
イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前市立郷土文学館　無料開放 弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館１６：３０ まで）

大仏公園あじさいまつり（～３１日） 大仏公園

7 日 第７０回養生ねぷた 出発：養生幼稚園 １０：００～

9 火 ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
ーソロコンテスト／ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ １ ｏｎ １－

弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

13 土 西弘ちょうちんまつり（～１４日） 西弘商店街
１７：００～２１：００
（交通規制１５：００～２２：００）

14 日 星まつり ｉｎ そうま２０１９ 星と森のロマントピア １１：３０～１６：００

17 水 「弘高ねぷた」運行 出発：弘前高校 １８：３０～２０：３０

19 金 百石町納涼夜店まつり（～２１日） 百石町商店街 １８：００～２１：００

21 日 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

藤田記念庭園　夜間開園 藤田記念庭園 １７：００～２１：００

《弘前市誕生１３０周年記念》企画展３「弘前ねぷた展」
（～９/８）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

ちびっ子ねぷたのお通りだい 土手町通り
開会式９：５０
パレード出発：１０：００

こぎん刺し・観る・触れる・感じる
「こぎんの家」一般公開（他８/２５、９/２２）

こぎんの家
（弘前市鼻和平岡38-1）

１０：００～１５：００

りんご公園サマーフェスティバル りんご公園

東京2020 オリンピック・パラリンピック応援・体験イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間

2 火 台湾ソフトボール強化試合＆一般公開練習（～６日） はるか夢球場

13 土 「ＷＨＯ　Ｉ　ＡＭ』上映会＆トークセッションｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ
～サッカー王国“憂い”の１０番 リカルディーニョ～

弘前中三
８階　スペースアストロ

１５：００～１７：００
（受付１４：００～）

ブラジル選手団との交流練習会 青森県武道館　柔道場 １４：００～１７：００

ゴールボール男子日本代表強化合宿
一般公開練習（～２１日）

青森県武道館　補助競技場
２０日９：００～１７：００
２１日９：００～１２：００

ゴールボール男子日本代表強化合宿　体験会 青森県武道館　補助競技場
受付１１：１５～
１２：００～１３：００

日 曜日 イベント名 場所 時間

第３市民プール（～９/１）
（木曜日休場）

第３市民プール
①　９：００～１１：３０
②１２：３０～１５：００
③１５：３０～１８：００

城北ファミリープール（～９/１）
（火曜日休場）

城北ファミリープール
①　９：３０～１１：３０
②１２：３０～１４：３０
③１５：００～１７００

岩木B＆G海洋センタープール（～９/８） 岩木B＆G海洋センタープール

９：００～２１：００
※小中学生の利用は１８：３０
までとさせて頂きます。
ただし、成人の方が同伴する
場合、その限りではありませ
ん。

７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

入館料￥５００（施設維持管理費といたします）　※施設にはトイレがございません　※写真・動画撮影はご遠慮ください。
昭和からこぎん刺しの普及に尽力された、岩木町こぎん研究会代表前田セツさんが開いた「こぎんの家」。お亡くなりになってから２０年余り、一般公開され
ておりませんでしたが、弘前市岩木地区地域おこし協力隊の支援活動により、このたびご家族のご厚意で期間限定公開されることとなりました。インテリア
小物やタペストリー、着物や帯など、３００点以上もの貴重な作品を間近でご覧いただけます。また、海外での展示会資料や今では絶版となった書籍、著名
人との交流資料も必見です。ぜひお誘い合わせのうえお越しください。
※お車は鼻和町会駐車場をご利用下さい（徒歩４分）。路上駐車はご遠慮ください。住宅地ですのでご配慮ください。
問：弘前市岩木総合支所総務課 地域おこし協力隊 佐々木さん（０１７２－８２－１６２１、当日のお問い合わせ０９０－５８０１－９０７４）

27 土

1 月

【期間中イベント】・チェックポイントクイズ：公園内に設置された出題ポイントでクイズにチャレンジ！
・川柳コンテスト：あじさいをお題にして、川柳を読みくらべるコンテスト　　・お絵かきコンテスト：あじさいはもちろん、テーマ自由のお絵かきコンテスト
【特別イベント７日（日）】※雨天時は１４日（日）に延期
「お絵かきコーナー」９：００～　参加料無料※画材はこちらで用意いたします。
「紙ひこうき大会」１０：３０～（受付１０：００）　参加料無料※紙はこちらで用意いたします。
「ジャズ演奏＆朗読劇」１１：００～　※いずれも雨天時は１４日（日）へ延期
問：石川町会　工藤さん（０９０－３７５６－８６０５）／石川町民会館（０１７２－９２－３２１５）

入場無料　日本女子ソフトボールリーグ一部に所属する実業団チームとの強化試合や練習を一般公開します。

世界最高峰のパラアスリートたちに迫るスポーツドキュメンタリーシリーズを上映します。
入場無料　ゲスト（トークセッション）：ブラジル×日本パラ柔道メダリスト、本山友理さん（パラスポーツジャーナリスト）

入場無料　パラ柔道史上最多のメダルを獲得しているレジェンドのテノリオ選手をはじめ、トップ選手たちの迫力と技を間近で体験しよう！

対象：小学生以５０名（先着順）※要事前申込。定員に満たない場合は当日の参加も可。
動きやすい服装（長袖、長ズボン） で、上履きを持参してください。

問：藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）

津軽の夏祭りを代表する、弘前ねぷたまつり。これまでまつりを彩ってきた様々なねぷた絵を通し、その歴史を振り返ります。
また本展では、ねぷた絵師による凧絵や日本画の作品などもご紹介します。
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。　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：８/１９(月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

夏のりんご公園を思いっきり楽しもう！水鉄砲合戦など、家族で遊べるイベントです。
問：弘前市りんご公園まつり事業実行委員会事務局　りんご課（０１７２－４０－７１０５）

運行コース：養生幼稚園→親方町→一番町→桜大通り→下白銀町→本町→養生幼稚園
問：養生幼稚園（０１７２－３２－７５０７）

プール

６/２９
（土）～

１/１２
（土）～

３/２６
（火）～

    　　　　　　　　　　　　　　　 令和元年 ７ 月 １ 日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

2019年７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。

通年

お問い合わせ先・備考

個人（１回）：一般￥２７０、高校生￥１４０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥５０
回数券（１１回）：一般￥２，７００、高校生￥１，４００、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥５１０
団体（３０人以上１人につき）：一般￥１６０、高校生￥９０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。３年生以下のお子様は成人の方が水着を着用し一緒に入水される場合のみご利用できます。
その場合、成人の方１名につき小学校３年生以下のお子様２名まで同伴できます。
問：第３市民プール（０１７２－３７－２０３６）

個人（１回）：一般￥３２０、高校生￥２１０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥１１０
回数券（１１回）：一般￥３、２００　高校生￥２、１００、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥１、１００
団体（３０人以上１人につき）：一般￥２６０、高校生￥１７０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥９０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢などを確認できるものの提示を。３年生以下のお子様は成人の方が水着を着用し一緒に入水される場合のみご利用できます。
その場合、成人の方１名につき小学校３年生以下のお子様２名まで同伴できます
問：城北ファミリープール（０１７２－３７－２０３７）

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

観覧料無料
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

雨天中止(当日１５：００に事務局が決定）
●非公認ローカルヒーロー お祭り大将ヤーヤドン参上！　●「西弘恒例　わなげイベント」　１７：００～※景品が無くなり次第終了
【１３日（土）】　◆亀レース
　本部前みちのく銀行での催し◆大成ブラスバンド（１７：００～）／バルーンパフォーマンス（１７：３０～）／青森ボカラライブ（１８：００～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  腕相撲〈Ｇｏ－１グランプリ〉（１８：３０～）対象：一般男女／ＨＩＮＡライブ（１９：３０～）
　                                            メインストリートでの催し◆弘前ねぷた運行〈海遊会・雅会・銀座街・中野町会〉（２０：００～）
　コープ青森第２駐車場（第２ステージ）での催し◆弘大お笑いサークルＷＰＳ、空手演武、弘大ＪＡＺＺ研、弘大アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌ
【１４日（日）】
　本部前みちのく銀行での催し◆文京小スクールバンド（１７：００～）／スコップ三味線ライブ（１７：３０～）／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腕相撲〈Ｇｏ－１グランプリ〉プロの部１回戦（１８：００～）／　ＨＩＮＡライブ（１８：４５～）／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腕相撲〈Ｇｏ－１グランプリ〉プロの部準決勝・決勝（１９：００～）
　メインストリートでの催し◆よさこい演舞〈花嵐桜組・夢源郷・焔舞陣〈弘大〉（２０：００～）※２１：００終了
　コープ青森第２駐車場（第２ステージ）での催し◆弘大お笑いサークルＷＰＳ、弘大津軽三味線サークル、弘大囃子組、弘大ダンスサークルＡ．Ｃ．Ｔ
※内容は一部変更になる場合があります。
問：西弘商店街維持振興会事務局　夕やけ小やけ（０１７２－３５－９２１９）

入場料無料（一部有料）　雨天決行、荒天中止
ミニ四駆大会（大会：１３：００～、フリーラン：午前）、ミニＳＬ、ストリートダンス、出店、ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ（りんご娘）・花嵐桜組のパフォーマンスなど
問：〈星まつり ｉｎ そうま〉星と森のロマントピアそうま（０１７２－８４－２２８８）／〈ミニ四駆大会〉岩木山商工会議所青年部（０１７２－８２-３３２５）

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）

土手町通りを会場に子どもたちが元気いっぱいにねぷたを運行します。
問：弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８）

※第２市民プール（中野３丁目）は休場します。※夏休み期間は毎日開場。

お問い合わせ先・備考

問：申込先オリンピック・パラリンピック推進室　文化スポーツ課内（０１７２－４０－０５８３）

お問い合わせ先・備考

７/１の開館記念日にちなみ、無料開放します。問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

１８台のねぷたを運行します。※ 雨天の場合は翌日に順延。
運行コース：弘前高校→一番町→中央通り→北大通り→土手町→一番町→弘前高校
【交通規制】当日は１８：３０から２０：３０まで弘高ねぷた運行に伴う交通規制があります。 大変ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。
問：弘前高等学校生徒指導部（０１７２－３２-０２５１）

百石町を歩行者天国にして開催される、百石町納涼祭。大正時代から開催されており、90年以上の歴史があり夏の風物詩として親しまれています。
沿道に各種出店が並び、大人も子供も楽しめるイベントです。　【交通規制】１７：００～２１：３０まで　　問：しまや（０１７２－３５－９２１９）

20 土

28 日

視覚障がいのある人が目隠しをして鈴の音が鳴るボールを投げ合うスポーツ。「本当に見えていないの？」と驚くほど俊敏な競技を体験してみてください。
入場無料



７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）

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

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

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。
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

その他

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）

アート・展示会

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） アート・展示会

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） アート・展示会

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

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～」
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００　※第３月曜日は休み〈祝・休日の場合は翌日〉）

アート・展示会

早起きは三文の徳！
無料タクシー運行・朝食前に名所と名物「朝市」体験
津軽藩ねぷた村こみせ通りで
弘前早朝散策朝市体験（～１０/６の毎週日曜日）

津軽藩ねぷた村　こみせ通り ６：３０～７：３０

雨天決行※朝市の販売はこみせ（雪国のアーケード）で行いますので雨天時も安心してお買い物いただけます。
○弘前公園早朝散策は６：４５に津軽藩ねぷた村を出発し、７：４５に弘前公園・東門で終了となります。
　弘前公園・東門では市内巡回無料タクシーに接続致します。弘前公園早朝散策にご参加いただくお客様のお買物お荷物は、
　津軽藩ねぷた村でお預かりし、弘前公園・東門でご乗車いただく市内巡回無料タクシー車内でお渡し致します。
　弘前観光ボランティアガイドがご案内する弘前公園早朝散策と地元ＪＡの生産者が直接販売する朝市を体験しませんか？
　朝市は毎回３０名程度の生産者が野菜・果物・花・漬物などを販売。青森県の特産品コーナー、新鮮な魚介類販売コーナーも
　設置いたしております。
○無料タクシーをご利用いただけます！タクシー停車位置には案内板を設置しております。乗車希望の方はそちらでお待ちください
　１台目のジャンボタクシーが満員となった際は、次のタクシーをすぐ配車いたします。その際はその場で少々お待ちください。
　（発車時間はねぷた村ＨＰをご覧ください）
問：津軽藩ねぷた村（０１７２－３９－１５１１）

朝市

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

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

岩木山１６２５大作戦
みんなで作る「こぎん刺し」タペストリー展示（～８/３０）

弘前市岩木庁舎２階ラウンジ
８：３０～１７：００
平日のみ、土日休み

入場無料　ご自由にご覧いただけます。
国内外の４４０名の方から集まった９００枚以上のこぎん刺しをつなぎ合わせ縦約２メートル、横５メートル近くにもなる巨大タペスト
リーを令和元年を記念して展示します。問：弘前市岩木総合支所総務課　地域おこし協力隊　佐々木さん（０１７２－８２－１６２１）

岩木山１６２５写真展（～７/３１） 岩木さんぽ館 ９：００～１７：００　木曜休館 問：弘前市岩木総合支所総務課　地域おこし協力隊 鎌田さん（０１７２－８２－１６２１）

ねぷた囃子講習会（～７/５） ねぷた囃子講習会（～７/５） 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

原口良子「柿渋の衣装｣（～７/２） ギャラリー芭蕉 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３） アート・展示会

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） アート・展示会

吉澤秀香　小品と色紙展（～７/３１） 鐵心ギャラリー 問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５） アート・展示会

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～７/２０） イトーヨーカドー弘前店
★９：００～２０：００
（一部店舗を除く）

籘工芸、革工芸、色鉛筆、鉛筆美術教室、現代こぎん　　問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１） アート・展示会

７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

市民健康づくり講演会 弘前文化センター　ホール
１４：２０～１６：００
（受付１４：００～）

参加料無料※要事前申込。　定員：１５０名（先着順）
内容：①「短命県返上への次の一手」　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）
　　　 ②「高血圧は万病のもと～専門医から学ぶ最新の血圧管理～」
           講師：富田泰史さん（弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座教授）
申込・問：健康増進課（０１７２－３７－３７５０）

健康セミナー

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。
内容：地図を読みこなそう！これは便利！いろいろな山アプリを使いこなそう！
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

身体障害者巡回診査・更生相談事業
弘前市役所
３階　会議室

９：３０～１２：００
（受付９：００～１０：３０）

身体障がい者の手帳交付や再認定を受けようとする人などの診査と更生相談を行います。
該当する人は受診してください（事前申込不要）。なお、当日の診査のみでは判定できない場合もあります。　料金無料
対象：身体障害者手帳の交付または再認定を受けようとする人／補装具の交付を受けようとするために判定が必要な人／
        障がいの程度に変更があると思われる人／ 身体障がい者で、生活、医療、施設入所などの相談を希望する人
実施科目：整形外科（肢体不自由）　持ち物：身体障害者手帳（所持者のみ）、印鑑、マイナンバーがわかるもの
※身体障害者手帳の交付（再交付）を申請する人は、顔写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）１枚が必要です。
問：障がい福祉課（０１７２ー４０－７０３６）※身体障害者手帳の障がい程度の再認定が必要な人は、
指定医師のいる医療機関でも再認定診断書が作成できます（有料）。

相談会

鬼神社　大祭 鬼沢 夕方～ 店数１０ 宵宮

よこうちたかこ色鉛筆画展
陸奥新報「リレーエッセイ日々想」さし絵原画（～４日）

百石町展示館
１０:００～１７:００
（最終日１６:００まで）

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００） アート・展示会

ノルディックウォーキング教室
（他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

神明宮　宵宮 小比内 夕方～ 店数７０ 宵宮

まちなかクラフト村特別企画
第３回斜里窯作陶展 ｉｎ 弘前（～７日）

藤田記念庭園 「考古館」
２階ギャラリー

１０：００～１６：００ 入場無料　友好都市・北海道斜里町にある「斜里窯」の作品展示・販売会です。
問：弘前市役所産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

アート・展示会

誰でも簡単にできる足もみ健康教室
（他１７・３１日、８/２１、９/４）

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

１４：１０～１５：４０

健康雑誌等でよく紹介されている足もみ健康法ですが、
本を見ただけでは揉むポイントや強さがよく分からなくて困っているという方も多いはずです。
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：各￥５００　定員：各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)
内容：７/３（水）お尻美脚編、７/１７（水）首こり編、７/３１（水）更年期編※ご夫婦一緒の参加もできます。
        ８/２１（水）腰痛編、９/４（水）疲労回復編。
問：ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会賛助会員　稲垣康子さん（０１７２－８８－８４５３　Ｅメール：aciccosmile@gmail.com）

講演・講座・セミナー

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。
内容：生活再建や債務整理に必要な資金の貸し付けなど※要事前申込。
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

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～ 参加費￥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）

ダンス・舞踊

ウィークデーシニアゴルフコンペ 岩木川市民ゴルフ場　ゴルフコース ８：３０～１３：００

参加料￥３，５００（昼食付き）※各自傷害保険に加入を。　定員：６０歳以上１２名（３組）
内容：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）※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。詳しくは各施設等に問い合わせを。
申込・問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

スポーツ

簡単！かわいい！キッズヘアアレンジ教室
アプリーズ
３階　特設会場

１４：００～１５：００

娘の髪を可愛くしてあげたいけど、セットの仕方がわからない…
そんなママ必見!!娘さんのヘアセットをいつもより簡単に可愛くできるヘアアレンジを教えちゃいます♪
お子様の髪は結ばずにお越しください。
参加料無料※次回お店で使えるお得なクーポンつき！　定員：先着５組様※親子でのご参加をお願いします。
申込・問：美容室アンダーカラーズ×ピカソ（０１７２－３４－６３３３）

お子様向け催し・
子育て・教育

清水交流センターの教室「簡単なおやつ作り」 清水交流センター １０：００～１３：００
申込は既に締切　内容：「炊飯器で作るがんづき」と「アガーを使った水ようかん」作り
持ち物：エプロン、三角巾、布巾など。
問：清水交流センター（０１７２－８７－６６１１※月曜日と祝日の翌日は休み）へ。

講演・講座・セミナー

アート・展示会

1 月

火

６/２５
（火）～

５/４
（土祝）～

６/１６
（日）～

６/１０
（月）～

６/１２
（水）～

６/１７
（月）～

４/１
（月）～

６/1
（土）～

６/２２
（土）～

2

６/１５
（土）～

６/２９
（土）～

水3

木

６/２６
（水）～

６/２８
（金）～

4



★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

ビーズサークルみるふぃ～ゆが贈る
第１２回　ビーズアート展（～７日）

１０：００～１８：００
（初日１３：００～、
最終日１６：００まで）

手書き文字の力　西洋書道作品展（～７日）
９：００～２０：００
（初日１２：００～）

全日本写真連盟弘前支部写真展（～７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）

走るビアホール２０１９　令和初！「納涼ビール列車」
（他１２・１９・２６日）

今年の夏もビール列車に乗らなきゃ夏がはじまらない！
ご家族・ご友人・職場の仲間と一緒に「弘南鉄道のちょい旅」に出かけませんか？もちろんお一人での参加も大歓迎です。
素敵な出会いがあなたを待ってます！
会費：大人￥４，０００（飲み放題※２０１９年からサワーも始めました！）※カラオケ＆お楽しみ抽選会あり。
※当日の払い戻しや変更は出来ません　募集人員：各運転日とも９０名（※完全予約制。７/５（金）・７/２６（金）の回は既に満席）
申込・問：弘南鉄道本社（０１７２－４４－３１３６）／弘南鉄道　弘前駅（０１７２－２７－６３００）

その他

Ｍａｇ-Ｎｅｔ寄席～桂 歌蔵　令和元年弘前公演～ Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：前売￥２，０００　当日￥２，５００　※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

野坂徹夫展（～９日） 百石町展示館 １１：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

前掛けバッグ展（～１５日） 鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

入場料無料　内容：ｉＰｈｏｎｅケース、小物、前掛けバッグを展示、販売　休館日：７/９（火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

花の輪・人の輪－みんなの花展　小原流・弘前支部
（～７日）

弘前文化センター　美術展示室
１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：弘前文化センター（ ０１７２－３３－６５７１）

わの會 弘前文化センター　ホール 開演１０：３０ 入場料：￥１，０００
問：西川扇華栄会（０９０－３３６５－３６２８）

映画・演劇・舞台

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※材料が無くなり次第終了
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

ホタル観察会 こどもの森ビジターセンター １９：３０～２０：３０
参加料無料（雨天中止）※事前の申し込みは不要
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

おたのしみおはなし会（他１３・２０日）
弘前図書館
１階　閲覧室おはなしコーナー

６・２０日１１：００～１１：３０
　  １３日１５：００～１５：３０

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

はじめての山登り教室
第４回 ロゲイニング大会に出場しよう！
地図読みと判断力を楽しく学ぶ

集合：鰐ＣＯＭＥ
登山：阿闍羅山（７０９ｍ）

８：００～１４：００

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（先着）
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）

マツの手入れ実習 緑の相談所　集会室 １３：３０～１５：３０ 講師：樹木医　兵藤　勝幸さん
問：弘前市緑の相談所 （０１７２－３３－８７３７ ）

―世界が認めた絵本作家―手島圭三郎先生講演会
北の野生動物をモチーフに絵本創作を語る

弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１６：００
「北に生きる動物たちと私（仮）」と題した、世界的な絵本作家による講演会です。　参加料無料　対象：小学生以上６０名（先着順）
【弘前図書館ロビー展】 手島圭三郎　絵画原画展（～８/１４）
申込・問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

山野草寄せ植え講習会 弘前城植物園内 無料休憩所 １０：００～１１：３０ 参加料￥２，５００（材料代として）※要事前申込　　対象：２０組（先着順）　持ち物：エプロン　内容：山野草の寄せ植え
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

初心者向けりんご研修会（袋かけ編）
※天候等により７/１３（土）に延期の場合あり

集合：りんご公園 １０：００～

参加料無料　　対象：①弘前市内でのりんご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
※無料託児室を用意しています（託児の申込は既に締切）。
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、雨がっぱ（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袋かけ研修（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　　講師：青森県りんご協会職員ほか。
申込方法：７/３（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（ＴＥＬ０１７２－４０－７１０２　ＦＡＸ０１７２－３２－３４３２　Ｅメール：nousei@city.hirosaki.lg.jp）へ。

プロが教えるかんたん楽しい夏のエコクッキング教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

残ったご飯や野菜を活用して、食材を無駄にしない調理のこつを楽しく学んでみませんか。
参加費無料　対象：小学生以上２０名※小学生は保護者同伴。
持ち物：お米０．５合、大皿１枚（直径２５㎝程度）、マグカップ１個、はし、スプーン、エプロン、布巾。
内容：ライス入りオムレツほか　講師：福士るみ子さん（サロン・ド・胡桃代表）
申込・問：６/２３（日）９：００から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８※９：００～１６：００
月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み）へ。

青森の伝統工芸を体験しよう！ミニ金魚ねぷたづくり
アプリーズ
３Ｆ　特設会場

①１０：３０～②１３：００～ お一人様￥５００　定員：各回 ５名※要予約
問：アプリーズ事務室（０１７２－３６－２２３１ 受付時間10：00～18：00）

東北女子大学　２０１９年度オープンキャンパス（他８/３） 東北女子大学 １０：００～（受付９：００～）

オープンキャンパスで実際に体験することで、本学の魅力を発見していただける内容となっております。
当日は本学～弘前駅間での無料送迎バスも運行されますので、ぜひご利用ください。
また、事前にお申し込みいただいた方には本学オリジナルグッズをプレゼントいたします。
※準備の都合上、できるだけ事前のお申込みをお願いしています。
【家政学部】◎健康栄養学科（募集定員４０名）　◎児童学科（募集定員６０名）
【無料送迎バス】弘前駅城東口発　１便９：００　２便９：３０※帰りの便は終了後、随時運行。
申込・問：お電話または、ＨＰより東北女子大学（０１７２－３３－２２８９　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）へ。

弘前市青年交流会農家の出会いはＢＢＱ 集合・解散：市立観光館バスプール
集合１３：００
※解散１９：００予定

参加料：男性￥４，０００／女性￥２，０００　　対象：２０歳～５０歳の独身男女（男性は市内在住の農業青年）各１２名
内容：さくらんぼ狩り、りんごの実すぐり体験、バーベキューなどをしながらの交流パーティー（雨天決行）
申込・問：６/２８ （金）必着で電話かＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で
市農業委員会事務局内　弘前市青年交流会実行委員会事務局（０１７２－４０－７１０４　Ｅメール：nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

東北女子短期大学　オープンキャンパス 東北女子短期大学 １０：００～（受付９：３０～）

入試・就職情報をはじめ、ミニ授業、在学生による学科紹介や大学生活相談、製作物展示、ランチ試食、学内見学ツアーなど、
教員・学生と触れ合い実際の学生生活をイメージできるような多彩なプログラムを予定しています。
◎生活科（募集定員９０名）　◎保育科（募集定員１００名※内男子スタッフコース１０名）
申込・問：電話・ＦＡＸまたは、ＨＰより東北女子短期大学　学務課　オープンキャンパス係
（ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp）へ。

第６１回青森県吹奏楽コンクール
弘前地区大会（～７日）

入場料各￥５００（全席自由）
問：青森県弘前地区吹奏楽連盟　弘前学院聖愛中学高等学校内（０１７２－８７－１４１１）

堀内亮ピアノリサイタル
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

チケット（全席自由）：前売・当日￥２，０００　　内容：クララ・シューマンとロベルト・シューマンの名曲
チケット販売場所：弘前中三１階インフォメーション／ヒロロ１階インフォメーション／まちなか情報センター／
さくら野３階 さくらミュージック
予約・問：お名前・電話番号・チケット種類・枚数を、スタジオピピン事務局 和田さん（０８０―１６７９―３４１３
Ｅメール：studiopippinart@yahoo.co.ｊｐ）へ。

Ａｌｗａｙｓ Ｓｕｍｍｅｒ ～Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｎｇｌｅ”Ａ Ｇｒｅｅｎ Ａｐｐｌｅ”
Ｒｅｌｅａｓe Ｔｏｕｒ ２０１９～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ 問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

弘前市立郷土文学館 ラウンジのひととき ２０１９
県民参加アマチュア<声優>
劇団　津軽カタリスト太宰治ドラマリーデング公演
「太宰治コント・セレクション」

弘前市立郷土文学館
２階　ラウンジ

１４：００～１５：００

入館料：高校生以上￥１００　中学生以下￥５０（事前予約不要・全席自由）
※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：津軽カタリスト代表　平田成直さん（０９０－３１２３－３８６１）

映画・演劇・舞台

ママフェス＆ごはんとおやつの時間
ヒロロ
３階　イベントスペース他

１０：００～１４：００

ママサークルの皆さんの得意分野での発表です。今年は体がよろこぶ、美味しいごはんとおやつのお店がたくさん来ます。
大人も子どもも楽しいイベントです。ぜひご家族やお友達とどうぞ。
参加料無料※一部有料　　内容：ハンドメイド作品等の展示・販売、食に関するステージ・ブース出展、
カオリさん（インスタグラマー）のトーク、ワークショップ
※ 詳しくはヒロロスクエアホームページ（http://www.hirorosquare.jp/）のイベントカレンダーをご覧ください。
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）

観察会　七夕観察会 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１３：００～２１：３０
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３）

「犬と散歩ができる公園」愛犬マナー講習会 長四郎公園 １０：００～１１：００
参加料無料※事前申込不要。当日は、公園内に駐車できます。なお、雨天時は中止となる場合があります。
内容：犬のしつけに関する講話、リードを持った歩き方など。
問：公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

池坊巡回講座 弘前文化センター　ホール １０：００～ 入場無料　講師：井上太市研究員
問：池坊弘前支部（０１７２－３３－３５８２）

ＤＡＭＡ　ＰＡＲＫ　in　ＨＩＲＯＳＡＫＩ かだれ横丁　多目的ホール １３：００～１６：００

けん玉プロプレイヤーと一緒に遊ぼう！！ＤＡＭＡ　ＰＡＲＫは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！！！
参加料：高校生以上￥１，５００　子供￥３００　子供２人目以降￥２００　赤ちゃん無料
内容：けん玉プロプレイヤーのロドニー・アンセルさんによるパフォーマンス、商品ありのけん玉ミニゲーム、
ＧＬＯＫＥＮのけん玉検定実施＆けん玉販売　※貸出用けん玉あります。
問：ＤＡＭＡ　ＰＡＲＫ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウント@pnckendamaclub　ＤＭにて）

その他

煉瓦が広がる不思議空間 富田大通りまちあるき
(他１１日）

集合：たびすけ
（土手町１３３－１　西谷ビル２階）

１３：００～１５：３０

明治３１年に第八師団司令部が今の弘前大学の場所に置かれて以来、商店が軒を連ねる通りとなった歴史ある富田の街並み。
その昔、銀座街と呼ばれ賑わった周辺には今でも煉瓦積みの建物が残されています。なぜこんなに煉瓦が残っているのか？！
その秘密を探ります。バナナ最中でおなじみの「いなみや菓子店」さんや、
今年のシードルナイトグランプリを獲得した「弘前銘醸」さんなども訪れるまちあるきです。
料金￥３，５００（スイーツ付）　　行程：たびすけ→富田大通り→弘前大学（弘前大学で解散となります）
申込・問：７/１までに電話、ＦＡＸ、ＨＰよりたびすけ
（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８ ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke‐hirosaki.jp 　平日１０：００～１７：００　土日祝休業）へ。

ツアー

淡島神社　宵宮 高崎 夕方～ 店数５０

熊野神社　宵宮 薬師堂 夕方～ 店数２０

富岳神社　宵宮 境関 夕方～ 店数５

第１１回定期コンサート　シニアコーラスひろさき
庭園コンサート

藤田記念庭園　ホール 開場１３：００　開演１３：３０ 入場料無料　問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

『歌声で楽しむ 百人一首の世界 』 喫茶れもん 開演１４：００ 入場料：￥３，０００（ワンドリンク付）　　定員：３０名様限定
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

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

その他

ライブ・コンサート
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アート・展示会

講演・講座・セミナー

弘前市民会館　大ホール
【６日】開場１２：３０　開演１３：００～１８：３０
【７日】開場　９：３０　開演①９：４５～１３：１５  ②１４：１５～１８：３０

アート・展示会

土6

運転区間：弘南線　弘前駅～黒石駅間（１往復）約２時間
　５日（金）弘前発（１８：３５発 　到着予定２０：２８）※満席御礼
１２日（金）平賀発（１８：２８発 　到着予定２０：２７）
１９日（金）黒石発（１８：３０発　 到着予定２０：１９）※満席御礼
２６日（金）弘前発（１８：３５発 　到着予定２０：２８）※満席御礼

問：百石町展示館（０１７２－３１ー７６００）百石町展示館

お子様向け催し・
子育て・教育

日

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

宵宮

お子様向け催し・
子育て・教育

金5



★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

はるか夢球場フィールドナイトヨガ（他８/２３） はるか夢球場
１９：００～２０：００
（受付１８：００～）

参加料：１回￥１，０００（ヨガマットの貸し出しは１回￥１００）※各自傷害保険に加入を。
定員：高校生以上　内容：はるか夢球場人工芝フィールド上でヨガ（オーロラビジョンを利用した映像演出もあり）
※ヨガマット・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。詳しくは各施設等に問い合わせを。
申込・問：事前に、弘前市運動公園（０１７２－２７-６４１１）へ。

健康セミナー

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＆音楽療法②」

ヒロロ
３階　健康ホール

１３：１５～１５：３０ ７０歳未満の方もどうぞ！　　参加費￥２００※事前申込不要
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

ひろさき産学官連携フォーラム
令和元年度定時総会・基調講演会

アートホテル弘前シティ
３階プレミアホール

１５：００～１７：００

基調講演会では、交通や観光にＩＣＴを活用した事例の一つである
「ＭａａＳ」(Ｍｏｂｉｌｉｔｙ ａｓ　ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ)の社会実装に資する提言をまとめられている、
株式会社 ＭａａＳ Ｔｅｃｈ Ｊａｐａｎ　代表取締役社長　日高洋祐　様を講師にお招きしご講演いただくこととしております。
入場無料となっておりますので、皆様の多数のご参加をお待ちしております。
※定時総会（１４：００～１４：４０）は当フォーラム会員のみ出席可。
【基調講演会（１５：００～１５：４５）】演題：「ＩＣＴを活用した交通と観光の最適化～ＭａａＳの話題を中心に」
【パネルディスカッション（１５：５５～１７：００）】パネラー：大学教員，自治体関係者，交通事業者等
【交流会（１７：１０～１８：３０）】会場：アートホテル弘前シティ内　会費：１人　￥３，０００（当日会場で受付けます）
申込・問：７/１までにＦＡＸかＥメールで、ひろさき産学官連携フォーラム事務局　弘前市産業育成課 佐藤さん
（ＴＥＬ０１７２－３２－８１０６　ＦＡＸ０１７２－３５－１１０５、Ｅメール：yuu-satou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

ハーフバースデー
ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

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。（今月は２月生まれのお子さんです）
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。※要事前予約
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

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

相談会

稲荷神社　宵宮 大清水 夕方～ 店数１５

富田稲荷神社　宵宮 富田 夕方～ 店数５０

ベゴニア展（～１５日） 緑の相談所　展示室 ９：００～１７：００ 問：弘前市緑の相談所 （０１７２－３３－８７３７ ） アート・展示会

サポーターの会
ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

１０：００～１２：００

サポーターの会のボランティアさん皆でおしゃべりしながら、おもちゃを直したり、おもちゃ作りをしませんか。
昨年はフェルトでクレープを作りました。
そのクレープは駅前こどもの広場のプレイルーム内に置いて利用者さんに使ってもらってます。
手縫いで温かみのあるクレープはお子さんに大人気です。月に１回程度で開催しているサポーターの会。
サポーター大募集中です！！気軽にメンバー登録してサポーターの会に参加してみませんか。
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

いやしのフラダンス教室（他２４日） 温水プール石川　研究室 １０：００～１１：００
参加料無料※要事前申込。　対象：６５歳以上の市民各回１５名（先着順）　持ち物：タオル、飲み物
内容：下半身に効く、高齢者向けのやさしいフラダンス　講師：田中希生子さん（フラスタジオモアニ主宰）
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

講演・講座・セミナー

お気軽に相談を!!「なんでも相談会」（他８/２１）
弘前商工会議所会館
５階　相談コーナー

１３：００～１７：００

日常、業務を行う中で、許認可の必要性やその他、商取引でわからないこと、お困りの方に無料相談会を開催しております。
※要事前予約※お待ちいただくことのないよう予約制とさせていただきますが、
当日都合の悪い方で相談がある方も調整が可能の場合もありますので、経営一課までお問い合わせください。
相談員：桔梗行政書士事務所　行政書士　竹内知弘さん
相談内容：法人の設立、建設業の許可申請他各種許可・登録申請、相続の手続きについて。
申込・問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

相談会

松木平神社　宵宮 松木平 夕方～ 店数１５ 宵宮

Ｓｕｅｎｏ ｄｅ Ｔａｎｇｏ タンゴの夢 開場１８：００　開演１８：３０
ピアニスト中村早紀子氏によるソロコンサート　入場料￥２，０００（１ドリンク付き）※全席自由
問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

ライブ・コンサート

琉球藍染め工房　あおの時間（～１４日） ギァラリー芭蕉 ※企画展開催中を除く日曜日休館　問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３） アート・展示会

ミサワホーム ｄｅ フラワーアレンジメント教室
（他８/８、９/１２）

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：７/１１“ヒマワリを使ったアレンジ”、８/８“サマーデザイン”～ブルーの花を使って～、９/１２“お月見アレンジ”
持ち物：花ばさみ・持ち帰り用の袋　講師：木田直子さん
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。
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）

講演・講座・セミナー

大山神社　宵宮 中野 夕方～ 店数６０

稲荷神社　宵宮 新寺町 夕方～ 店数４０

稲荷神社　宵宮 紺屋町 夕方～ 店数１０

プリザーブドフラワー前田泰子の作品展示・即売会
（～１３日）

１０:００～１６:００

ひねもすのたり（～１５日）
１０：００～１８：００
（最終日１６：００）

布のアート・モラ作品展 弘前文化センター　美術展示室
１０：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

ワークショップ￥５００
問：弘前文化会館（０１７２－３３－６５７１）

アップルウェーブカルチャー教室
ジョージのおやつプロデュース
罪悪感なし！カラダにやさしい”おやつ”を作ろう♪
季節の“ロースイーツ”シリーズ
（他７/２６、８/２８、９/２５、１０/２３）

土手町コミュニティパーク １８：００～１９：３０

料金各回￥３，０００（受講料￥２，０００＋材料費￥１，０００）　講師：竹内丈滋先生（ジョージのおやつ代表）
１２日：爽やか＆涼やか！柑橘とヨーグルトのクリームパフェ※受講の際はエプロンとおしぼりをご持参ください。
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

岩木地区空き家対策講座・個別相談会 市役所岩木庁舎
講座１４：００～１５：００
相談会１５：００～１６：００

今年度市内１３地区で空き家対策講座と個別相談会を開催します。
参加料無料　対象：岩木地区の居住者
申込・問：相談会の参加希望者は７/５（金）までに、建築指導課（０１７２－４０－０５２２）へ。
※当日参加も可。講座は事前申込不要。詳しくは、岩木地区の回覧板か、市ホームページをご覧ください。

おもちゃ広場（おもちゃ病院はお休みです）
ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

１３：３０～１５：３０

毎月第２土曜日はおもちゃ病院＆おもちゃ広場を開設します。今月はおもちゃ病院はお休みいたします。
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。
沢山のおもちゃに触れる事が出来ます。親子で色々なおもちゃで遊んでくださいね。
問：ヒロロ　３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

岩木川子ども水辺の安全教室（他１５日） 集合場所：茜の夕陽水辺の楽校 ９：００～

参加料無料　対象：小・中学生各日２０名（先着順）※要事前申込
持ち物：昼食、飲み物、おやつ、バスタオル、水遊びができる服装・靴（サンダル不可）
内容：川での安全な遊び方（レスキュー、カヌーなど）
申込・問：岩木山自然学校（０１７２－８３－２６７０）

アジサイの栽培と剪定 緑の相談所　集会室 １３：３０～１５：３０
講師：緑の相談員　葛西菊生さん
問：弘前市緑の相談所 （０１７２－３３－８７３７ ）

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４回「微生物の魅力」（他９/１４）

弘前大学創立５０周年記念会館
２階　岩木ホール

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※要事前申込　定員：先着８５名　講師：弘前大学農学生命科学部　柏木明子さん
申込・問：７/５（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（ＴＥＬ０１７２－３９－３９０７
※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。

金魚ねぷた作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００

参加料無料　対象：小学生以上１０組※１家族１個。１名での参加も可。小学生は保護者同伴。
持ち物：昼食、飲み物、エプロン、汚れても良い服装　　講師：尾崎行雄さん
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〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み）へ。

弘大フォーラム「津軽における寺院資料の世界」
弘前大学コラボ弘大
８階八甲田ホール

１３：００～１６：３０
（開場は１２：３０）

参加料無料　定員：１００名※事前の申し込みは不要。　内容：特別講演「地方寺院資料が照らし出す中世宗教の世界像」
講師：阿部泰郎さん（名古屋大学高等研究院教授）など
問：弘前大学人文社会科学部総務グループ　 福士さん（０１７２－３９－３１９２）

古木の樹勢回復作業とせん定教室 瑞楽園 １０：００～１１：００

参加料無料　定員：１０名程度（先着順）※要事前申込　持ち物：軍手、せん定ばさみ（持参できる人）
内容：推定樹齢５００年の古木イチイの樹勢回復作業とほかの樹木のせん定作業
講師：三浦利吏さん（三浦造園、ものづくりマイスター）
問：瑞楽園（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－９６－２７４４　Ｅメール：paysage@jomon.ne.jp）

第４回みちのく津軽ジャーニーラン（～１５日）
受付・競技説明会：
弘前文化センター　ホール

受付１２：３０～
開会式・競技説明会１３：３０

エントリー締切。【２６３ｋｍ】１３日１７：００　弘前公園東門スタート／【１７７ｋｍ】１４日７：００　弘前駅前公園スタート
問：ＮＰＯ法人スポーツエイド・ジャパン（０４９－２９４－５６０３）

芝生ＹＯＧＡ「美脚・美尻・骨盤ヨガ」
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
多目的広場

１０：３０～１１：３０ 参加料：１回￥５００（保険料込）※ヨガマット別途レンタル有　定員：２０名　※雨天時は屋内武道場にて　講師：田村 佳恵さん
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

外国人留学生から直接聞ける「世界のおはなし」 弘前文化センター　２階　大会議室 １３：３０～１６：３０

ベトナム・ネパール・フィジー・カナダなど、１１カ国の留学生が日本語で母国の魅力を紹介します。
参加料無料　対象：留学生と話をしてみたい人、世界の国々に興味のある人５０名（先着順）
申込・問：７/１２（金）までに電話・ＦＡＸまたは、Ｅメールより中央公民館
（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメールchuuoukou＠ city.hirosaki.lg.jp※火曜日は休み）へ。

その他

和徳　熊野宮　宵宮 松ヶ枝 夕方～ 店数４０

熊野宮　宵宮 浜の町 夕方～ 店数１０

熊野宮　宵宮 福村 夕方～ 店数１５

三岳神社　宵宮 三岳町 夕方～ 店数２０

西弘ちょうちん祭り「浴衣ｄｅジャズ」
＠Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ 夕方～ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

宵宮

月8

講演・講座・セミナー

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）百石町展示館

土13

宵宮

スポーツ

水10

木11

宵宮

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

金12

アート・展示会

火9



★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「夏山登山　ライオン岩ルート」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 雨天決行　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
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

お子様向け催し・
子育て・教育

第３３回市民の健康まつり
ヒロロ
３階 ヒロロスクエア
４階 市民文化交流館ホール

１０：００～１６：００
（特別講演会
１４：００～１５：００）

今年もヒロロを会場に、「市民の健康まつり」を開催します。健康に関するクイズラリーや各種健康相談コーナー、検査や測定、
特別講演会など、内容も盛りだくさんです。入場は無料ですので、家族そろってぜひおいでください。
特別講演会：「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」　入場料無料　講師：田﨑博一さん（弘前愛成会病院院長）
※ヒロロ駐車場、弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐車場は、市民文化交流館（ヒロロ３階）受付窓口で
   駐車券を提示すると３時間まで無料となりますが、混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
問：弘前総合保健センター内　健康増進課（０１７２－３７－３７５０）へ、

健康セミナー

古文書解読講座〈前期〉
（他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）

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
（体験の受付１４：３０まで）

体験料：￥２５０
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２　火曜休館）

市民グラウンドゴルフ初心者教室 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター ８：３０～１２：３０
参加料￥１００※各自傷害保険に加入を、小雨決行。　対象：市民　内容：グラウンドゴルフの基礎知識
※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：７/８（月）までに、弘前市グラウンドゴルフ協会事務局　奥出さん（０１７２－３３－８９０８）へ。

スポーツ

八幡宮　宵宮 石川 夕方～ 店数２０

八幡宮　宵宮 清水森 夕方～ 店数１０

熊野奥照宮　宵宮 田町 夕方～ 店数５０

ゲヌースコンサートＶｏｌ．１７ 藤田記念庭園内　音楽ホール 開演１５：００

ゲヌース（Ｇｅｎｕｓｓ）とはドイツ語で「楽しみ、楽しむことを味わう」といった意味です。
人生の中で音楽を通して「楽しむ」、ことを皆様と一緒に追求しながら技術、表現方法、
現代希薄になりつつある心のコミュニケーションの向上を目指すこのコンサートは、年間５回開催します。
入場料無料
問：三浦音楽事務所 （０７０－５３２０－１９７５）

弘前市民文化祭
弘前交響楽団　２０１９サマーコンサート

弘前市民会館　大ホール
開場１３：３０
開演１４：００～１６：００

入場料（全席自由）：一般\１，０００　中高生\５００
チケット取り扱い：弘前市民会館／弘前文化センター／中三弘前店／弘前市まちなか情報センター／ヒロロインフォメーション／
                       さくら野百貨店弘前店／さくらミュージック／成田本店しんまち店
内容：【第１部】イギリス作曲家特集　【第２部】海にまつわる音楽特集
問：古川さん（０９０－３１２１－８４０１）

つがる弘前　軽トラ市
（他８/４、９/１、１０/６・２７日）

つがる弘前農業協同組合本店
正面駐車場

８：００～１２：００
内容　農産物などの販売、バンド演奏、抽選会
問：つがる弘前農業協同組合（０１７２－８２－４２０５　平日の９：００～１７：００）

その他

街角オランダ展　世界のくらし 「運河と絵画の町」
（～１６日）

百石町展示館
９：００～１６：００
（初日１１：００～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

アイスコーヒー試飲会
アプリーズ
１階 駅側入口　特設会場

１３：００～１５：００
※コーヒー無くなり次第終了

ドトールの『アイスコーヒー試飲会』を開催します！！厳選されたアラビカ豆を１００％使い、
南アルプスの伏流水でネルで丁寧にドリップ。香ばしく程よいコクとクリアな後味を楽しめるコーヒーに仕上げました。
是非この機会にドトールのアイスコーヒーを飲み比べてみませんか？※お菓子の試食をご用意しております。
問：ドトールコーヒー（０１７２-３６-０６００）

散策ガイド 弘前城植物園 １０：００～１１：００
樹木医や緑の相談員が、説明しながら、園内をガイドします。
ガイド：緑の相談員　葛西菊生さん
問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

浴衣で撮影会＆翠明荘 全館ツアー 翠明荘 １４：３０～１６：００

翠明荘は明治２８年の建築より以降増改築を重ね、高谷英城氏別邸「玄覧居（げんらんきょ）」として使用されていた
歴史ある建物です。 今回はそんな翠明荘を撮影のため特別開放します。
はじめに館内をご案内、その後はフリータイムでお好みの場所を見つけてインスタ映えする写真をそれぞれお撮りください。
ツアー当日は最勝院（五重塔）の宵宮もありますので、撮影会終了後、浴衣姿でそのままお楽しみいただけます。
料金￥２，９００（お抹茶、和菓子付）　募集：２０名（最少催行６名）　持ち物：浴衣、下駄（必要な方） 浴衣は着ていらしてください。
（浴衣持参の上、着付のみ希望される方は着付料￥５００。翠明荘１３：３０集合。） 締切７/１０（水）
申込・問：たびすけ（０１７２－５５－０２６８ 平日１０：００～１７：００　土日祝休業）
※浴衣レンタルご希望の方は弘前観光コンベンション協会の「浴衣レンタルプラン」をご利用ください。
（ＨＰ：https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=yukatarental ）

ツアー

最勝院・八坂神社　宵宮 銅屋町 夕方～ 店数９０

大沢神楽　宵宮 大沢 夕方～ 店数１５

Ｍａｒｙ’ｓ　Ｂｌｏｏｄ
「ＭＹ　ＸＸＸＸＸ　ＣＯＮＦＥＳＳｉＯＮＳ　ＴＯＵＲ」

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット（スタンディング〈立見〉）：前売￥４，８００　当日￥５，３００ ※別途ドリンク代￥５００※未就学児のご入場不可
問：キョードー東北（０２２－２１７－７７８８）

ライブ・コンサート

ｈａｒａｐｐａ ｓｃｈｏｏｌ ２０１９ ｓｕｍｍｅｒ-ａｕｔｕｍｎ
映画の時間「ジャンル映画の魅力」

コトリｃａｆｅ
（百石町展示館内）

１８：３０～２０：００

陸奥新報紙に毎月「映画時評」や映画コラム「映画散策」で不定期にレビューを書いている、 ｈａｒａｐｐａ映画館支配人・品川信道が、
娯楽映画、ジャンル映画、シリーズ映画の魅力、見どころ、 楽しみについて、「東映任侠映画」を手掛かりにしてお話しします。
参加費：￥５００（ｈａｒａｐｐａ会員 無料）＋別途１ドリンク※ｈａｒａｐｐａ会員は同時に入会できます。
定員：１５名※席に限りがありますので、事前の申込をお願いしています。
申込・問：ｎｐｏ　ｈａｒａｐｐａ（ＴＥＬ０１７２－３１－０１９５　Ｅメール：post@harappa-h.org）

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２３・３０日）※３日間で１セット

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
申込・問：７/７（日）より総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００）へ。

ぼくの絵わたしの絵展～第７８回全国教育美術展～
（～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（０１７２－３２－５４１１） アート・展示会

こどもズボンを作ってみよう
ヒロロ
３階　駅前こども広場

１０：００～１２：００

「ＯＯＺＡＰＰＡ ＤＥＭＯ ＫＡＷＡＩＩ ＨＡ ＴＳＵＫＵＲＥＲＵ」ポケット付きズボンを作ってみましょう。作ってみると意外と簡単。
今回は半ズボンです。お子さんのちょうどいいサイズのズボンを持参してください。
材料費：￥１，１００～（当日徴収）　定員：６名（託児１５名）※要事前申込
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

ボランティアによるバラ花がら取り作業 弘前城植物園 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

「食料・農業・農村白書」をわかりやすく解説します
弘前図書館
２階　視聴覚室

１３：３０～１５：００
受講料無料　定員：７０名（先着順）※要事前申込。　講師：農林水産省大臣官房広報評価課職員
※市役所立体駐車場（無料）を利用できます。
申込・問：７/１０（金）までに農政課（０１７２－４０－０６５６）へ。

夏の夢コンサート 百石町展示館 開場１７：３０　開演１８：００
入場券（全席自由）￥２，０００（コーヒー付）　※中学生以下￥１，０００
問：フレディ弘前チケットカウンター（０１７２－３１－３１３２）

ライブ・コンサート

映画「二宮金次郎」上映会 弘前文化センター　ホール
開演１８：１５～２０：１５
（開場１７：４５）

小学校の校庭に必ずと言っていいほどあった金次郎像。
２００年前にまきを背負って勉学に励んだあの少年が、その後６００以上の村の復興を手がけたことを知っていますか。
金次郎を動かした郷土への思い、家族への思いがどんなものだったのか…。ぜひこの機会に家族そろってお越しください。
入場料無料※全席自由（入場券が必要。席数５４８席、数に限りがあるのでお早めに)
入場券配布場所：弘前市役所岩木庁舎２階 生涯学習課／弘前市役所１階 学務健康課弘前分室／
                        中央公民館（弘前文化センター内）／中央公民館相馬館（弘前市役所相馬庁舎１階）／
                        東部公民館（弘前市総合学習センター１階）
主催・問：弘前市教育委員会生涯学習課（０１７２－８２－１６４１）

映画・演劇・舞台

ママの同窓会
ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

１０：３０～１１：３０

今月はＳ５５年生まれ～Ｓ５９年生まれのママさん大集合。同じ年代だからこその「わかる・わかる」がきっとあるはず。
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。託児希望の方はお知らせ下さい。
定員：１５名　託児１０名　※要事前申込
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

ひろさき認知症あんしん生活実践塾
弘前市民会館
２階中会議室（７/１８のみ小会議室）

１３：００～１６：３０

①基礎コース７/１８　②実践コース７/１８、８/１５、９/１２、１０/１０、１１/５、１２/３
参加費無料（ただし、宿題シートなど提出時の郵送代は自己負担）
対象：市内で認知症の人を介護している施設の職員または家族
定員：①３０名、②２０名　内容：自立支援介護の基本ケア、認知症の重症化予防など
講師：竹内孝仁さん（国際医療福祉大学大学院教授※７/１８のみ、大里めぐみさん（七峰会総括主任）
申込・問：申込用紙に必要事項を記入し、７/１１（木）までにＦＡＸか郵送で、
介護福祉課（〒０３６-８５５１上白銀町１の１、ＴＥＬ０１７２－４０－７０７２　ＦＡＸ０１７２－３８－３１０１）へ。

基礎的ＩＴセミナー
「業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用」
(～１９日※２日間で１セット）

Ｉ・Ｍ・Ｓ弘前教室 ９：３０～１６：３０
受講料￥３，２４０　対象：企業（事業主）からの指示による在職者（事業主本人も可）１５名（先着順）
内容：使用頻度の高い関数の活用方法　申込：７/４（木）までに事業主を通して、ポリテクセンター青森（０１７－７７７－１１８６）へ。
※詳しくはポリテクセンター青森ＨＰ（http://www3.jeed.or.jp/aomori/poly/）をご覧ください。

ひろさき就職説明会・面接会
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
（受付１２：３０～１５：００）

求人を公開している企業採用担当者と、直接面接ができるほか、仕事内容相談もできますので、気軽にお越しください。
雇用保険受給者の方は、求職活動実績に該当しますので雇用保険受給資格者証をお持ちください。
参加費無料（事前申込不要）　対象：ハローワークに求職登録されている方。
※当日会場での求職登録もできますが、事前にハローワークで求職登録いただくとスムーズに相談・面接を受けられます。
持ち物：ハローワークカード、履歴書（当日会場で履歴書を記入することもできます）
参加企業：主に弘前市内に就業場所のある求人事業所等（３０社程度）
相談コーナー：若年者向けカウンセリング、中高年向けカウンセリング　託児室：２時間まで無料※事前申込必要
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）。
問：弘前就労支援センター内　株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業
おもてなし中国語セミナー（他８/４）

弘前市民会館　第１会議室 １８：００～２０：００ 参加料無料※初心者大歓迎　会話・発音重視
問：弘前市中国語を楽しむ会（ＴＥＬ０９０－２０２３－６９５０　ＦＡＸ０１７２－８９－２１２５　Ｅメール：samaro@mti.biglobe.ne.jp）

げんねんＥＣＯスクール
ヒンメリのグリーンアレンジ

弘前商工会議所会館
２階　２０１室

１０：００～１２：３０
（受付９：３０～）

〈第一部〉科学的根拠に基づく、がん予防～がんになるリスクを減らすために～
〈第二部〉ヒンメリのグリーンアレンジ　「ヒンメリ」とは、フィンランドに伝わる麦わらで作る多面体のモビールのことです。
             ヒンメリをストローで作り、エアプランツを飾るオーナメントに仕上げます。（縦約９センチ、１３センチの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：７/７（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。

木18

講演・講座・セミナー

日14

水17

講演・講座・セミナー

火16 講演・講座・セミナー

その他

宵宮

ライブ・コンサート

月祝15

宵宮

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。

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

ベテランズセミナー
「花や緑を育ててみんなで幸せになろう！」

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：花の育て方や、自然や草花とゆったりふれあう方法
講師：大澤浩明さん（ガーデン大きなくりの木の下で代表）
申込・問：７/１７（水）までに、ＴＥＬかＦＡＸ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）へ。※火曜日は休み

アップルウェーブカルチャー教室
暮らしに役立つ虹色講座-７ｃｏｌｏｒｓ-

土手町コミュニティパーク １７：３０～１９：００

受講料￥２，０００　講師：田村静香先生（色彩ライフアドバイザー）
虹色講座７月：紫 タロットカードとはひと味違う魅力「オラクルカード体験」
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

貴船神社　宵宮 取上 夕方～ 店数５０ 宵宮

総務・理事・評議員による夏の小品展（～８/２４） 北門ギャラリー 土・日・祝日休館　問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８） アート・展示会

日本刀の美（～９/１６　※８/１９を除く） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

武器である日本刀を美術として鑑賞するのは日本独特です。微妙なカーブをもつ独特な姿、一つ一つ異なる刃紋や地鉄の
景色など、日本刀の見方を楽しむ機会とします。
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・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。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

令和元年度 第１回
北門書道臨書展（～２１日）

弘前文化センター　美術展示室
１０：００～１７：００
（最終日は１５：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

ベビー広場（他２３日）
ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

①１０：３０～１１：３０
（７か月～１１ヶ月 まで）
②１３：３０～１４：３０
（～６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。
今月は夏の製作を持ち帰ります。身長体重を測りますので１０分前までにきてください。
お誕生日会もします。７月生まれのお子さんは申し込みの時に教えて下さい。
※今月よりベビー広場参加の月齢が変わります。
    ①午前『８ヶ月～１１ヶ月』⇒『７ヶ月～１１ヶ月』へ変更／②午後『～７ヶ月』⇒『～６ヶ月』へ変更。　２３日：１０：３０～１１：３０
対象：１歳～１歳４ヶ月※１歳の子のお誕生会もします。お申込みの際、月齢の確認をお願いします。　定員：各２０名※要事前申込
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

男性限定
誰でも簡単にできる足もみ健康教室「胃腸強化編」
（他８/２３、９/２０）

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

１９：１０～２０：４０

最近、足もみ健康法としてリフレクソロジーが紹介されるようになりましたが、
女性を対象としたようなイメージを強く感じている男性の方にとっては体験するきっかけがなくて困っているのではないでしょうか。
そこで、今回の教室開催は男性の方が気楽に参加できるよう“男性限定”としました。
本教室は“若石健康法”の足もみを基本に、揉むポイントや揉み方を指導します。
参加費：￥５００　定員：各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　稲垣康子さん
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－８８－８４５３　Ｅメールasiccosmile@gmail.com）

健康セミナー

アップルウェーブカルチャー教室
私の未来は自分で切り開く！
楽しい東洋易占い講座
（他８/２３、９/２０、１０/１８）

土手町コミュニティパーク １８：００～１９：３０

料金各回￥２，０００　講師：小川紗響先生（東洋医易科学研究所占い専科２１鑑定士）
１９日：“大安”はなぜ良い日なの？知ると面白い「暦の見方」
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

電動ロクロ体験（～２１日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
体験料：￥１，６００（飲み物付き）　講師：小山　陽久さん、佐藤　学さん　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）

２０１９ フライデーグラウンド・ゴルフ交流会 ｉｎ 弘前海洋
（他８/３０、９/２７、１０/１１）

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）へ。

スポーツ

 「Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｎｉｇｈｔ」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ１８：３０

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）

ライブ・コンサート

プラネタリウムに絵をかざろう　スターウィーク絵画展
（～８/１９）

弘前文化センター
３階　プラネタリウム展示ロビー

９：００～１６：３０
☆作品テーマ☆すきなほしをみつけよう
問：弘前市立中央公民館　学習支援係（０１７２－３３－６５６１　火曜日休館）

アート・展示会

ホタル観察会 弥生いこいの広場 ２０：００～２１：００ 雨天中止　参加料無料※事前申込無料
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

こども絵本の森
夏休みおはなしクイズラリー（～８/１８）

ヒロロ
３階　こども絵本の森

１０：００～１８：００
今年もやるよ♪目指せ、全問正解！こども絵本の森のどこかにクイズの問題が隠されています。
そのクイズを見つけて全問正解すると賞状（「おめでとうカード」）とプレゼントを進呈します。※プレゼントは無くなり次第配布を終了。
問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

バラの夏季せん定と管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 講師：緑の相談員　葛西　昇さん
問：弘前市緑の相談所 （０１７２－３３－８７３７ ）

りんごの葉の草木染めとこぎん刺しの体験教室
（他２７日※２日間で１セット）

弘前地区環境整備センタープラザ棟

①草木染め７/２０（土）
９：３０～１１：３０
②こぎん刺し７/２７（土）
９：３０～１２：００

りんごの葉で草木染めした糸を使ってこぎん刺しコースターを作ります。
参加料無料　　対象：小学校５年生以上１８名（初参加の人を優先）※小学生は保護者同伴。　持ち物：①のみゴム手袋、エプロン
講師：①佐藤芳子さん（りんご工房主宰）／②須藤郁子さん（弘前こぎん研究所・青森県伝統工芸士）
申込・問：７/７（日）９：００から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６-３３８８※９：００～１６：００
月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み）へ。

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」

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。

講演会「蒙古襲来」 瑞楽園 １０：００～１２：００
テーマ：「蒙古襲来～安東水軍と対馬の人々　時の流れ…瑞楽園誕生」
参加料無料　定員：３０名（先着順）※事前申込が必要　講師：玉川宏さん（秋田孝季集史研究会事務局長）
問：瑞楽園（ＴＥＬ・ＦＡＸ０１７２－９６－２７４４　Ｅメール：paysage@jomon.ne.jp）

北の文脈文学講座
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。ただし、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：太宰文学と弘前　講師：相馬明文さん（秋田看護福祉大学非常勤講師）
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。

芝生ＹＯＧＡ「体ひきしめ！ヨガ」 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター　多目的広場 １０：３０～１１：３０
参加料：１回￥５００（保険料込）※ヨガマット別途レンタル有　定員：２０名　※雨天時は屋内武道場にて　講師：東海 美絵子さん
申込・問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

スポーツ

弘前医療福祉大学／弘前医療福祉大学短期大学部
オープンキャンパス（他８/２４、９/２８、Ｒ２．３/２０）

弘前医療福祉大学、短期大学部
１０：３０～１４：３０
（受付１０：００～）

弘前医療福祉大学・短期大学部の建学理念は、ホスピタリティー精神に根ざした豊かな人間性を持ち、
各分野で広く社会貢献ができる質の高い専門資格者を育成することにあります。
ぜひ「未来を描ける自分となる」時間を体験しに来てください。
【弘前医療福祉大学　保健学部】看護学科、医療技術学科
【弘前医療福祉大学短期大学部】救急救命学科、介護福祉学科、別科調理師養成・１年課程
申込・問：弘前医療福祉大学　広報室（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１　ＨＰ　ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.hirosakiuhw.jp/）

苔テラリウム作り 弘前城植物園 無料休憩所 １０：００～１１：３０ 参加料￥１，５００（材料費）　定員：１５名（先着順）　持ち物：エプロン
申込・問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

高野山　宵宮 城東 夕方～ 店数３０

熊野宮　宵宮 茜町 夕方～ 店数３０

むらなが吟「日本一周 笑顔でありがとうツアー(車)」 ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ
チケット：前売　一般￥２，０００　学生￥１，０００　当日　一般￥２，５００ 学生￥１，５００　※共に＋１ドリンク￥５００
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

ライブ・コンサート

心静かに朗読を楽しみましょう
『日本文学の世界へようこそ』

喫茶れもん 開演１４：００ 入場無料（要ドリンクオーダー）　プログラム：夢十夜、暗夜行路、三年目、鼓くらべ　朗読者：三上あきこ
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

映画・演劇・舞台

第４０回青森県こどもピアノコンクール　弘前地区予選
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１２：００～１７：０0 参加料：一般￥８，５００　会員￥７，５００　申込は既に締切。
問：青森県こどもピアノコンクール事務局（０１７２－３６－７５７８）

カブト・クワガタ展（～８/４） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０
観覧無料
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

障がいのある小学生のＢ＆Ｇ水に親しむ体験会
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター、
津軽富士見湖

１３：００～１６：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：身体・知的障がいのある小学生１０名
内容：カヌー、SUP、アクアチューブ、アクアボールの試乗体験、ライフジャケットを着用しての浮遊体験
※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。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）

親子体操
ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場／
健康ホール

１１：００～１２：００
親子体操研修受講者の指導で、親子でしっかり体を動かしましょう。今年度は隔月（奇数月）で予定しています。
定員：２０組３歳以上の幼児　持ち物：汗拭きタオル・飲み物 動きやすい服装※内履き不要（裸足で行います）
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

アップルウェーブカルチャー教室
大人のためのレザークラフト教室—２０１９．夏Ｖｅｒ—
履き心地が違う！サンダルを作ろう！
（コース全３回　２８日、８/３）

土手町コミュニティパーク
１３：００～１６：００
（進行状況により授業時間を
延長する場合があります）

あなたの足の型紙をとり、足に合ったサンダルを作ります。お好みのカラーやデザインタイプも選べます。
令和初めての夏は、あなたのオリジナルのサンダルで毎日をＨａｐｐｙに過ごそう♪
受講料￥５，０００＋材料費Ａ￥１１，０００（２６ｃｍまで）またはＢ￥１２，０００（２６ｃｍ以上）
※お申込時に、予め作品の革のベースカラーをお知らせください。カラーはサンプルでご確認いただけます。
　（アクセントカラーは別途授業で確認します。）
講師：新山智之先生（「手作り靴工房にい」代表）
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

講演・講座・セミナー

オープンキャンパス 弘前学院大学
（他８/２５、９/２２、Ｒ２．３/２２）

弘前学院大学 １３：００～１６：００

少人数教育で学びと就職をしっかりサポート。学費サポートも充実。ヒロガクは一人ひとりに寄り添ったオーダーメードの教育を実践。
学生の個性や自主性を尊重し、専門性の高い教育を通して、地域や国際社会で活躍できる人材を育成します※事前申込不要
【文学部】英語・英米文学科、日本語・日本文学科　【社会福祉学部】社会福祉学科　【看護学部】看護学科
問：弘前学院大学　入試広報センター（０１７２－３４－５２１１　ＨＰ：http://www.hirogaku-u.ac.ｊｐ）

その他

「歴代藩主の掛け軸」特別公開
墓前・泰然・完全・坐禅・空前絶後の長勝寺（他２５日）

集合・解散：長勝寺（駐車場有） １３：００～１６：００

津軽家の菩提寺として４００年の歴史を刻んできた名刹「長勝寺」。今回はご住職のご案内で拝観します。
普段は非公開の歴代藩主の掛け軸の特別公開や御成座敷での座禅体験など、
今回のツアーにご参加いただいた方のみが体験できる贅沢かつ貴重な機会となります。
最後は弘前藩御用菓子司「大阪屋」さんのお菓子で一息。ご住職を囲んで和やかなご歓談もお楽しみください。
料金￥４，０００（大阪屋お菓子付）　募集：各２０名
行程：長勝寺<本堂～庫裏～御影堂～御位牌堂等>　内部参詣→三門、蒼龍窟、千体地蔵、御霊屋等。　外部参詣→
         御成座敷にて座禅→ご住職のお話とスイーツ
申込・問：７/１７（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 　平日１０：００～１７：００）へ。

ツアー

木18

講演・講座・セミナー

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

日21

土20

その他

講演・講座・セミナー

金19

宵宮

お子様向け催し・
子育て・教育

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。

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

弘前紅白歌合戦 弘前文化センター　ホール １１：４０～
チケット：前売券￥１，０００
問：弘前歌謡芸能研究会（０１７２－８８－２４８４）

『内山善雄ジャズフォーラム２１　ジャムセッション』 喫茶れもん ＳＴＡＲＴ１９：００
入場無料（要ドリンクオーダー）
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

樋原　海　ライブ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ
チケット：前売　一般￥２，０００　学生￥１，０００　当日　一般￥２，５００ 学生￥１，５００　※共に＋１ドリンク￥５００
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

鏡五郎＆舞踊ショー 弘前市民会館　大ホール
開場１０：３０
開演１１：００～１６：００

チケット：前売・当日共に￥２，０００（全席自由）　チケット販売場所：市民会館／他
問：ＴＫプロモーション　棟方さん（０９０－８９２３－３５８４）

高岡の森弘前藩歴史館 ロビーコンサート
マンドリン＆ギター

高岡の森弘前藩歴史館 １４：３０～１５：３０

定員３０名（先着順）　参加料無料※ただし観覧料が必要。事前申込不要。
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・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。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

第４回ココナツ・クラブ
想いでのフォークソングを歌う会

土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１３：３０～１５：００

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？６０～８０年代のフォークソング１６０曲の中からリクエストを募ります。
参加者のリクエスト曲をみんなで声を合わせて歌う会です。
参加料無料　※事前申込不要
問：ココナツ・クラブ事務局（ＴＥＬ０９０－２０２２－７４０７　Ｅメール：coconuts_club_2017@yahoo.co.jp）

勾玉づくり体験
弘前文化センター
１階　会議室

１３：３０～１５：００
参加料￥２００（当日徴収）　対象：小学生以上３０名（先着順）　持ち物：手ふき用タオル、汗ふきタオル、飲み物、筆記用具
申込・問：７/１６（火）までに郵便かＦＡＸ（郵便番号・住所・氏名・学校名・学年・性別・電話番号・参加希望の体験名を記入）で、
弘前縄文の会　今井さん（〒０３６－８３３３　若党町７５－２、ＴＥＬ・ＦＡＸ０１７２－３２－９２７２）へ。

アップルウェーブカルチャー教室
夏を涼やかに華やかに彩る
Ｓｏｒａプロデュース 夏を楽しむハ-バリウム教室
（他８/１９、９/１１）

土手町コミュニティパーク １０：００～１２：００

各回￥３，０００（受講料￥５００＋材料費￥２，５００）　講師：沓澤香純先生（プリザードフラワー・キャンドルｓｏｒａ主催）
７/２２：基本編（２本）定番の瓶を使って花材の見せ方やオイルの透け感の変化を体験
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

工藤盛龍「ねぷた絵展」（～８/２５） 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

23 火 愛宕神社　宵宮 駒越 夕方～ 店数３０ 宵宮

動物観察と自然体験キャンプ会（～２５日）
参加料￥１，５００（当日徴収）※要事前申込　　対象：小学校３年生～６年生の３０名（先着順）
内容：動物観察、工作、虫取り
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

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

親子で音楽に合わせて運動したり、製作したりします。今月は夏の製作をします。
身長・体重を測りますので、１０分前までに来てくださいね。
対象：２４日（水）１歳５ヶ月～1歳１１ヶ月／２５日（木）２歳～２歳８ヶ月※２歳お誕生会もします。／２６日（金）２歳９ヶ月～
※３歳以上の子のお誕生会もします（７月うまれのお子さんは申込の時に教えてくださいね。）
定員：各２０名※要事前申込（定員になり次第締め切ります）
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場まで（０１７２－３５－０１５６）

アップルウェーブカルチャー教室
大人のためのレザークラフト教室—２０１９．夏Ｖｅｒ—
こだわりのある素材でペンケースを作ろう！

土手町コミュニティパーク １３：００～１６：００

職場のデスク、カフェでの打ち合わせや勉強に。長く使うほどに生まれる素材の味わいが魅力。
好きな言葉や名前の刻印を入れることもできます
料金￥５，５００（受講料￥２，０００＋材料費３，５００）※＋￥２００でペンケースを眼鏡ケース兼用タイプに変更できます。
講師：新山智之先生（「手作り靴工房　にい」代表）
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

講演・講座・セミナー

弘前市老人クラブ連合会　芸能発表大会
弘前文化センター
１階ホール

１２：４５～１６：１０
入場料無料※事前申込不要　内容：市内老人クラブ会員による踊りなどの芸能発表
問：弘前市老人クラブ連合会事務局（０１７２－３６－３８３４）

その他

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）

参加無料　持ち物：雇用保険受給者の方は、雇用保険受給資格者証
内容：①職業訓練制度の概要について②訓練内容の説明③ジョブカード制度について
申込：参加申込書に必要事項をご記入の上、ハローワーク弘前または弘前就労支援センター総合案内へ。
問：訓練に関することはハローワーク弘前職業紹介第２部門（０１７２－３８－８６０９　４２♯）

講演・講座・セミナー

愛宕神社　宵宮 愛宕 夕方～ 店数１５ 宵宮

ブルームーンカルテット＠専求院 専求院 １９：００～ 問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２） ライブ・コンサート

錦石等展示会（～２８日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：NHK弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

原爆写真展（～２８日）
１０：００～１７：００
（初日１３：００～
最終日１５：００まで）

加藤慶章 写真展　人間万歳（～２９日） １０：００～１６：００

第４１回鐵心書道展・児童展（～２８日） 弘前文化センター 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

農業人絵師　鈴木秀次追悼本　出版記念　朗読会 鳴海要記念陶房館 １３：３０～（約１時間）
入場料無料
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

映画・演劇・舞台

鬼太鼓座 文化都市ひろさきの活性化を担う人材育成
おんでこざワークショップ「鳴らそう日本の音！
竹楽器ワークショップ！」（～２７日）

弘前文化センター ２６日集合：１０：００（予定）

世界で活躍する、和太鼓を中心とした「日本の音集団、鬼太鼓座（おんでこざ）」のメンバーが直接指導するワークショップです。
竹を使って一緒に楽器を作り、一緒にリズムを奏で、音楽の楽しさを伝えます。
参加費：１人￥２，０００（材料費・保険含）　対象：小学３年～６年（先着８０名）
 親子または兄弟で参加の場合はお問い合わせください。
申込・問：チラシ裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはＥメールで、一般社団法人弘前芸術鑑賞会事務局
（ＴＥＬ０１７２－４０－４０８２　ＦＡＸ０１７２－４０－４８６１　Ｅ－ｍａｉｌ：hirosakigeikan@gmail.com）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

アップルウェーブカルチャー教室
ジョージのおやつプロデュース
罪悪感なし！カラダにやさしい”おやつ”を作ろう♪
季節の“ロースイーツ”シリーズ
（他８/２８、９/２５、１０/２３）

土手町コミュニティパーク １８：００～１９：３０

料金各回￥３，０００（受講料￥２，０００＋材料費￥１，０００）　講師：竹内丈滋先生（ジョージのおやつ代表）
２６日：出た！スーパーフードチアシード！南国風濃厚マンゴープリン※受講の際は、エプロンとおしぼりをご持参下さい。
申込：各講座開催の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。受講料は講座お申込時にお手続きください。
問：アップルウェーブ株式会社（０１７２－３８－０７８８　受付時間 １０：００～１８：００まで）

講演・講座・セミナー

２０１９アカネバレエ教室発表会 弘前市民会館　大ホール
開場１８：００
開演１８：３０～２０：３０

入場料無料※整理券必要　整理券配布場所：市民会館、中三弘前店　他（６月末から配布予定）
問：アカネバレエ教室 渡辺さん（０９０－３９８２－１８１８）

ダンス・舞踏

弘前大学大学院　人文社会科学研究科
大学院・入試説明会開催

弘前大学　人文社会科学部棟
４Ｆ　多目的ホール

１８：００～１９：１０

大学院生の生の声を聞くことができます。大学院の制度や生活についての疑問にもお答えします。
大学院に関心のある方は、受験の時期や学部・学年あるいは学内外を問わず、奮ってご参加ください。※事前申込不要
内容：人文社会科学研究科について、入学試験について、大学院生の声、教員からのメッセージ、院生室見学、個別相談
問：弘前大学　人文社会科学部総務グループ　教育担当（０１７２－３９－３９４１）

相談会

ツシマケンタ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ
３ ｍａｎ ｌｉｖｅ「デルタアタックＶｏｌ．１１」
～道見舞美　夏ＥＰ「虎視々」リリースツアー弘前編～

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：前売￥２，０００　当日￥２，５００（＋１ドリンク￥５００）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com　ＨＰ：http://robbins-nest.jp/）
　　ツシマケンタさん（Ｅメール：tsushimakenta.ss＠gmail.com）

ライブ・コンサート

観察会　夏の大三角を見よう 星と森のロマントピア天文台 １９：００～２１：００
入館料：高校生以上￥２００　４歳～中学生￥１００　３歳以下、市民は無料
※通常開館時間１３：００～２１：３０
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３）

お子様向け催し・
子育て・教育

嶽温泉　丑湯まつり（～２８日） 嶽温泉広場他 問：嶽温泉旅館組合 山のホテル（０１７２－８３－２３２９）

高岡の森弘前藩歴史館　夏休みイベント（～２８日） 高岡の森弘前藩歴史館 １０：００～

イベント内容：【２７・２８日】①抜刀術演武、据物斬り（１０：３０～１１：３０／１３：３０～１４：００）
                                     ②レプリカ甲冑着付け（各日先着３０名　１０：００～１２：００／１３：００～１５：００）
                   【２８日】       ③みちのくふるさと会による昔遊び（１０：００～１２：００）
                                     ④弘前大学マンドリン倶楽部による演奏、楽器指導（１３：００～１５：００）
※①を除き歴史館観覧料が必要となります。
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・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。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

県立弘前高等技術専門校　オープンキャンパス

参加料無料　技能教室の内容：①ＥＶミニカー製作／②フラワーテーブル製作／③コケ盆栽製作／④塩ビ管を用いた椅子製作
定員：①・②午前・午後各１５名 　③・④午前・午後各１０名（先着順）※小学生は保護者同伴。※要事前申込
申込期限：７/１７（水）１６：００必着
※詳しくはホームページ（https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_koukai.html）をご覧ください。
問：県立弘前高等技術専門校訓練課（０１７２ー３２－６８０５、ＦＡＸ０１７２－３５－５１０４）

広野神社　宵宮 小沢 夕方～ 店数３０ 宵宮

布袋寅泰　ＨＯＴＥＩ Ｌｉｖｅ Ｉｎ Ｊａｐａｎ ２０１９ 市民会館大ホール 開場１６：４５　開演１７：３０
入場料（全席指定）：￥８，０００（当日は￥５００増し）※３歳以上有料（３歳未満入場不可）。
前売券が完売した場合、当日券は販売しません。　入場券取扱所：弘前市民会館／ローソンチケット（L コード：２２２０５）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４　※第３月曜日は休館）

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）

鬼太鼓座 弘前文化センター 開場１３：３０　開演１４：００
観るものを圧倒するパワフルな太鼓の音と魂をゆさぶる笛が心に突き刺さる！
チケット（全席自由）：一般￥２，５００　大学・高校￥１，０００　中学生以下無料　会員￥１，５００
主催・問：一般社団法人 弘前芸術鑑賞会（０１７２－４０－４０８２）

土27

木25

金26

県立弘前高等技術専門校
午前の部１０：１０～１１：２０／午後の部１３：３０～１４：４０
（施設公開は９：００～１５：００）

日21

水24

アート・展示会百石町展示館

ライブ・コンサート

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

その他

２４日（水）追手門広場集合１２：３０
　　　　　　 出発１３：００（弥生いこいの広場泊）
２５日（木）追手門広場解散１２：００（１泊２日）

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

22 月



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

動物さんのもぐもぐ観察 弥生いこいの広場
動物さんへのエサやり体験など
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

Ｏｙａｙｏ’ｓ Ｒｏｏｍ 夏祭りだよ！全員集合♪
ヒロロ
３階　多世代交流室１

１０：００～１６：００

Ｏｙａｙｏ'ｓ Ｒｏｏｍ♡弘前ヒロロに行っちゃうよ～♪今年の夏は弘前ヒロロで盛り上がっちゃおう！！
津軽で活躍している起業女子八戸市で活躍している起業女子癒し・手作り・飲食・ワークショップ・
フォトスナップなど全部で１２店舗参加いたします。どのお店もオススメばかり♡体験しても良し！作っても良し！癒されても良し！
家族でもお１人さまでもお友だちでも楽しめる場所となってます遊びに来てね～♪
問：Ｏｙａｙｏ'ｓ Ｒｏｏｍ（Ｅメール：Oyayochan84@gmail.com）

金魚ねぷた絵付け体験
参加料：１組￥５００※要事前申込　 対象：各回１８組（先着順）※小学生以下は保護者同伴。
申込・問：７/１３（土）より市民文化交流館内　ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２ー３５－０１５４）へ。

夏休み親子体験！科学工作＆マジック
弘前市総合学習センター
２階多目的ホール

①１０：００～１１：４５
②１４：００～１５：４５

参加料：１組￥８００　対象：小学生と保護者各回２５組（先着順）　持ち物：ハンカチ
申込・問：７/６（土）１０：００より、総合学習センター内 学習情報館（０１７２ー２６－４８００）へ

認知症の人と家族のつどいｉｎ弘前 弘前市社会福祉センター １３：３０～１５：３０

認知症の方を抱える介護者同士がお互いに話し合い、介護の知恵を知ることが出来る場所です。
一人で悩まず語り合い、和やかな介護にしましょう。男性介護者の参加も歓迎いたします。
参加費：無料　※事前の申込は不要です。当日会場へ直接お越しください。
問：青森県支部　弘前地域世話人　中畑　年子様（０１７２－４４－４９５９）※日中不在につき、１８：００以降にお願い致します。

相談会

婚活Ｐａｒｔｙ ｉｎ カラオケ合衆国１０２ＢＰ店

参加料：男性￥５，０００　女性￥３，０００※軽食＆ソフトドリンク付き、アルコールなし。当日カラオケは行いません。
（初めての方、または２名様以上でご参加の方￥５００割引き）　定員：男女各８名※参加料は当日受付にてお支払いください。
その際、身分証明書の提示もお願いいたします。
キャンセル料について：４日前から前日８０％、当日１００％（ご連絡いただかない場合＋￥２，０００）
※個人情報保護のため、当日はパーティーネームでの開催となります。
申込・問：婚活サークルＡｒｈｅａｒｔ～アルハート～　工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

その他

広野神社大祭　宵宮 小沢 夕方～ 店数５ 宵宮

Ｍｕｓｉｃ　ＢＡＲ　Ｂ－ＢＬＵＥ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ
「ＣＲＯＳＳ ＯＶＥＲ ＪＡＰＡＮ
～福島復興支援ＬＩＶＥ ｉｎ 弘前Ｖｏｌ．１～」

Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１６：００
ＳＴＡＲＴ１６：３０

チケット：前売￥４，０００　当日￥４，５００　※ドリンクチャージとして別途￥５００
問：（０２７６－４５－９４５５）

カワイ音楽教室発表会 弘前文化センター　ホール
入場料無料
問：弘前文化会館（０１７２－３３－６５７１）

29 月 縄文土器製作体験
弘前文化センター
１階　会議室

１３：３０～１５：００

参加料￥１００（当日徴収）　対象：小学生以上３０名（先着順）　持ち物：手ふき用タオル、汗ふきタオル、飲み物、筆記用具
申込：７/２３（火）までに郵便かＦＡＸ（郵便番号・住所・氏名・学校名・学年・性別・電話番号・参加希望の体験名を記入）で、
弘前縄文の会　今井さん（〒０３６－８３３３　若党町７５－２、ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－３２－９２７２）へ。
※平成３１年度市民参加型まちづくり１％システムの採択事業。

その他

こども山伏修行体験 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１５：００
雨天決行　参加料：１人￥２，０００ 対象：小学校４年生～６年生１０人（先着順）※事前の申し込みが必要。
内容：ほら貝吹き、数珠作り、座禅、精進料理の食事　持ち物：タオル、着替え
申込・問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

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：申込は７/３～２９日に弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ。

消費税軽減税率制度説明会
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

賀田夏祭り（～３１日） 賀田 夕方～ 店数３０ 宵宮

Ｓ．Ｐ．Ｎ ＰＯＷＥＲ企画 「漢祭り２０１９」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ
ＯＰＥＮ１７：３０
ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：￥２，８００　当日￥３，３００　※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）

ライブ・コンサート

ねぷたミニ展（～８/７） 弘前市立観光館　２階　ロビー ９：００～１８：００

対象者：小学生以上のアマチュアの方　出展方法：住所、氏名、職業(学校名・学年)、年齢、電話番号を明記の上、
作品の裏に貼り付けてお持ちください。　受付：７/１(月)～７/２６(金)までに、弘前市立観光館1F管理事務室へお持ちください。
作品サイズ：ねぷた鏡絵（縦７４ｃｍ 横５５ｃｍ以内） 見送り絵（縦１６３ｃｍ 横７４ｃｍ以内） 金魚ねぷた（直径２０ｃｍ以上）
※出展いただいた作品は、８/１１(日)～９/３０(月)までお返しいたします。
問：弘前市立観光館１階　管理事務室（０１７２－３７－５５０１）

アート・展示会

なつまつり
ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

１０：３０～１１：３０

「みんなで夜店ごっこを楽しみましょう」毎年人気のイベントです。今年のお店は何かなぁ…当日のお楽しみ♪♪
夏休みなので小学校低学年の皆さんも一緒に楽しみましょう。エコバッグ持参でお願いします。
定員：１００組※要事前申込（定員になり次第締切）
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

八幡宮　宵宮 八幡町 夕方～ 店数９０ 宵宮

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）

お子様向け催し・
子育て・教育

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

カラオケ合衆国１０２バイパス店
　午前の部：２５～３６歳までの独身男女
　　１１：００～１３：００（受付１０：４０～）
　午後の部：３７～４９歳までの独身男女
　　１４：００～１６：００（受付１３：４０～）

28

ヒロロ　４階　市民文化交流館ホール
①１０：３０～　②１３：３０～　③１５：３０～

・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

日

31 水

火30

・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

・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）

※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


