー、海岸沿いをノルディック、
温泉入浴・昼食会※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。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－ ３３－４５４５）

スポーツ

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

アート・展示会

アート・展示会

講演・講座・セミナー

スポーツ

講演・講座・セミナー

9 日

6 木

7 金

8 土

3 月

4 火

5 水

弘前文化センター　ホール
７日開場１８：３０　開演１９：００
８日①開場１３：３０　開演１４：００　②開場１８：３０　開演１９：００

千年庭球場 １９：００～２０：３０



★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。

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

園内ガイド 弘前城植物園 問：弘前城植物園（０１７２－３３－８７３３） ツアー

第２回　弘前ベジフェスタ 泉野多目的コミュニティ施設 １１：００～１６：００

今回もステキな出店者さん（約３０店）が沢山！
すべて大豆やおから、こんにゃく、野菜で作った唐揚げやハンバーグなどの菜食料理、焼き菓子、野菜、果物も販売。
new精進の美味しさに驚きますよ～！ワークショップも開催。
【ワンコインベジクッキング】　１回目おからこんにゃくのカツサンド（１２：３０～）　２回目大豆ミートの唐揚げ（１３：３０～）
参加料￥５００※前日１８：００までに要事前予約、定員になり次第締切
申込・問：ｐｏｍｍｅ（Ｅメール：pomme8vege@yahoo.co.jp）

その他

稲荷神社　宵宮 和徳町 夕方～ 店数６０ 宵宮

ＩＴ’Ｓ ＯＮＬＹ ＲＯＣＫ ＡＮＤ ＲＯＬＬ ＰＡＲＴＹ！ ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

ツイストで盛り上がる曲を中心に、チークダンスタイムも予定しています。　チケット：前売￥１，０００※小学生以下無料
問：ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）

全日本横笛コンクール
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～ 入場料￥１，０００（前売・当日券共）※販売はコンクール公式Ｗｅｂサイトにて（入場は本選のみ）
申込・問：全日本横笛コンクールＷｅｂサイト（ＨＰ：http://tsugarubue.jp/yokobue/）

未生流・デザインフラワー合同華展
花～想いのままに～（～１１日）

百石町展示館
９：３０～１７：００
（最終日１５：３０まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

吉澤秀香　小品と色紙展（～７/３１） 鐵心ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

はじめての山登り教室　月例講習会
ヒロロ
３階

１９：００～２０：３０

参加費：￥３，０００　対象：高校生以上　定員：先着３０名　持ち物：筆記用具、登山時の登山用品に関して講習会時に説明します。
参加方法：初回無料で参加できます。体験したのち、スポネット弘前の会員登録が必要となります。
入会金（￥５００）＋年会費（保険料含む）　年会費：大人￥５，０００　子ども（中学生以下）￥４，０００
申込・問：特定非営利活動法人スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３　ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９　Ｅメール：info@sponet-h.com）

講演・講座・セミナー

無料電話法律相談会
「労働問題相談（雇用問題・パワハラなど）」

電話相談
長時間労働、パワーハラスメント（上司が部下に精神的・身体的苦痛を与える行為）などの労働問題に詳しい弁護士が、
対処方法や法律知識を提供し適切にアドバイスします。　相談料無料　相談：電話番号（０１２０－６１０－１６８）
問：青森県弁護士会事務局（０１７－７７７－７２５）

相談会

佐藤ぶん太、ミュージックセッション２０１９
世界の民俗芸能が異色のコラボ
世界を旅するかのような個性がアートで
融合する特別な時間　南米×ハワイ×津軽

石のむろじ 開場１９：００　開演１９：３０ 入場料：￥３，０００　チケット販売：石のむろじ　ネット予約：佐藤ぶん太、／ネットショップ「ぶん太、商店」
問：ブンダー企画事務所 佐藤さん（０１７２－８４－２５８６）

ライブ・コンサート

ハーフバースデー 弘前市駅前こどもの広場 １３：００～１４：００
今月６か月になる赤ちゃんのママのおしゃべり会です。ママにハンドマッサージのボランティアの方がきてくれます。
大変だったこと、楽しかったこと、色々おしゃべりしながらお友達作りをしませんか。
問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

ゆったりヨガ教室（他２５日） 温水プール石川 １４：００～１５：００
参加費無料※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：初心者や高齢者向けのヨガ
※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。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

健康セミナー

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

相談会

求人説明会・ミニ面接会（他２８日）
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）※会場が満席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：弘南バス株式会社／三国商事株式会社／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

金山神社　宵宮 冨田 夕方～ 店数６０ 宵宮

ねぷた展（～７/２１） ギャラりー森山 １０：００～１６：００ 問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

津軽さつき会さつき盆栽展（～１６日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

手縫いで簡単　靴下モンキー
サポーターの会

弘前市駅前こどもの広場 １０：００～１２：００

「靴下１足でかわいいモンキーを作りましょう」（大成学区子育て支援員の皆さん）
定員１５名（託児１５名）　材料費￥３００（当日徴収）　要事前申込
支援員さんと一緒にゆっくり作ります。（はさみ、針を持参できる方は持参して下さい。）
問：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「妊活応援編」
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１４：１０～１５：４０ ご夫婦一緒の参加も出来ます。　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（ＴＥＬ０９０－８０１９－２８１８　Ｅメール：aciccosmile@gmail.com）

健康セミナー

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 内容：相続・遺言など※事前予約不要
問：ふたば行政書士事務所内　弘前コスモス会　二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

相談会

子どもの放課後を考えるゼミナール
（他７/１０、９/１１、１０/９、１１/１３、１２/１１）

弘前大学生涯学習教育研究センター
多目的室

１９：００～２０：３０

子どもたちの「放課後」のあり方が改めて注目されています。
子どもたちにとって「豊かな放課後」にしていくためにはどうしていけばよいのか。みなさんで考え合っていきましょう。
受講料無料※テキスト代を別途徴収することがあります。　定員：１５名
対象：児童厚生員、放課後児童支援員、地域で子どもの放課後の活動に携わる実践者。
申込・問：６/５（水）までに弘前大学生涯学習教育研究センター（０１７２－３９－３１４６　受付１０：００～１６：００）へ。

その他

ＯＰＥＮ ＭＩＣ　ｖｏｌ．１５！ Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ １９：００～

「オープンマイクって何？」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/）

森田万里子トリオ　ライブ 喫茶れもん １９：００～ チケット：￥３，０００（ワンドリンク付）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

ミサワホームｄｅフラワーアレンジメント教室 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：“ハーブ＆草花のフラワーブーケ”
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）

再就職支援セミナー
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

１３：３０～１５：３０

４５歳以上の人を対象に「採用されるための就職活動のポイント」についてお伝えします。
参加料　無料※要事前申込。　定員：１５名（先着順）
セミナー終了後、個別相談にも応じます（１６：００～１７：００）。
雇用保険受給者は求職活動実績の対象になるため、雇用保険受給資格者証の持参を。
申込・問：電話かE メール（氏名・年齢・電話番号を記入）で、ネクストキャリアセンターあおもり
（ＴＥＬ０１７－７２３－６３５０　 Ｅメール：chuukounen@ims-hirosaki.com）へ。

消費税軽減税率制度説明会（他７/３０）
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１４：００～１５：３０

内容：消費税軽減税率制度お　よびインボイス制度の概要について／
　　　  軽減税率対策補助金（複数税率対応レジの導入等支援）について
※会場の都合上、席に限りがあります。駐車場の台数に限りがありますので、公共の交通機関等をご利用ください。
問：弘前税務署（０１７２－３２－０３３１　※音声案内に従い「２」を選択）

その他

小山彰太（Ｄｓ） 森田万里子（フルート＆篠笛）
ジャムセッション

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １８：３０～ チャージ￥３，０００（ドリンク付）
問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

ライブ・コンサート

第２８回蛙柳書会展（～１６日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：NHK弘前支局「ギャラリー係」（０１７２－３２－５４１１）

５０周年記念 弘前工芸協会展（～１７日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

「講演」１５日（土）１３：００～１４：００弘前大学教育学部准教授 冨田晃氏　 テーマ：『いいかげんは良い加減』
「トークショウ」１５日（土）１６：００～  テーマ『理事長との思い出』
・大抽選会：２千円お買い上げごとに１回抽選 お一人様５回まで　・望月好夫氏回顧展示
問：弘前こぎん研究所内 弘前工芸協会事務局（０１７２－３２－０５９５）／百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

初心者太極拳教室（他２１日） サンライフ弘前 １０：００～１１：３０
参加料￥１００（保険料として）　　定員：各日１０名程度（先着順）　　内容：太極拳の初歩的な実技と解説
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
申込・問：６/１３（木）までに、サンライフ弘前（０１７２－２７－２８１１）へ。

スポーツ

和の昔こ（他９/１０、１２/１２）
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

護穀神社　宵宮 住吉町 夕方～ 店数１５ 宵宮

つ・む・ぐ　織人は風の道をゆく
岩木文化センター　あそべーる内
ミニシアター

１３：３０～

「今」を「生きる」とは。「言葉」ではなく、「感動」という胸の震えで理解できるような映画です。
参加費￥１，０００（当日参加可）
申込・問：申込フォーム、メールまたはＦＡＸに必要事項をご記入（氏名・電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレス（あれば）・
自分も含めた参加人数）のうえ、「つ・む・ぐ」上映実行委員会　やまざきさん
（ＴＥＬ０９０－２２７４－３６８０　ＦＡＸ０１７２－８７－０６６１　Ｅメール：salina201509@gmail.com）へ。

映画・演劇・舞台

異文化交流会 弘前市駅前こどもの広場 １０：３０～１２：００ 「親子遊び」（みどり保育園）弘前大学の留学生と一緒に遊びましょう。
対象：就学前の親子　当日参加OKですが、できるだけ申込をお願いします。　問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

家庭果樹の管理 緑の相談所　集会室 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）

北の文脈文学講座 郷土文学館 １４：００～１５：００

受講料無料※事前申込不要。ただし観覧料が必要。　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。
テーマ：太宰ゆかりの建物を巡る旅　 講師：世良啓さん（文筆家）
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

ごみってどう処理されるの？
～ごみ処理施設の見学と家庭でのごみの出し方～

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※歩きやすい靴で参加を。　定員：２０名（小学生以下は保護者の同伴が必要です）
講師：齊藤サツ子さん（青森県環境パートナーシップセンター会員）
申込・問：６/２（日）から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８　受付９：００～１６：００　月曜日は休み）へ。

観察会　北斗七星を楽しもう 星と森のロマントピア　天文台 １９：００～２１：００ 入館料：高校生以上￥２００／４歳～中学生￥１００／３歳以下、市民は無料。
通常開館時間：１３：００～２２：００（最終入館は２１：３０）　　問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３）

神明宮　宵宮 小人町 湯方～ 店数５０ 宵宮

弘前大学クラシックギタークラブ Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１３：００　開演１３：３０
終演１５：２０
※終演時間は前後する可能
性があります。

入場料無料
問：（Twitter：@Clagi14　Ｅメール：hirosaki_clagi@yahoo.co.jp）

弘前大学フィルハーモニー管弦楽団
創立５０周年記念コンサート

弘前市民会館　大ホール
開演１６：００～１８：００
（開場１５：３０）

入場料（前売・当日）：￥５００　チケット販売：弘前中三、ヒロロ
問：弘前大学フィルハーモニー管弦楽団　宮前様（０８０－８２９７－８７８６　Ｅメール：perc.1123xyz@ezweb.ne.jp）

ライブ・コンサート

アート・展示会

アート・展示会

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

アート・展示会

土15

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート

火11

水12

木13

9 日

月10

14 金



★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。

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

月例登山　ハルゼミ探訪　イヌワシの道　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、雨具※雨天決行
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）

ベビーマッサージ 弘前市駅前こどもの広場 １３：００～
「お子さんとのコミュニケーションにベビーマッサージを覚えましょう」（あおもり母乳の会）
定員２０組（バスタオルを持参して下さい）パパ、妊婦さん、おばあちゃん どなたでも参加できます。
問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

出産サポート教室 弘前市駅前こどもの広場 １４：３０～

「お産が近くなったら行いたいケア」（あおもり母乳の会）定員：１０組　興味のある方ならどなたでも
落ち着いてお産に集中できるようにパパとママ、ふたりで基本となる筋力と、気持ちのコントロールの方法を身につけましょう。
希望の方にはお風呂の入れ方指導もできます。申込時にお知らせください。
問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

第１回　スマホの教室
ヒロロ
３階　多世代交流室D

１０：３０～１２：００

聞きたくても聞けない…そんなお悩みありませんか?みんなで楽しく学びましょう！５０歳以上の方ならどなたでもご参加ＯＫ！
参加費：おひとり様￥２，０００（飲み物あり）　定員：１０名程度
持ち物：スマートフォンまたはタブレットの本体と充電コード、筆記用具※スマートフォン、タブレットの充電は行ってきて下さい。
内容：写真の撮影方法、メールやＬＩＮＥのやり方、安全なインターネットの使い方、その他、質問コーナー
申込・問：工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

講演・講座・セミナー

はじめての山登り教室
第３回 岩木山でしか見れない！
みちのくこざくらをみよう！

集合：嶽温泉登山口
登山：岩木山（１，６２５ｍ）

８：００～１６：００

参加費：１人￥３，０００／月（他、スポネット弘前入会金￥５００＋年会費〈大人〉￥５，０００／子ども〈中学生以下〉￥４，０００）
※途中の月からでも参加は可。参加できない月に関しては、事前に申し出ていただければ参加費は頂きません。
対象：高校生以上３０名
申込・問：特定非営利活動法人スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３　ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９　Ｅメール：info@sponet-h.com）

樹木医と行く古木・名木めぐり 集合：緑の相談所（弘前公園内） ９：００～１３：００

参加料￥１，０００※要事前申込　　対象：中学生以上の２０名（先着順）　持ち物：雨具、タオル、歩きやすい服装※雨天決行
ルート：①モクゲンジ（向外瀬）→②スギ２本（巌鬼山神社）→③カシワ（鬼沢）→④ハリギリ（高杉）→⑤弘前公園解散
※バス・徒歩移動あり。
申込・問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）へ

デコパージュでオリジナルハンガーづくり！
弘前駅ビルアプリーズ
３階　特設会場

①１０：３０～　②１３：３０～
大好きなお父さんや家族にオリジナルのハンガーをプレゼントしてみませんか？
参加費：￥２００（ハンガー代）※要事前予約　定員：各回１０名様
申込・問：弘前駅ビル アプリーズ（０１７２－３６－２２３１　時間１０：００～１８：００）

講演・講座・セミナー

新米パパ応援講座・発展編
弘前文化センター
２階　第１・２和室

１３：３０～１５：３０

参加料無料　　対象：市内に在住、または通勤・通学している男性で、結婚・出産・育児について気になる人、結婚予定の人、
現在育児中の人 １０名（先着順）※パートナーの同伴可。
内容：子育てに欠かせない実技の体験、子育ての楽しさや悩みを共有する交流会など
講師：三崎直子さん（弘前大学大学院保健学研究科准教授）
申込・問：６/１５（土）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・パートナーおよび
子どもの有無〈ありの場合は年齢〉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。

お子様向け催し・
子育て・教育

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

無料よろず相談会 弘前市民会館　中会議室
１３：００～１４：００
（受付は１５：３０まで）

内容：複数の専門家がさまざまな相談に応じます※事前予約不要
※１０：００からと１１：００からミニセミナーを開催。
問：専門家集団「らの会」　三上さん（０１７２－３８－１８２９）

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

小山陽久「陶器展」（～７/２１） ギャラリーあねっこ ★９：００～１８：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

ヒロロすこやか相談 弘前市駅前こどもの広場 受付：１０：００～１０：３０

相談のある方は１０：３０までに来て下さい。プレママさんも相談できます。
１０：００～保健師さん、助産師さん、栄養士さん、歯科衛生士さんに相談できます。お気軽に相談に来てください。
母子手帳持参でお願いします。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：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

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

相談会

津軽盆栽会盆栽展（～２３日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

まちなかクラフト村弘前工芸舎
メインテーブル企画展（～３０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
入場料無料　　内容：今照芳さんによる津軽塗作品の展示・販売
問：産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

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

※要事前予約（６/３～１７の間に）
内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。対象は市民で1 歳以上の幼児とその家族。母子健康手帳の持参を。
申込・問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前市民水泳教室
（～２１日と２５～２８日※８日間）

河西体育センター　室内プール １２：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を　　定員：市民２０名程度（学生を除く）
内容：水慣れ、水遊び、泳法指導、ターニング法、水泳における安全指導、水中ウォーキング
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
申込・問：６/１１（火）までに、弘前水泳協会　木村さん（０９０－５８４１－８３００）へ。

スポーツ

女性のための法律相談 ｉｎ 弘前市
（他１２/１０、Ｒ２．３/２４）

弘前市役所
３階会議室

１４：００～１６：００ 内容：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※先着３名（１人４０分）、要事前予約
問：青森県男女共同参画センター相談室（０１７－７３２－１０２２）

相談会

誓願寺・泉求院　宵宮 新町 夕方～ 店数５０ 宵宮

夢スター歌謡祭
細川たかし　長山洋子 ～ふたりのビッグショー～

弘前市民会館　大ホール

「昼の部」開演
１４：００～１６：００
（開場１３：３０）
「夜の部」開演
１８：００～２０：００
（開場１７：３０）

チケット（全席指定）：プレミアムシート￥７，３４４　ＳＳ席￥６，２６４※昼・夜の部共
※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、電話にてお問い合わせ下さい。
チケット申込・問：株式会社夢グループ（０５７０－０６４－７２４）

ライブ・コンサート

げんねんＥＣＯスクール
フロート風バスボム

弘前商工会議所会館
２階　２０１室

１０：００～１２：３０
（受付９：３０～）

〈第一部〉環境とエネルギーについて　〈第二部〉フロート風バスボム　お砂糖から出来ているアイシングクリームとお花、
ドライオレンジを飾ったかわいいフロート風バスボムを２つ作ります。
参加費：￥５００　定員：３０名程度（応募者多数の場合は抽選）※託児無料（１歳児～未就学児童対象）
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」から、
または「はがき」でお申し込みください。（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：６/９（日）必着※ＨＰは１５：００まで。電話・ＦＡＸ・メールでのお申込みは不可
申込・問：〒０３９－３２１２　青森県上北郡六ヶ所村尾駮上尾駮２－４２　六ケ所げんねん企画株式会社　ＥＣＯスクール係
（ＴＥＬ０１７５－７２－３１０１　平日９：００～１７：００　ＨＰ：http://www.jnfl.co.jp）
※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

クラフトテープでかご作り 弘前市駅前こどもの広場 １０：００～１２：００
「クラフトテープでかごバック作り」（サークルママサミット）
定員：１５名（託児１５名）材料費￥５００　はじめての方でも簡単に作れます。今回はかごバックを作ってみましょう。
問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

十一面観音　宵宮 新寺町 夕方～ 店数５

エンマ様　宵宮 新寺町 夕方～ 店数４０

一閑張りと古布のバッグ展（～２４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：一閑張りの籠、古布のバッグ、小物を展示・販売。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

恵波ひでおの食器展　ー緑チュウモサクー（～２３日） 百石町展示館
１０：３０～１８：３０
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

書道笹波会青森地区かな書道展（～２２日） 弘前文化センター 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

第２１回ヒロロ寄席
三遊亭兼好独演会

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

チケット：前売￥２，５００　当日￥３，０００※大学生以下の学割あり。
ヒロロ寄席の当日、会場受付で学生証の提示により￥５００キャッシュバックします。
プレイガイド：ヒロロインフォメーション、弘前市民会館、弘前市まちなか情報センター、ＥＬＭインフォメーション、
                   弘前芸術鑑賞会、なりた本店しんまち店
チケット購入・問：弘前落語ふぁん倶楽部（０８０－６５６２－５９９１）

映画・演劇・舞台

ベテランズセミナー
「ニュースを１００倍楽しく読み解く方法」

弘前文化センター
２階　中会議室

１０：００～１１：３０

受講料無料　　対象：おおむね６０歳以上の市民 ３０名程度（先着順）
内容：ニュースの作られ方や、新聞とネットニュースの違いなど　　講師：工藤健さん（弘前経済新聞編集長）
申込・問：６/１９（水）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

講演・講座・セミナー

応挙の「幽霊画」を観ながら 落語
「応挙の幽霊」を聴くツアー

集合：弘前駅城東口
貸切バス駐車場 または現地集合
（現地集合の方は久渡寺に
直接お越しください）

１３：００～１７：００

１年に１度だけ公開されている円山応挙の幽霊画（久渡寺所蔵）。その幽霊画を須藤住職の解説付きで鑑賞します。
その後は人気落語家・三遊亭兼好師匠による、演目「応挙の幽霊」を久渡寺境内でご鑑賞いただきます。
お申し込みの際は「バス利用」または「現地集合」のどちらをご希望されるか、お知らせください。
料金：￥３，０００（現地集合解散の方は￥２，０００）　定員：６０名（バス利用４０名・現地集合２０名）※最少催行人員２０名
行程：弘前駅城東口集合・出発（１３：００）⇒久渡寺着（１３：２０）⇒
      　久渡寺・須藤住職による幽霊画にまつわるお話と幽霊画鑑賞会（１３：４５～）⇒
　　　 三遊亭兼好師匠による落語「応挙の幽霊」上演会（１４：３０～）⇒久渡寺周辺散策など、出発までフリータイム（１５：３０～）⇒
        久渡寺出発（１６：３０）⇒弘前駅城東口到着・解散（１７：００）
申込・問：６/１３までにたびすけ（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２ 　ＨＰ：http://www.tabisuke-hirosaki.jp ）へ。

ツアー

七面様　宵宮 独狐 夕方～ 店数４０ 宵宮

浮世絵美人画展（～２３日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：NHK弘前支局「ギャラリー係」（０１７２－３２－５４１１） アート・展示会

ベビー広場
午前：８ヶ月～１１か月　午後：～７か月
（他２５日：１歳～１歳４ヵ月）

弘前市駅前こどもの広場

①１０：３０～１１：３０
　８か月～１１ヶ月 まで
②１３：３０～１４：３０
　～７か月まで

ベビー広場は『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。
今月は七夕飾りを持ち帰ります。身長・体重を測りますので、１０分前までに来て下さいね。
定員：２０名※要事前申込　お誕生会もします。６月生まれのお子さんはお申し込み時に教えて下さい。
問：ヒロロ３階　弘前駅前こどもの広場（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（～２３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

一般初級・中級水泳教室（～７/２６の毎週金曜日） 温水プール石川 １９：００～２０：００

参加費無料※各自傷害保険に加入を。　定員：①初級者１０名②中級者１５名　内容：①水慣れ、けのび、クロール、②４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。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：６/５必着で往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、、岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒０３６－１３３２　兼平字猿沢３２の１１
ＴＥＬ０１７２－８２－５７００）へ。※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

スポーツ

お子様向け催し・
子育て・教育

ツアー

相談会

アート・展示会

宵宮

アート・展示会

21 金

日

月17

火18

水19

木20

16



★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。

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

弘前市立郷土文学館 太宰治の逸品（～８/３１） 弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
※最終日は１２：００まで

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

ぬいぐるみのおとまり会in岩木図書館 岩木図書館 １０：３０～

参加無料　対象：幼児～小学生１０人　※ぬいぐるみは１人１体。ぬいぐるみの返却は２５日（火）から。
ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加した後、ぬいぐるみを図書館にお泊りさせます。
お迎えの時にぬいぐるみの様子を撮った写真をプレゼントします。
申込・問：６/１～１５に岩木図書館カウンターまたは電話で申込みを（応募多数の場合は抽選の上、１８日（火）に当選者のみに
電話連絡します）。岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

第２回母親カフェ 弘前乳児院 １０：００～１２：００

ちょっとしたお菓子と飲み物をご用意していますので子育ての悩みを相談しあったり、おしゃべりを楽しんだりしませんか？
今回は看護面で困った時の対応についてお話ししたいと思います。
参加料無料　対象：子育て中の保護者の皆さま（０歳～就学前のお子様）※当日の参加もＯＫです。
内容：応急救護や困った時の対応～急な病気や怪我の処置について～※託児をご希望の方は、申込時にお知らせください。
申込・問：弘前乳児院（０１７２－３５－２１５５　ＨＰ：http://hirosaki-nyuujiin.jp/）

２０１９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」（他７/２０）

東北女子短期大学 ９：３０～１２：００

受講料￥３００　対象：高校生・一般　定員：２０名※応募多数の場合は抽選となります。　講師：宮野　洋子さん
申込・問：講座の開講日３日前までに、ＨＰ（東北女子短期大学Ｗｅｂサイトの申込フォームに必要事項を記入のうえ、
送信して下さい）もしくはハガキ、メール、電話、ＦＡＸ（希望講座名・希望日・氏名・住所・電話番号を記入）で、
東北女子短期大学　地域文化センター公開講座係（〒０３６－８５０３　上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１
ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunsen＠toutan.ac.ｊｐ　ＨＰ：http:www.toutan.ac.jp）へ。
※受講者にははがきで通知し受講票を送ります。

町会便り作成講座
「簡単なお便りを作りましょう」

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」「分かりやすく」「見栄えよく」作成するためのコツを広聴広報課職員から学びます。
（次回はパソコンを使った講座を８月に開催予定）。
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・問：６/１９（水）までに、電話かファクスまたはＥメール（氏名・町会名・電話番号を記入）で、市民協働課
（ＴＥＬ０１７２－３５－１６６４　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

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

地域のアーティストを育てる
チャリティークラシックコンサート弦楽四重奏

弘前学院大学礼拝堂 開場１３：３０　開始１４：００
入場料無料※無料ですが演奏をお気に召した方は会場に置いてあるチャリティーボックスにご寄付をお願い致します。
問：ｓｔｕｄｉｏ　ｐｉｐｐｉｎ（Ｅメール：studiopippinart@yahoo.co.jp）

Ｔｈｅ　Ｒｏｂｂｉｎｓ Ｎｅｓｔ Ｂｅａｔｌｅｓ Ｔｒｉｂｕｔｅ Ｂａｎｄ
ｓｅａｓｏｎａｌ ｇｉｇ vol．８

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：￥２０００（＋１ｄｒｉｎｋ）　チケットは６０枚限定、場内完全禁煙
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

弘前学院聖愛中学高等学校吹奏楽部
第４５回定期演奏会

弘前市民会館　大ホール
開演１３：３０～１６：００
（開場１３：００）

入場料￥４００
問：弘前学院聖愛中学高等学校（０１７２－８７－１４１１）

平成３１年度弘前中央高校音楽部・箏曲部
合同定期演奏会

弘前文化センター　ホール １４：００～１６：００ 入場料￥２００
問：弘前中央高校（０１７２－３５－５０００）

オーボエとピアノによるオペラティックコンサート
～ソプラノ・古川響子を迎えて～

石のむろじ 開場１３：３０　開演１４：００ チケット（全席自由）：一般前売￥３，０００　当日￥３，５００　学生￥１，５００　チケット申込：石のむろじ（０１７２－２９－３５６６）
問：藤田さん（０９０－３３６９－２３４１）

Ｐａｇｅ Ｏｎｅ Ｌｉｖｅ ＆ ｓｅｓｓｉｏｎ Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

動物さんのもぐもぐタイム 弥生いこいの広場 １３：３０～ 参加料無料※事前申込不要　　対象：動物広場入場者※動物広場入場料が必要　　内容：動物のエサやり体験
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

お子様向け催し・
子育て・教育

Ｏｒａｎｇｅ　Ｔｒｅｅ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ
チケット：前売￥１，０００（＋１ドリンク￥５００）　当日￥１，５００＋（１ドリンク￥５００）
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

酒蔵演奏会 ｂｙ 松緑酒造　津軽三味線と民謡の集い 松緑酒造
開場１３：４５
開演１４：００～１５：３０（予定）

入場料：前売￥３，２４０　当日￥３，７８０※造酒を少々お出しします。
問：株式会社松緑酒造（０１７２－３４－２２３３　ＨＰ：https://matsu-midori.com/）

天満宮　宵宮 西茂森 夕方～ 店数８０

天満宮　宵宮 浜の町 夕方～ 店数１０

ベビー広場
（１歳～１歳４ヵ月）

弘前市駅前こどもの広場 １０：３０～１１：３０

ベビー広場は『赤ちゃんとママの広場』です。楽しくおしゃべりをしながら、簡単な製作をしたり、親子リズム遊びをします。
今月は七夕飾りを持ち帰ります。身長体重を測りますので、１０分前までに来て下さいね。定員：各２０名（要事前申込）
お誕生会もします。６月生まれのお子さんはお申込みの時に教えて下さい。
問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

竜泉寺　宵宮 新町 夕方～ 店数５０ 宵宮

第７回華道家元池坊 弘前支部
花笑むの会花展（～２７日）

百石町展示館
１０：００～１７：００
（最終日１６：３０まで）

入場料無料　※無料のお茶席がございます。
問：華道家元池坊弘前支部　成田様（０１７２－３３－３９１９）

アート・展示会

キッズ広場（～２８日）
２６日 対象：１歳５ヵ月～１歳１１ヵ月
２７日 対象：２歳～２歳８ヶ月
２８日 対象：２歳９ヵ月から

弘前市駅前こどもの広場 １０：３０～１１：３０

キッズ広場は『１歳５か月以上のお子さんとママの広場』です。親子で音楽に合わせて運動したり、製作したりします。
今月は七夕飾りを作ります。身長・体重をはかりますので、１０分前までに来てくださいね。定員：各２０名（要事前申込）
お誕生会もします。６月生まれのお子さんはお申込みの時に教えて下さい。
問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

ねぷた囃子講習会（～７/５）

弘前市立観光館
「笛の部」多目的ホール
「太鼓の部」インフォメーション前ロビー

１９：００～２０：３０

受講料無料※事前申込不要　対象：小学生以上　持ち物：笛、太鼓のばち　内容：「笛の部」笛の持ち方、音の出し方、行進、休み、
戻りの囃子の習得。　「太鼓の部」バチの持ち方、叩き方、行進、休み、戻りの囃子の習得。
その他：皆勤で参加された方へ最終日に弘前ねぷた保存会より修了証を交付。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

講演・講座・セミナー

チェア体操教室
（～７/１７の毎週水曜日）

河西体育センター　会議室 １０：００～１１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　　定員：市民１０名　　内容：イスに座りながらのストレッチ、音楽に合わせてリズム体操等
※室内シューズ、飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
申込・問：６/１３（木・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（希望コース）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。多数の場合は抽選で決定

スポーツ

美術団体国土社同人小品展 （～３０日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：NHK弘前支局「ギャラリー係（０１７２－３２－５４１１） アート・展示会

かけっこ教室
（～７/１７の毎週水・金曜日）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター １６：３０～１８：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。  定員：小学生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
※室内シューズ、飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
申込・問：６/１３（木・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（希望コース）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。多数の場合は抽選で決定

お子様向け催し・
子育て・教育

２０１９ フライデーグラウンド・ゴルフ交流会 ｉｎ 弘前海洋 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター　武道館 １３：００～１５：００

参加費：初回￥１，５００、２回目以降参加ごとに￥３００　※各自傷害保険に加入を　定員：１００名
内容：２４ホール、個人戦、表彰あり※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。
詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

スポーツ

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）※会場が満席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：北信テレック株式会社／大同生命株式会社 東北支社弘前営業所／株式会社 大与
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

大澤誉志幸 Ｓａｓｕｒａｉ Ｔｏｕｒ ２０１９「夏の宵ツアー」 Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：３０

前売￥５，０００　当日￥５，５００※別途１ｄｒｉｎｋ代必要　　★ＬＩＶＥ後、大澤誉志幸との打ち上げアリ！！★
会費￥３，５００ （チケット予約の際、打ち上げ参加も合わせて予約受付）　予約方法：電話·メール どちらからでも受付
※予約受付順入場　※ＦＣ優先入場　※お一人様６枚まで予約可能
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）

トロンボーン＆テューバ　ジョイントリサイタル 百石町展示館 開場１７：３０　開演１８：００ 入場料：￥１，０００　高校生以下￥５００　※小学生以下無料　　プレイガイド：さくらミュージック
問：築館さん（Eメール：hisashi.tsukidate@gmail.com）

第２回アップルロード・クラフト展２０１９（～３０日）
英国貴族の館
アグリインホリデー特設会場

１０：００～１７：００
（最終日９：００～１６：００）

クラフトブース、ワークショップ、飲食ブースあり。　特別ゲスト：弘前市公認キャラクター たか丸くん
問：英国貴族の館（０１７２－８７－８８８８）

七夕「星に願いを・陶展」（～７/８） 杜のギャラリー陽久庵 ★１１：００～１７：００ 問：杜のギャラリー陽久庵（０１７２－３２－８４６５）

知ってる？腹話術！
お人形とお話しして腹話術師になってみよう！！

ヒロロ
３階　多目的室２

１４：００～１５：３０
（受付１３：３０～）

参加料：１組￥１，０００（当日お支払い下さい）　対象：小学生までの親子１５組
申込・問：ひろさきアフタースクール事務局　境さん（ＴＥＬ０９０－１９３５－５５２７　Ｅメール：hirosakiafterschool@yahoo.co.jp）
※先着順に折り返しご連絡いたします

お子様向け催し・
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コケ玉作り講習会 緑の相談所　集会室 １３：３０～１５：３０ 受講料￥１，５００（材料費として）
問：６/５（水）から、緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）／みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

ヤクルトプレゼンツ　東奥日報健康講座
体の中から健康に 体の中から美しく

弘前市民会館　大ホール
開演１３:００～１６:００
（開場１２：００）

入場料無料※要事前申込
申込・問：６/１４必着でハガキ、メール、ＦＡＸで、東奥アドシステム「健康講座」係
（〒０３０－０８６２　青森市古川１－２１－１２　セントラルビューあおもり２Ｆ　ＴＥＬ０１７-７７６-３７７１　ＦＡＸ０１７－７７６－３７７５
Ｅメール：y-kenkou@tooads.co.jp）へ

健康セミナー

第７回おこまりごと無料相談室 さとちょう　浜の町店 １３：３０～１６：００

おこまりごとがあれば何でも気軽にご相談ください。まずは医療専門職がお話を伺います。
健康チェックだけでもお気軽にどうぞ！
対応専門職：医師・看護師・薬剤師・社会福祉士・ケアマネージャー
問：津軽保健生活協同組合 健生病院 サポートセンター（０１７２－５５－７７１７　内線４１８０）

相談会

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

ライブ・コンサート

アート・展示会

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

東北女子短期大学

①９：３０～１２：００
②９：３０～１２：３０
③１０：００～１１：３０
④１０：００～１２：００

①受講料￥３００　対象：高校生・一般　　定員：１２名※応募多数の場合は抽選となります。　講師：宮野　洋子さん
②受講料：１組￥５００　対象：親子（小学生以上）　定員：１５組※応募多数の場合は抽選となります。
　　講師：北山　育子さん、中島　里美さん、宮地　博子さん
③受講料無料　　対象：高校生・一般　　定員：８名※応募多数の場合は抽選となります。　　講師：佐藤　睦子さん
④受講料無料　　対象：高校生・一般　　定員：２０名　　講師：玉利　朱里さん、佐藤　ゆかりさん

申込・問：講座の開講日３日前までに、ＨＰ（東北女子短期大学Ｗｅｂサイトの申込フォームに必要事項を記入のうえ、
送信して下さい）もしくはハガキ、メール、電話、ＦＡＸ（希望講座名・希望日・氏名・住所・電話番号を記入）で、
東北女子短期大学　地域文化センター公開講座係（〒０３６－８５０３　上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１
ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３Ｅメール：tibunsen＠toutan.ac.ｊｐ　ＨＰ：http:www.toutan.ac.jp）へ。
※受講者にははがきで通知し受講票を送ります。

２０１９東北女子短期大学公開講座
①「染色を楽しみましょう～板締め絞り～」
②東短親子講座　親子で挑戦！「おいしい津軽のおかず」
③「からだの状態を知りましょう
    ～肩甲骨まわりを整える～」
④はじめてでもできる！これであなたもＥｘｃｅｌマスター
　　～体重や血圧をグラフで管理～

29 土

金28
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講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

宵宮

日23

月24

火25

水26

土22



★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。

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

ジュニア＆レディースゴルフコンペ
岩木川市民ゴルフ場
ゴルフコース

８：３０～１３：００

内容①ジュニアの部②レディースの部（１８ホールズストロークプレイ、ダブルペリア方式※打ち切りなし）
①￥２，５００②￥３，５００（いずれも昼食付き）※各自傷害保険に加入を　　定員：①小学３年生～中学生 ８名②一般女性 ８名
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設にご確認を。
問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

スポーツ

日曜がん検診 弘前市保健センター

総合検診車による胃・肺・大腸がん検診です。肺がん検診は医療機関で実施していませんので、受診をお勧めします。
料金：￥１，９００（市の国保加入者は￥９５０、７０ 歳以上の人は無料）
対象：４０歳以上の市民（職場で受診できる人を除く）５０名（先着順）
申込・問：６/２５（火）までに、健康増進課（０１７２－３７-３７５０）へ。

その他

鬼神社　宵宮 鬼沢 夕方～ 店数５０

胸肩神社　宵宮 品川町 夕方～ 店数８１

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

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）

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】

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】

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）

宵宮

・体験料お一人様￥１，０００　・対象：中学生以上※保護者の同意があれば小学生以下の体験も可。　・定員：１～２０名
※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。
今話題のスマートグラスを使って、弘前城の満開の桜や２０１５年に曳屋工事でお城が動いた様子を見てみませんか？
専門ガイド付きでご案内。目の前の風景と３６０°パノラマ映像を見比べながらの散策は必見です。
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。

※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♪

※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。

※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）
・定員：２名様より催行　・ガイド団体：北星交通
いまや日本の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。

※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　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♪

※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♪

※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？

※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♪

※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！

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

・（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）

４/１
（月）～

通年
（※

例外日
あり）

・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

・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

・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）

・１３：３０～１６：００
（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（外観のみ）
⇒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）

・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

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）

・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）⇒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）

・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）

・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

※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）

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

集合時間・所要時間、集合場所・コース

※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。

ツアー内容・備考

日30


