
弘前ねぷたまつり・関連イベント
日 曜日 イベント名 場所 時間

駅前ねぷた特別展示（～８/１６） 弘前駅中央口

工藤盛龍「ねぷた絵展」（～８/２５） ギャラリーあねっこ ★９：００～１８：００

《弘前市誕生１３０周年記念》企画展３
「弘前ねぷた展」（～９/８）

併設 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
休館日：８/１９(月）

ねぷたミニ展（～８/７） 弘前市立観光館

弘前ねぷたまつり（～７日）

津軽剛情張大太鼓及びねぷた公開（～６日）
市民中央広場
亀甲町広場（ねぷた公開のみ）

８：００～１７：００

弘前ねぷた予習ツアー（～４日） 集合：弘前市立観光館 １４：００～１７：００

「柳井の金魚ちょうちん」と「津軽金魚ねぷた」展示会
（～３日）

ＮＨＫ弘前支局　ギャラリー １０：００～１６：００

3 土 木育『金魚ねぷた笛』
ヒロロ
３階　駅前こども広場

１１：００～１２：００

4 日 組ねぷた特別展示 （～６日） ヒロロ玄関前 ねぷた運行時を除く

5 月 青森・函館ＤＣイベント
ねぷたまつり屋台村（～６日）

アプリーズ
１階外　特設会場

１６：００～２１：００

7 水 なぬかびおくり 岩木川河川敷（悪戸字鳴瀬）
※茜橋上流

開場１７：００
終了２０：３０（予定）

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

藤田記念庭園　夜間開園
夜の庭園散歩（～４日・１１～１５日・２４日）

藤田記念庭園
洋館、高台部、低地部

１７：００～２０：００

ＪＲ弘前駅自由通路 津軽三味線演奏（～６日） ＪＲ弘前駅 自由通路
①１４：２０～１４：４０
②１５：２５～１５：４５

問：弘前駅観光案内所（０１７２－２６－３６００）

弘前公園中濠観光舟
「ねぷたまつり期間は初運行！！」（～７日）

のりば：東内門石橋付近 ９：００～１７：００
（最終乗船１６：３０）

4 日 第６回大森勝山 じょうもん祭り 史跡大森勝山遺跡
裾野地区体育文化交流センター

９：００～１５：００

9 金 城下町のサムライ文化を楽しむ町並みフェア（～１１日） 仲町伝統的建造物群保存地区 １０：００～１６：００

10 土 弘前大学　オープンキャンパス 弘前大学 １０：００～１５：００
（受付９：３０～）

11 日 弘前城本丸石垣修理
令和元年度記念イベント

弘前公園内
（受付：下乗橋付近）

１０：００～１５：００
（受付９：３０～）

14 水 第２回　為信ふるさと祭り（～１５日） 弘前文化センター
前庭　津軽為信公銅像前広場

１８：００～２１：００

15 木 ２０１９ あおもり民謡の祭典（～１６日） ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１０：００
開演１０：３０（両日共）

にじいろのネジ
～自分だけのネジロボットキーホルダーと
カメラを作ってみよう！

弘前市まちなか情報センター
２階　交流室

午前の部１０：００～
午後の部１４：００～
（各回３０分前より受付）

本当にあった「弘前の怪談」 土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１８：００～２０：００
（開場１７：３０）

18 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

23 金 和のタイムトラベル・エンターテインメント
ジパング笑樂座　Ｚｉｐａｎｇｕ－Ｓｈｏｗ “ＲＡＫＵＺＡ”

弘前公園 本丸 開場１９：００　開演１９：３０

木

    　　　　　　　　　　　　　　　 令和元年 ７月 29日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

お問い合わせ先・備考

1 木

７/２７
（土）～

７/２２
（月）～

７/１
（月）～

骨組みの状態から鏡絵などを貼るまでの制作過程が見られます。　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

７/３１
（水）～

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

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。
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

津軽の夏を彩る弘前ねぷたまつり。お祭り前の空き時間、弘前の街とねぷたのあれこれを、市民ガイドとちょっぴり予習してみませんか？
よりいっそう、まつりをお愉しみいただけるはずですよ♪　ガイド：弘前観光ボランティアの会
料金：￥１，８００（弘前公園有料区域入場料金、津軽藩ねぷた村入村料含む）　定員：毎回２０名
コース：弘前市立観光館→弘前城→津軽藩ねぷた村（囃子体験・見学）→亀甲広場（ねぷた小屋）→桜大通り
申込・問：実施日の３日前までに弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１　ＨＰ：http://machi-aruki.sakura.ne.jp）へ。

入場無料　金魚ねぷたと、金魚ねぷたをもとに作られた山口県柳井市の「金魚ちょうちん」の共演をぜひご覧ください。
問：弘前文化財保存技術協会　今井　二三夫さん（０１７２－３２－９２７２）

金魚ねぷた笛に絵付けをします。木の感覚や木目を感じながら、親子で作りましょう。
材料費：￥１，０００※当日徴収　定員：１３組※要事前申込（１家族１セットになります。定員になり次第しめきります）
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

展示する時間や期間が変更となる場合があります。　問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

1

問：ヒロロ（０１７２－３５－０１２３）

※雨天決行　参加料無料※事前申込不要
内容：１「おおもりかつやま展望台」（随時）　２「おおもりかつやま遺跡探検隊」（①１０：００②１４：００※４０分程）
　      ３「おおもりかつやま縄文クイズラリー」（随時）　４「地産地消ふるまい鍋」（お昼ころ）　５「ちゃれんじ！野菜焼」（１１：００～１４：００ころ）
        ６「ドキドキ！チェンソーアート」（全日）　７「わくわく！じょうもん生活」（随時）　８「すそのよさこい」（１１：００）
        ９「おおもりかつやまミニＪＡＺＺコンサート」（１３：００～）
　　   １０「おおもりかつやまパネル展」（随時）　１１「おおもりかつやま土器展示会」（随時）
※１～９は大森勝山遺跡で、１０・１１は裾野地区体育文化交流センターで開催します。
会場へのアクセス方法：現在遺跡では整備工事を行っております。
車でおいでの方は裾野地区体育文化交流センターに駐車して下さいますようお願いいたします。
（昨年までとは駐車場が異なります）。交流センターから遺跡までは無料シャトルバスを約１５分おきに運行いたします。
また、「裾野地区線」と「ＪＲ弘前駅線」の２コースでも無料シャトルバスを運行いたします。（時刻等はチラシ裏面参照）
問：青森県弘前市教育委員会文化財課（０１７２－８２－１６４２　平日８：３０～１７：００）

かつて、なぬかびにねぷたを水に流したという行為を、炎で流し送るという意味に置き換え、 新しいイベントとして、なぬか日の夜に、
ねぷたまつりのフィナーレを飾ります。岩木川沿いの土手を十数台の本ねぷたが運行する「ねぷた流し」や、ねぷたを炎で清め送る「なぬかびおくり」を行
います。
入場料無料※雨天中止
内容（予定）：開場、露店営業開始、ねぷた搬入（１７：００）／ステージイベント（１７：００～１９：２０）／ねぷた展示（１７：３０～１８：５５）／
　　　　　　　   ねぷた流し〈ねぷた囃子一斉演奏有〉（１９：３０～２０：００）／ 主催者挨拶〈河川敷〉（２０：００～２０：１０）／
              　  ねぷたおくり〈燃やし、ねぷた囃子一斉演奏有〉（２０：１０～２０：３０）／終了２０：３０
                  ※都合により、開始時刻・内容等が変更になる場合があります。
◆シャトルバス運行：観光館バスプール⇔西部給食センター間をバス２台で循環する予定。
　１６：４５（始発）～２１：００（最終）※乗車待ちのお客様がいなくなるまで運行
◆「イオンタウン樋の口」にタクシープール開設
問：弘前市観光政策課（０１７２－３５－１１２８）

2019年８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

毎日先着１００名様に特製うちわをプレゼント。 たか丸くんもくるよ。皆様ぜひご来場ください♬
内容：盆踊り、夜店、三味線演奏、囃子演奏
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

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）

【有料観覧席】●イス席（１日～６日）：￥２，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわ・ガイドひろさき２０１９が付きます）
　　　　　　　　　　※小学生未満のお子様でも１人分のイス席を使用する場合はお申込みを頂きます。
　　　　　　　　 ●桟敷席（１日～４日）：大人￥２，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわ・ガイドひろさき２０１９が付きます）
　　　　　　　　　  桟敷席（１日～４日）：小中学生￥１，０００（青森県産りんごジュース・ねぷたうちわが付きます）
※チケットの払い戻しは、悪天候等による中止の場合のみ可能となりますのでご了承下さい。（雨天中止の決定は１７：００となります）
プレイガイド：【窓口販売による購入】弘前市立観光館、弘前市まちなか情報センター
　　　　　　　 　【チケットぴあによる購入（Ｐコード：６４２－８５７）】サークルKサンクス、セブンイレブン
　　　　　　　　 ※「チケットぴあ」での販売は７/２１まで
　　　　　　　　窓口販売は売切次第終了となります。また、電話予約は受付けられませんので予めご了承下さい。
【運行経路の交通規制予定時間】１～４日（土手町）：１８：３０～２２：００頃　５・６日（駅前）：１８：３０～２２：００頃　７日(土手町)：９：３０～１１：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※桜大通りは１～４日の１７：３０から車両通行禁止になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ねぷた待機場所およびねぷた運行経路の規制は、集合状況経路進行状況によって、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車両通行禁止、迂回等の規制が行われますので警察官、交通指導隊の指示に従ってください。
問：公益社団法人弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

１日～４日：土手町コース　１９：００～
５日・６日：駅前コース１９：００～
７日(なぬか日)：土手町なぬか日コース １０：００～

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

「和船」と船頭によるお濠めぐりを楽しめます。
乗船料：中学生以上￥１，０００　小学生￥５００　就学前は無料（大人１人につき１人まで）※事前予約はできません。
乗船定員：１９名（就学前も１名と数えます）　乗船時間：２０～３０分の予定
※運行時間・乗船時間は天候・乗船者の状況により変更あり。
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

現在、石垣修理事業は、検出した遺構をどのように保護しながら積み直しへ繋げていけるのか検討しているところです。
今回、令和元年度記念として、さまざまなイベントを開催します。歴史ある文化財を現代から未来へ紡ぐ貴重な機会ですので、ぜひおいでください。
参加料無料※事前申込不要。※小雨決行、荒天時は１２日に延期。
内容：「①メモリアルストーン体験（内濠）」石垣積み直しの際に敷き詰めていく裏込石（うらごめいし）に、未来へ向けたメッセージを記し、
　　　　　 記念証明書を発行します。
        「②現場遺構公開説明（内濠）」発掘調査の成果を近場から確認することができます。※小学生以上対象
        「③石垣解体経過報告」弘前城情報館で１０：００、１１：００、１３：００、１４：００から各３０分程度、大画面で説明します。
問：公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

ねぷたまつりにぴったりのビールや焼き鳥の他、ご当地ならではのねぷたこんにゃくや、りんごのお酒「ＡＯＭＯＲＩ　ＣＩＤＲＥ」等を販売いたします。
問：アプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

入場料無料（喫茶コーナーは有料）　内容：古武術の演武と体験（１１日の１１：００～１２：００、１４：００～１５：００）、
喫茶コーナー、公開武家住宅スタンプラリー（すべてのスタンプを集めた人にオリジナルポストカードをプレゼント）
問：弘前市仲町伝統的建造物群保存地区保存会　今井さん（０１７２－３２－９２７２）

弘前大学の学びは、人文・社会・教育・医学・理学・工学・農学と幅広い学問領域を網羅。
約７０００人の学生が領域の枠を飛び越え、地域をステージに実践的・能動的に学んでいます。
奨学金、寮、就職状況等についてもお話しします。オープンキャンパスで大学生活をのぞいてみませんか。※プログラムは当日受付でお渡しします。
●文京町キャンパス　人文社会科学部／教育学部／理工学部／農学生命科学部　●本町キャンパス　医学部（医学科・保健学科）
その他：学習体験、在校生との交流、各種相談コーナー、研究室訪問ほか
問：弘前大学　学務部入試課（０１７２－３９－３１２２）

入場料無料※アンケートにご協力頂ける方から先着順にイス席へご案内します。※立ち見の方も自由にご覧いただけます。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

１５日　「第８回 津軽民謡りんご節世界大会」　入場料無料※出入り自由
内容：りんご節一般の部Ａクラス（３年以上の経験者でプロ・アマ問いません。）
　　　　りんご節一般の部Ｂクラス（３年未満の経験者で、 年齢・性別を問いません。）
　　　　りんご節ジュニアの部（中学生以下。性別は問いません。）／津軽民謡ジュニアの部／津軽民謡一般の部
１６日「第３回 津軽三味線腕くらべ」　入場料無料※出入り自由
内容：●個人部門　初級の部（１５歳以下）／ 中級の部（１６歳以上）／上級の部（年齢不問）／シニアＡ〈５５歳～６５歳まで）／シニアＢ（６６歳～）
      　●団体部門　団体Ａ（出場人数２人以上、１０人以下）／団体Ｂ（出場人数１１人以上、２５人以下）
問：弘前市民俗芸能連合会事務局（０１７２－４０－２００７）

金16

弘前市内の出来事を中心に、津軽にまつわる怪談や心霊写真をトークライブ形式で紹介していきます。
背筋がゾクッとするお話しから、切なくも心温まる不思議なお話しど。。。みんなで集まって夏の熱さを吹き飛ばそう！
入場料：￥１，５００※要事前申込。
申込・問：８/１３（火）までにアップルウェーブ株式会社〈土手町コミュニティパーク３階〉（０１７２－３８－０７８８）へ。

参加料：１組￥１，０００（ネジロボットキーホルダーとカメラの２個製作分の料金です）　定員：各回１０組２０名（先着順）
対象：小学生と保護者（お友達や兄弟での参加可）　講師：ひろさきアフタースクール
※駐車場がございませんので公共交通機関、または近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。
申込・問：弘前市まちなか情報センター（０１７２－３１－５１６０）



イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

25 日
ファッション甲子園２０１９
第１９回 全国高等学校ファッションデザイン選手権大会

弘前市民会館
大ホール

開場１２：００　開演１３：００

27 火

ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
－ＡＬＬ　ＳＴＹＬＥ　１ｏｎ１バトル
ＨＯＵＳＥ　ＭＵＳＩＣ ｓｉｄｅ ＆ ＨＩＰＨＯＰ　ＭＵＳＩＣ ｓｉｄｅ－

弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

28 水 重要無形民俗文化財　お山参詣（～３０日） 岩木山神社　他
２８日向山（むかいやま）
２９日宵山（よいやま）
３０日朔日山（ついたちやま）

29 木
ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング ｉｎ
岩木山　第３６回レッツウォーク「お山参詣」

受付：岩木文化センター
あそべーる正面玄関

受付：７：３０～

８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

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）

体験

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

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

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）

アート・展示会

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

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）

お子様向け催し・
子育て・教育

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
観覧料無料
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

弘前まんじ札（～８/２３） 弘前市内　各店舗 各店舗による

まんじ札とは・・・数十年前、弘前のお店・施設で無料配布されたお札。各店舗の独創的なデザインが話題を呼び、
子ども達を中心に大流行しました。年号が変わり弘前まんじ札と題し、今年度で８年目を迎えます。
参加店数：４０店舗（無くなり次第終了）
※全店舗の平成まんじ札を集めた方、先着１００名に記念品を差し上げます。
　 全ての札をご持参の上、弘前青年会議所までお越しください。
心得：●まんじ札は一人一回一枚無料でもらえます。
　　　　●忙しそうな時は待つか、時間をずらしてください。閉店時間ギリギリや休日などにもらいに行かないでください。
　　　　●知らない場所へ貼ったり、盗むのは禁止です。迷惑駐車はしないでください。
　　　　●配布店舗、施設へ収集に関するご質問はご遠慮ください。当会に関してもご質問の内容によってはご対応いたしかねます。
問：弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８　平日１０：００～１２：００／１３：００～１６：００）

イベントピックアップ

弘前市りんご公園　企画展
津軽こぎん刺し展（～８/１８）

弘前市りんご公園内
りんごの家

９：００～１７：００
制作体験実施中！：８/１～７、１０～１２、１７・１８　体験内容：こぎんしおり（１枚２５０円）　協力：岩木かちゃらず会
問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

アート・展示会

弘前大学資料館 第２３回企画展
弘前大学と昆虫学 　伝統とその継承（～１１/２）

弘前大学資料館
（文京町キャンパス内）

１０：００～１６：００

弘前大学と昆虫学の関わりを振り返り、また青森の豊かな自然とそこにすむ昆虫を知ることで、多くの方々に
昆虫学に関心を持って頂きたいと思います。
入場料無料　　休館日：日曜・祝日・８/１３～１５日※１０/２７（日）は開館
問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２）

アート・展示会

福井一　回顧展（～８/３） 百石町展示館
１０：３０～１８：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館(０１７２－３１－７６００) アート・展示会

弘前工芸舎　夏限定企画展（～８/１８）
藤田記念庭園
匠館（旧考古館）２階　ギャラリー

１０：００～１６：００
※ねぷたまつり期間
　　９：００～１７：００

入場料無料
問：弘前市産業育成課物産振興係（０１７２－３２－８１０６）

アート・展示会

お問い合わせ先・備考

７/２７
（土）～

７/２２
（月）～

７/１８
（木）～

７/１９
（金）～

７/２９
（月）～

７/３１
（水）～

５/４
（土祝）～

６/１６
（日）～

１/１２
（土）～

３/２６
（火）～

６/1
（土）～

７/２１
（日）～

６/２２
（土）～

７/２０
（土）～

「お山参詣」は古くから受け継がれてきた、五穀豊饒・家内安全を岩木山に祈願し集団登拝する伝統行事で、
ご神体である岩木山と一体となることによって、自己の浄化を目指すとされています。
昭和５９年に国の重要無形民俗文化財に指定されたことを契機に、一般の方々にこの文化財行事を体験してもらえるように
「レッツウォークお山参詣」が企画されました。
「ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング」にもなっているので、伝統行事の体験に加えて、ご当地のおいしい食べ物、
豊富な温泉を楽しめる体験ツアーです。
参加料￥２，０００（食事代、保険代、バス代、クリーニング代など）　定員：３００名
歩く距離：６．５ｋｍ　アクセス：弘南バスターミナル発７：１０→岩木庁舎７：３５（枯木平行き）
※片道￥３９０　送迎バス　弘前駅城東口７：００出発※要予約（帰りは「おつかれ会」終了後）
服装など：白系統の着衣（白Ｔシャツ、白ズボン、白っぽい運動靴※６．５ｋｍのウォーキングが可能な履物）半纏等は受付時にお貸しします。
申込方法：郵送、ＦＡＸ、ＨＰで申し込むか、直接観光協会事務所へご持参下さい。
参加費の支払い方法：「振込」８/１０（必着）までに指定銀行にお振込みください。
振込先：東奥信用金庫　岩木支店　普通口座　１０８８５８５
           名義：レッツウォークお山参詣実行委員会　委員長　齊藤 爾（レッツウォークオヤマサンケイジッコウイインカイ　イインチョウ　サイトウ　チカシ）
「現金書留」申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて下記住所まで郵送して下さい。※参加料の入金確認後に申し込み完了となります。
※振込手数料はご負担いただきます。
問：レッツウォークお山参詣　実行委員会事務局（〒０３６－１３４３　弘前市百沢裾野１２４（岩木山観光協会内）
ＴＥＬ０１７２－８３－３０００　ＦＡＸ０１７２－８３－３００１　Ｅメール：1625@iwakisan.com）

通年

観覧料無料
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

高校生のファッションデザイン全国Ｎｏ．１を競う「ファッション甲子園」が今年も開催されます。第１９回目を数える今年は、
全国２，７７１点のデザイン画の中から審査で選ばれた３５点（チーム）が弘前に集い、ファッションショー形式の公開審査で上位を競います。
本県からは弘前実業高校、青森中央高校、五所川原第一高校の３校が出場します。
入場料：￥５００（全席自由）　ゲスト審査員：宇津木えりさん（ファッションブランドｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ, デザイナー）
プレイガイド：弘前商工会議所、弘前市民会館、まちなか情報センター、さくら野百貨店弘前店、弘前市立観光館、中三弘前店、ヒロロ、
                  弘南鉄道弘前駅・中央弘前駅ほか
問：弘前商工会議所内　ファッション甲子園実行委員会事務局（０１７２－３３－４１１１）

津軽地方の人々にとって「岩木山」はかけがえのないシンボルであり、古くから「お岩木山」とか「お岩木様」と慣れ親しまれてきました。
旧暦の８/１には、「五穀豊穣」「家内安全」を祈願して、この「お岩木様」に集団登拝する行事が「お山参詣」・「ヤマカゲ」といわれている行事です。
お山参詣は、向山、宵山、朔日山と３日間行われます。向山と呼ばれる初日、岩木山神社では、訪れた多くの人たちが参道を上ってお参りします。
翌日の｢宵山｣では、大勢の参拝者が黄金色の御幣や色あざやかな幟(のぼり)を掲げ練り歩きます。白装束に身を包んだ参拝者たちは、
登山囃子が響く中｢サイギ、サイギ｣の掛け声を響かせ、岩木山神社を目指します。
終日の３日目は、｢朔日山｣。参拝者は岩木山の山頂を目指して未明に出発します。
懐中電灯などの明かりを頼りに岩場を登り、山頂付近でご来光に向かって手を合わせます。
問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）



８月のイベント情報
日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

ゆうれい展（～２１日） ギャラリー森山 １０：００～１６：００
津軽の寺院や個人が所蔵する江戸時代の幽霊画や地獄絵図を展示いたします。
入場料：大人￥５００　小人￥３００
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

ちょきちょき切り絵展（～１５日） 藤田記念庭園　和館 ９：００～１７：００
入園料：大人￥３１０　子ども￥１００
※８/１１ （日・祝）の１６：００～切り絵ワークショップを行います（参加料：￥１，５００程度）
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

図書館のお仕事やってみ隊
（①１日（木）・８日（木）、②２日（金）・９日（金）、
③３日（土）・１０日（土）
※いずれか２日間の参加が必要。）

弘前図書館 ９：３０～１２：００
図書館の仕事見学やカウンター業務体験（本の貸し出しや返却）、本のコーティング作業などを体験してみませんか。
参加料無料　対象：市内の小学４年生～６年生 各６名（先着順）　持ち物：自分の本２冊（コーティングの実習で使用）
申込・問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

米寿記念諸盆栽作品展（～３日） 緑の相談所 ９：００～１６：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７ ） アート・展示会

２０１９夏休みトモロー塾（他９日・１６日） ①津軽ダム周辺
②③岩木山総合公園

①９：００～１３：００
②９：００～１４：００
③１０：００～１２：００

①カヌー体験②木登り体験③ユニバーサルスポーツ体験（ボッチャ、フライングディスク、車いすバスケ※体育館で行います）
参加料①￥２，０００②￥１，５００③￥２００※各自傷害保険に加入を。
定員：各回小学生２０名（いずれも先着順。５人に達しない場合中止）
※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：開催日の７日前までに、岩木山総合公園（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１　ＦＡＸ０１７２ー８３－２６３５
              Ｅメール：info@iwakisansportspark.com）へ。※無料送迎あり。申込時に問い合わせを。

お子様向け催し・
子育て・教育

「津軽塗」ワークショップ（～６日） 武徳殿休憩所
（弘前公園内）

１０：００～１５：００ 体験料￥１，４００～（別途入園料が必要）　内容：箸やＵＳＢメモリなどへの研ぎ出し体験（所要時間約３０分～）
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

体験

乳井神社　宵宮 乳井 夕方～ 店数３０ 宵宮

弘前大学教育学部付属中学校３年生による
アートプロジェクトｖｏｌ．５
となりのひろふ遊園地展（～４日）

弘前文化センター
１階　美術展示室

９：００～１８：００

今年の３年生はひろふ動物園のとなりに段ボールの遊園地を作りました。
昨年解体されずに残った動物たちと一緒に段ボールの遊園地で遊ぶことができます。
見て楽しむことも記念に写真を撮ることもできます。是非遊びにきてください。
問：弘前大学教育学部附属中学校 美術科担当　蒔苗さん（０１７２－３２－７２０１）

アート・展示会

Ｓｕｍｍｅｒ スクール「飼育員のお仕事体験」 弥生いこいの広場 ９：００～１４：００

動物広場にいる動物たちのお世話をしてみよう。
参加料：￥３００（豚汁、ジュース代含む）　対象：小学生１５名（先着順）
持ち物：おにぎり、飲み物、タオル、着替え、帽子、長靴、手袋　内容：エサの準備、動物広場の清掃など
申込・問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）へ。

親子でおやつ
ヒロロ
３階　駅前こども広場／健康ホール

１３：００～１５：３０

今回は小麦アレルギーの子のためのおやつ作りをします。小麦、卵、牛乳を使わない米粉マフィンを作ります。
アレルギーをお持ちでない方も参加できます。
材料費：￥３００※当日徴収　　定員：１５組※要事前申込。定員になり次第締め切ります。
対象：３歳以上（０～２歳まで託児あり。定員：５名）　持ち物：エプロン・三角巾
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

おたのしみおはなし会（他１０・１７・２４日）
弘前図書館
１階　閲覧室おはなしコーナー

３・１７日
１１：００～１１：３０
１０・２４日
１５：００～１５：３０

『おばけ・妖怪・怪獣』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※事前申込不要。　対象：おおむね４歳～小学校低学年までの園児・児童
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

ソフトテニス教室（～２５日の毎週土・日曜日※全８回） 河西体育センター
テニスコート

９：００～１２：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：市民（未成年者は保護者同伴または要送迎）
内容：初心者、中級者、上級者に分かれて練習方法の習得※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：弘前テニス協会　築舘さん（０９０－３６９４－０７９６）

スポーツ

市民会館大ホールでスタインウェイを弾いてみよう
（～６日）

弘前市民会館
大ホール

９：００～１７：００
（初日１０：００～、
最終日１６：００まで）

参加費：３０分￥３，０００、６０分￥５，０００ （完全予約制。先着順。高校生以下は保護者の立ち合いが必要）
申込・問：弘前市民会館ＨＰ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/shiminkaikan/）から申込用紙をダウンロードし、
ＦＡＸかＥメールで市民会館（ＴＥＬ０１７２－３２－３３７４　ＦＡＸ０１７２－３２－３３８１　Ｅメール：shiminkaikan@hi-it.jp）へ。
※第３月曜日は休み、月曜日が祝日の場合は翌日が休み

体験

弘前メンネルコール　不定期コンサート 弘前文化センター　ホール 開場１３：３０　開演１４：００
チケット：前売券￥５００（中学生以下無料）
プレイガイド：弘前市社会教育行議会（文化センター内）、まちなか情報センター、中三弘前店
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

高岡の森弘前藩歴史館　第２回ロビーコンサート 高岡の森弘前藩歴史館 １４：３０～１５：３０

参加料無料（ただし観覧料が必要）　定員：３０名※事前申込不要
内容：チェロとコントラバスの二重奏　出演：菊地謙太郎さん、鈴木愛理さん
観覧料：一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０）　小・中学生￥１００（￥５０）※（ ）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）

郷土文学館ラウンジのひととき　朗読「津軽の詩」より 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※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）

映画・演劇・舞台

秋まき野菜の栽培 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） 講演・講座・セミナー

雪雄子舞踏ワークショップ「身体に還る日」 鳴海要記念陶房館 １３：３０～
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

乳井神社　大祭 乳井 夕方～ 店数５ 宵宮

弘前大学津軽三味線サークル 藤田記念庭園　洋館 ①１１：００　②１３：３０

本公演では津軽三味線の伝統曲「じょんがら節」や「連奏」「秋時雨」など、毎年卒業生が作り残していく
サークルオリジナル曲をお聞きいただきたいと思います。
入場料無料　　演奏予定曲：津軽じょんがら節、りんご節、連奏、秋時雨、宴、祭音　ほか
問：弘前大学津軽三味線サークル（Ｅメール：hushamibu@gmail.com　ＨＰ：https://hushamibu8.wixsite.com/itomaki）

ライブ・コンサート

「カブトムシＧＥＴだぜ！」 弥生いこいの広場 １０：００～１２：００
ミッションを達成してカブトムシをもらおう！参加料無料（動物広場入場料が必要となる場合があります）※雨天中止。
カブトムシがなくなり次第終了。
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

お子様向け催し・
子育て・教育

佐々木久美子ピアノ教室　スタディコンサート２０１９ 弘前文化センター　ホール 開場１４：４０　開演１５：００ 入場無料
問：佐々木久美子ピアノ教室（０１７２－３４－１１２５）

弘前×盛岡 「ねぷたvsさんさ」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１５：００
ＳＴＡＲＴ１５：３０

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

クラフト体験教室 ｉｎ すその 裾野地区体育文化交流センター １０：００～１６：００
体験料：￥５００～　内容：レザークラフト、こぎん刺し、レジン、ハーバリウムなど
申込・問：８/３（土）までに裾野地区体育文化交流センター（０１７２－９９－７０７２）へ。
※月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休館

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

集合：ＪＲ弘前駅前（正面） １４：００～１７：００ 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）

写真パネル見る「原爆と人間展」
（～１５日※土・日曜日、祝日を除く）

弘前市役所 前川新館
１階　市民ギャラリー

８：３０～１７：００ 観覧料無料
問：弘前市法務文書課法務文書係（０１７２－４０－０２０５）

アート・展示会

ベビーマッサージ
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場・
多世代交流室２

１０：３０～１１：３０
定員：２０組※要事前申込。定員になり次第しめきります。　対象：～１歳６か月まで
持ち物：バスタオル・普段使用しているボディクリームがあればお持ちください。
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）へ。

ぴょんぴょん広場（他１９・２６日） ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１１：３０

弘前市にお住いのお子さんを対象としたお子さんの発達を応援する遊びの広場です。
就学前までのお子さんと保護者の方を対象に、親子で楽しく体を動かして遊びながら発達面や行動面の心配の相談に応じます。
※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）

ＮＰＯ法人スポネット弘前 特別企画
元気に！楽しく！心も身体もリフレッシュ♪
まんでぇ～健康教室（他１９日、９/２・３０日）

ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１１：００

６５歳以上の方へ！！《まんでぇ～健康教室》はじめます！！！
日々６５歳以上の方々と接しているスタッフが日ごろ感じている、・こんな個所をもう少し丁寧に動かしたらいいのになぁ・
ここはもっと伸ばした方がいいのになぁ・この部分はあまり使わない方がいいなぁなんて思っていたことを形にして
運動教室としてスタートすることになりました。
参加費：１回￥３００※要事前予約（各自傷害保険にご加入を）　対象：６５歳以上の方
持ち物：トレーニングシューズ・飲み物・タオル※動きやすい服装でお越しください。
内容：現在の体力を維持するためのストレッチ・筋力維持トレーニング
申込・問：スポネット弘前〈ヒロロ健康トレーニング教室〉（０１７２－３５－０１６１）

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＆生活講座」

ヒロロ
３階　健康ホール

１３：１５～１５：３０ ７０歳未満の方もどうぞ！参加料：￥２００（講師謝礼一部）※事前申込不要　講座内容：応急手当など（予定）
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

健康セミナー

地域の健康は予防医学の栄養から 東北女子大学
多目的ホール

１３：００～１５：３０

参加料無料※事前申込不要
 プログラム：○基調講演１「排泄の科学から栄養と健康を知る」
　　　           ○基調講演２「時間栄養学から予防医学を考える」
                  ○シンポジウム
問：東北女子大学地域資源活用研究センター　鳴海さん（０１７２－３３－２２８９）

健康セミナー

観葉植物展（～１８日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７ ） アート・展示会

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

相談会

ペアレントトレーニング
（他２１日、９/４・１８日、１０/２日・１６日・３０日）

ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：３０～１２：００
ペアレントトレーニングは計７回を予定しています。　定員：６名（託児１０名）
対象者：３歳～就学前のお子さんをお持ちの方で７回参加可能の方　持ち物：筆記用具
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

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）

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：弘前コスモス会　ふたば行政書士事務所　二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

1 木

アート・展示会

火6

水7

相談会

日4

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

3 土

お子様向け催し・
子育て・教育

金2

お子様向け催し・
子育て・教育

★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。
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★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

【日本百名山】単独行踏破達成 記念写真展 (～１１日） 百石町展示館
９：１５～１７：００
（最終日は１６：００まで）

「山の日」のある八月上旬のこのときに、北は北海道から南は九州まで日本百名山の写真を
会場いっぱいに展示して（３６０点程）皆様のご来場をお待ちしております。
山に登らない方でも、百名山に登ったかのような気分に浸ってみませんか！「名山の風景」をお楽しみ頂ければ幸いです。
問：上村覚重(０１７２-３５-００９７)、弘前市立百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

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：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
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）

人材不足の解消に繋がる
仕事と育児／介護の両立支援セミナー

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１７：００
（受付１３：００）

こんなお悩みありませんか？
・人手不足だ　・育児、介護中の社員がいるがどう対応したらよいかわからない　・優秀な社員に働き続けてほしい
セミナー終了後に個別支援・相談会もあります。
受講料無料　定員：５０名（先着順）　対象：経営者および人事労務担当者の方
申込・問：チラシ裏面の参加申込書にご記入の上、ＦＡＸまたはＥメールで弘前市　健康こども部　こども家庭課
（ＴＥＬ０１７２－４０－７０３８　ＦＡＸ０１７２－３９－７００３　Ｅメール：kodomokatei＠city.hirosaki.lg.ｊｐ）へ。

求人説明会・ミニ面接会（他２３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　参加企業数：３～５社（予定）
その他：ハローワークに未登録の人も参加可。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。参加企業は、青森労働局または市ホームページでご確認ください。
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（事前申込必要）。
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 Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

扇舞会　ゆかたざらい 弘前文化センター　ホール １２：００～ 入場料無料
問：西川さん（０１７２－３４－４２０８）

映画・演劇・舞台

公開講座「食と健康」
食と体内時計を基盤とした健康づくりのための啓発事業
いつ食べる　何を食べるか　食を知る
「食による生活習慣病の予防」

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１５：００
暮らしと健康に役立つクイズや実験もあります♪　講師：西田さん、飯泉さん、花田さん
問：東北女子大学地域資源活用研究センター　鳴海さん（０１７２－３３－２２８９）／
青森県生活協同組合連合会　三浦さん（０１７－７６６－１５２１）

健康セミナー

Ａｆｔｅｒ　ＳＵＰ（他１６ ・２３日） 城北ファミリープール
①１８：００～
②１９：００～

参加料：１回￥７００※各自傷害保険に加入を。　対象：小学校３年生以上各回５名　内容：ＳＵＰの基本技術
※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確認を。
問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＴＥＬ０１７２－３３－４５４５　ＦＡＸ０１７２－３３－４５８３）

スポーツ

おもちゃ病院&おもちゃ広場 ヒロロ
３階　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。
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：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

５０代６０代のステキな出会い応援企画！！
第６回 お茶婚

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１３：００～１４：４５
（受付１２：４０～）

第２の人生のパートナー探しみんなで楽しくお話しませんか？
参加費：男性￥４，０００　女性￥２，０００　定員：５０歳～６０歳くらいの独身男女各８名
その他 注意事項：ご本人確認のため、身分証明書の提示をお願いします。プライバシー保護のため、パーティーネームで行います。
お菓子やお茶をご用意しております。（アルコールなし）　当日は、ちょっぴりオシャレな服装でご参加ください。
キャンセル料金について：開催日４日前～前日８０％　当日１００％（ご連絡なく不参加された場合、プラス￥２，０００）
申込・問：先婚活サークル　アルハート担当 工藤さん（ＴＥＬ０９０－２９５９－４１５８）

その他

一日体験ボランティア 集合：弘前文化センター
３階　視聴覚室　活動場所：弘前公園

９：００～１１：３０

ボランティア活動を始めるきっかけとして、一日だけの体験をしてみませんか。
対象：市民６名（先着順）　内容：「子ども自然観察クラブ」が行う、「弘前公園のトンボ～種類と見分け方～」学習の手伝い
持ち物：帽子、飲み物、動きやすい服装、雨具（雨天時）
申込・問：８/７（水）までにボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）へ。
※文化センターの駐車場を利用する場合、駐車料金は自己負担。

福祉・ボランティア

ＢＬＡＳＴ　”ＤＡＩＬＹ　ＥＦＦＯＲＴ　ｔｏｕｒ” Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

チケット：前売り￥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

青森・函館ＤＣイベント　津軽塗研ぎ出し体験（～１２日） アプリーズ
４階　特設会場

１０：００～１６：００

津軽を代表する伝統工芸「津軽塗」の研ぎ出し体験ができます。世界で１つだけの作品をつくりませんか?
体験料：スプーン￥１，０００（所要時間約１０分）　箸￥１，５００（所要時間約２０～３０分）　定員：各１０名※事前予約不要
※商品のお渡しは約１カ月後となります。その他：津軽塗展示販売あり
問：０９０－７３３５－８４３４

体験

大石神社 大森 夕方～ 店数２０ 宵宮

平和～子どもにも大人にも伝えたい絵本・
児童文学５０冊（～１８日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ ８/１３（火）は休館日
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

アート・展示会

ハンカチの叩き染め体験 弘前城植物園 １０：００～１２：００ 参加料：１人￥５００※別途入園料が必要となる場合があります。　対象：小学生２０名（先着順、親子での参加も可）
申込・問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

夏休みの自由研究もドンと来い！？
てづくりマルシェ ｉｎ イオンタウン弘前樋の口
夏休みワークショップスペシャル！

イオンタウン弘前樋の口
専門店街通路部分

１０：００～１６：００ 体験型のワークショップ盛りだくさんでお届けします♪
問：みちのくリサイクル内　手づくりマルシェ運営事務局　アンドウさん（０８０―３１４９―５６２９）

こぎん刺し体験と小物販売（他２５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～（コースター等）　※体験は１４；３０までに受付、毎月第２・４日曜日に開催
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

体験

弘前市民文化祭　パーカッショングループ〈ファルサ〉
創立４０周年記念演奏会

弘前市民会館
大ホール

開演１３：３０
開場１４：００～１６：００

チケット：一般（前売）￥１，５００（当日￥１，８００）　高校生￥７００　中学生￥５００※小学生以下無料
プレイガイド：弘前市民会館／さくらミュージック／弘大生協／小西ピアノ／弘前市社会教育協議会／ＥＬＭインフォメーション
問：弘前市民会館（０１７２-３２-３３７４）

弘前大学 軽音５サークル合同企画「ＭＵＳＩＣ　ＣＵＢＥ」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ 問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

太宰治ドラマリーディング　津軽カタリスト
夏の定期公演２０１９　劇団結成７周年記念公演

太宰治まなびの家 １４：００～

太宰治研究の街・弘前でいざ、文学タイムトリップ！　入場料無料※事前予約不要、全席自由
演目：炎天汗談／リイズ／眉山／やんぬる哉／桜桃／？？？（隠し演目）※上演時間 約８０分
その他：厚生学院の駐車場が利用できます。
問：津軽カタリスト代表　平田さん（０９０－３１２３－３８６１）

映画・演劇・舞台

ヒロロ映画まつり（～１３日）
ヒロロ
４階市民文化交流館ホール

①１１：００～
②１３：１０～
③１４：４０～
④１５：３５～

幅広い年代が一緒に楽しんで鑑賞できる作品を上映します。
参加料無料※事前申込不要
上映予定作品：①③「NHK こども人形劇」（作品は日ごとに変わります）
　　　　　　　 　　　②１２日「劇場版忍たま乱太郎～忍術学園全員出動の段！～」、１３日「劇場版ムーミン谷の彗星」
　　　　　　　 　　　④１２日「サンゴレンジャー」、１３日「虹色ほたる～永遠の夏休み」
※詳細はヒロロスクエアホームページ（http://www.hirorosquare.jp/）で確認を。
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局　市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

映画・演劇・舞台

青森県武道館　スポーツチャンバラ道場（他１７・１８日） 青森県武道館 剣道場 １０：００～１２：００
スポーツチャンバラとは、エアーソフト剣という、ゴムチューブをふくらませた剣を使用するスポーツです。
参加料無料　対象：小学校以下の児童を含む親子各１０組程度※申込は既に締切
問：青森県武道館（ＴＥＬ０１７２－２６－２２００　ＦＡＸ０１７２－２６－２２０６）

観察会　ペルセウス座流星群観察会 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）

茂森門前　宵宮（～１３日） 茂森町 夕方～ 店数１５ 宵宮

Ｅｕｒａｋａ！リターンズ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１６：３０
ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット：前売り￥２，０００　当日￥２，５００　高校生以下￥１，０００　※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

14 水 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説明します。
内容：山がもっと楽しくなる！山泊のアイテムの極意とリュックの中身を揃える。
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

ママの同窓会 ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

同年代のママさん大集合！！今月はＳ６０年生まれ～H元年生まれのママさんお待ちしてます。
同じ年代だからこその「わかる・わかる」がきっとあるはず。
弘前大学の先生によるリフレッシュ講座（エアフレッシュナー作り）付きもします。　定員：１５名（託児１０名）※要事前申込
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

青森・函館ＤＣイベント
人気Ｎｏ．１商品食べ比べ

アプリーズ
２階　特設会場

１０：００～
※無くなり次第終了

各店の自慢のＮｏ．１商品を食べ比べ、お気に入りの一品を見つけてみませんか?
先着５０名様限定！
問：アプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

グルメ・ショッピング

ハーフバースデー ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１３：００～１４：００

ハーフバースデーとは今月６ヶ月になる赤ちゃんのママのおしゃべり会です♪
今月はＨ３１．２月生まれのお子さんとママ集まれ～！
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。
申込時はお子さんのお名前と誕生日を教えてくださいね。※要事前申込
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場まで（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

澤田　柊　ヴァイオリン演奏会 百石町展示館 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ライブ・コンサート

電動ロクロ体験（～１８日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
体験料：￥１，６００（飲み物付き）　　内容：器つくり（約４５分）　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）

講演・講座・セミナー

日11

お子様向け催し・
子育て・教育

8

9

土10

木15

講演・講座・セミナー

月振12

金16

木

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

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

第５回 科学フェスティバル ｉｎ プラザ棟
～科学と３Ｒ・エコのコラボ～（～１８日）

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：３０

エコと科学を楽しく体験、スタンプラリー開催！　ビンゴ達成で景品プレゼント！エッコーが遊びに来るよ！
参加費無料
プログラム：【ステージ】●なんだカンダのサイエンスショー！①１０；３０～②１２：３０～
                               ●サイエンスショー　びっくり！ものすごく冷たい世界①１１：３０～②１３：３０～
                               ●Ｍｒ．マサック　サイエンスマジック１４：３０～（１８日のみ）
                 【実験・工作ブース】●空き缶分別～電磁誘導実験～　●かがみを使って遊ぼう　他
                 【その他】１階●パン・クッキー・アイスクリームの販売コーナー　●エコでおしゃれな木工アクセサリー作り
                             　　 ●糸のこ体験コーナー
                             ２階●木のおもちゃの部屋　●岩木山が見える！休憩コーナーお弁当を持って来て岩木山を観ながら食べよう
※内容は変更になることがあります。※ブース、ワークショップは材料がなくなり次第終了させていただきます。
〈無料送迎バス〉　弘前城東口～観光館（バスプール）～プラザ棟（片道約４０分、観光館までは約２０分）
                        弘前駅城東口発　８：４０／１１：００／１３：２０（直行便）／１４：５０（直行便）
                        プラザ棟発１２：００／１４：００／１５：４０※道路状況により予定時刻より遅れることがあります。
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）

お子様向け催し・
子育て・教育

夏の病害虫防除 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７ ）

弘前郷土文学館　第４３回企画展
太宰治生誕１１０年記念展
－太宰治と弘前－記念講演会

弘前市立観光館
多目的ホール

１４：００～
太宰治文学の魅力とその原点について講演します。
入場料無料　定員：１２０名（要事前申込。先着順）　演題：太宰治と弘前・津軽　　講師：安藤宏氏（東京大学教授）
申込・問：８/１０（土）１７：００までに電話または弘前市立郷土文学館受付へ（０１７２－３７－５５０５）

「女（ひと）と男（ひと）をつなぐ
～社会を変えるエンパワーメント塾」

ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１３：３０～１５：３０

女性と男性が生きやすい社会の形成について学びます。
テーマ　「まちづくりトリアージ（選別）のポイント」～課題は経験と直感ですぐ対応～
受講料無料※事前申込不要。託児希望者は事前に問い合わせを。　講師：伏見秀人さん（前市議会議員）
問：青森県男女共同参画研究所　田中さん（０９０－２６０６－７０１８）

小栗山神社　宵宮 小栗山 夕方～ 店数５０ 宵宮

多重債務・消費生活法律相談会 ヒロロ
３階　市民生活センター

１３：３０～１５：３０
多重債務者が、債務を整理して生活再建に向かうための手助けとして、弁護士が無料で相談に応じます。
また、多重債務以外の消費生活に関する法律相談にも応じます。　相談料無料　対象：市民４名（先着順）
申込・問：８/２（金）８：３０から市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）へ。

相談会

第２０回　秋桜の会（～２０日） 百石町展示館 １０：００～１９：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

月例登山　盛夏の山　太陽の道　 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
盛夏の季節、太陽の道を一周
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）

夏休み自由研究応援 弘前城植物園 対象：小学生（親子参加可）　問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

こどもアート体験ひろば２０１９ 弘前市総合学習センター ９：４５～１４：００
参加料無料※事前申込不要　　対象：３歳～中学生※親子での参加も可。
内容：体験コーナー（生け花、茶道、絵画、ねぷた絵など）※来場時間によっては、体験できないコーナーもあります。
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

第５回ほいくプラザ ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：００～１５：００

認可保育所や認定こども園で行われている保育を基本に、親子で一緒に楽しめる催しです。
参加料無料※事前申込不要　　対象：児童と保護者、市内教育・保育関係者
内容：読み聞かせ、パネルシアター、運動×リズムあそびなど
問：小沢保育園内　弘前市保育研究会研修委員会　齋藤さん（０１７２－８８－２２０４）

ウォーターパーク 岩木川市民ゴルフ場
①９：３０～１０：３０
②１１：００～１２：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　定員：幼児、小学生 各３０名
内容：ミニトレジャーハンティング、トイフィッシング、消火・煙体験など
※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確認を。
申込・問：８/１２までに、岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）へ。

ひろさき歴史体感ツアー（他２４・２５日）

１８日【「大森勝山遺跡」と「亀ヶ岡石器時代遺跡」を巡る】世界遺産登録を目指す
        「北海道・北東北の縄文遺跡群」の「大森勝山遺跡」と「亀ヶ岡石器時代遺跡」（つがる市）を巡ります。
２４日【「堀越城跡」と「黒石陣屋跡」を巡る】津軽為信の居城「堀越城跡」と黒石津軽家初代信英が築いた陣屋
        「黒石陣屋跡」（黒石市）を巡ります。
２５日【「如来瀬石切丁場跡」と「長勝寺」を巡る】
～共通事項～　参加料無料　　定員：各コース４０名（先着順、１人１コースのみ申し込み可能）
持ち物：動きやすい服装、飲み物※雨天決行。
申込・問：電話で弘前市文化財課（０１７２－８２－１６４２　※９：００～１７：００　土・日曜日、祝日を除く）へ。

ツアー

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

弘前コンセール・リベルテ Ｔｈｅ Ｌａｓｔ
保科 洋の世界Ⅳ

弘前文化センター　ホール 開場１３：００　開演１３：３０ 入場料：大学生・一般￥１，０００　中・高校生￥５００※６０歳以上無料
問：弘前コンセールリベルテ　山内さん（０９０－８７８３－５９８１）

はじめての山登り教室　第５回「縫道石山（６２６Ｍ）」 集合：弘前市運動公園駐車場
（バスで行きます）

１０：００～１２：００

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）　内容：絶景奇岩登山と海鮮どんぶりの旅
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）

体験

#不登校は不幸じゃない ｉｎ 弘前 駅前記念会館 １３：００～１７：００

参加対象：学校が辛いお子さんやその保護者。および過去に不登校の経験がある人など
内容：不登校の当事者や不登校経験がある人との座談会など
その他：会場は駐車スペースがわずかなため、近隣駐車場をご利用ください。
申込・問：不登校は不幸じゃないｉｎ弘前主催　斎藤さん（０７０―５０２１―８８３３）

子育て・教育

みんなで知ろう！がんフェスティバル 土手町コミュニティパーク １２：００～１６：００
正しいがんの情報を紹介しますので、気軽においでください。　入場料無料※事前申込不要。
テーマ：これが“わたし”　　内容：講演、体験など
問：弘前大学医学部附属病院がん相談支援センター（０１７２－３９－５１７４）

健康セミナー

高杉加茂神社　宵宮 高杉 夕方～ 店数１０ 宵宮

ヒロロすこやか相談 ヒロロ
３階　弘前市駅前こどもの広場

１０：００～１１：３０

事前予約不要　対象：５歳以下の子どもの保護者と家族（相談のある方は１０：３０までにおいでください）
内容：育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談。※プレママさんも相談できます
※母子健康手帳の持参を。歯の相談をする人は、普段使っている歯ブラシの持参を。
問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

夏休みは公民館で学習を！（～２４日） 弘前文化センター
２階　第２・３会議室、中会議室

１３：００～１６：００

内容：小・中学生、高校生の自習場所として使用できます。また、弘前大学の学生が学習サポートや相談に対応します。
※対応日時についてはお問い合わせください。会場、学習サポートとも事前の予約はできません。
その他：学習サポートスタッフを募集しています。協力できる人は連絡を。
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１※火曜日は休み）

夜間相談（～２３日）
弘前市役所
２階　収納課

１７：００～１９：３０
納税に関する相談
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

相談会

ナイターノルディックウォーキング後期
（他２６日、９/２・９日）

弘前公園周辺 １８：３０～１９：４５

参加料：１回￥２００（ポールレンタル代別途￥１００ ）※各自傷害保険に加入を。
定員：各回２０名　　内容：ポールを使ったゲームやノルディックウオーキングなど
※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確認を。
問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＴＥＬ０１７２－３３－４５４５　ＦＡＸ０１７２－３３－４５８３）

スポーツ

桂　塩鯛　落語を聞く会

大阪の落語家、桂 塩鯛さんのご好意により、弘前で初の落語会を開催致します。
桂ざこば師匠譲りの迫力ある落語をぜひお楽しみ下さい。
大人各￥１，０００
問：薬王院　正伝寺（０１７２－３２－１７８４）　ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

映画・演劇・舞台

市民ボランティアによるパソコン講座
「ワード２０１０活用による名刺作成講座」（他２７日）
※２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。
内容：ワード２０１０を使用した名刺作成
申込・問：弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００）へ。

講演・講座・セミナー

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

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。※要事前予約
内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。
申込・問：８/１～１９日までに弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

サポーターの会
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場、
多世代交流室Ｂ

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。
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

いやしのフラダンス教室（他２８日） 温水プール石川　研修室 １０：００～１１：００
参加料無料　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。

ダンス・舞踊

りんご産業イノベーション支援事業・事業成果発表会 りんご公園内　りんごの家
２階　研修室

１３：３０～１５：４５
参加料無料※事前申込不要。　内容：事業を活用して実施した、１５㎏コンテナやアシストスーツの導入事例などの紹介
※詳しくは市ホームページで確認を。
問：りんご課（０１７２－４０－７１０５）

セミナー

Ｃｏ．Ｒｕｒｉ　Ｍｉｔｏ　東北　ｔｏｕｒ　２０１９（～２２日） ＧＡＬＬＥＲＹ　ＤＥＮＥＧＡ 開演１９：００ チケット：前売￥１，８００　当日￥２，０００
問：スペース・デネガ（０１７２－３２－１７９４）

ライブ・コンサート

わらび座ミュージカル 弘前市民会館 開場１８：００　開演１８：３０
チケット（全席指定）：前売￥４，５００　当日￥４，９００　２５歳以下（小学生まで）￥２，０００（限定２００枚）※未就学児の入場不可
内容：「ジパング青春記～慶長遣欧使節団出帆～」　　プレイガイド：弘前市民会館、弘前文化センター、さくら野百貨店弘前店ほか
問：わらび劇場事業本部（０１８７－４４－３３３２）

映画・演劇・舞台

親子で一緒に英語体験１・２・３！ ヒロロ
３階　イベントスペース

１０ ：３０ ～１１：２０

外国人の先生と一緒に歌やゲームなどを楽しみませんか。
参加料無料※要事前申込　　対象：１歳～就学前までの子どもとその保護者２５組（先着順）
※ 詳細はヒロロスクエアホームページ（http://www.hirorosquare.jp/）で確認を。
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局　市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

お子様向け催し・
子育て・教育

ベテランズセミナー
～食からはじめる長寿のヒケツ

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：長生きするためには“いつ、何をどのくらい食べるとよいか”について学びます。
講師：前田朝美さん（東北女子大学家政学部健康栄養学科准教授）、出口佳奈絵さん（同学科講師）
申込・問８/２1（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）へ。

健康セミナー

青い森の瑠璃　２０１９ガラス作品展（～９/１） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 入場料無料　主催：間山ふみこＧＬＡＳＳ ２５th Ｍｏｏｎ　※８/２７（火）休館
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

アート・展示会

ベビー広場（他２７日） ヒロロ
３階　弘前市駅前こども広場

２３日１０：３０～１１：３０
        １３：３０～１４：３０
２７日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。
今月は敬老の日のプレゼントを持ち帰ります。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。
８月生まれのお子さんは申し込みの時に教えて下さい。
対象：２３日１０：３０～１１：３０『７ヶ月～１１ヶ月』　　１３：３０～１４：３０『～６ヶ月』　２７日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、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

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

参加料：￥１，０００（ヨガマットの貸し出しは￥１００）※各自傷害保険に加入を。　対象：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。

体験

火20

ライブ・コンサート

土17

日

ギャラリー森山：開演１４：００（開場１３：３０）／
薬王院 正伝寺：開演１８：００（開場１７：３０）

18 集合：１８日弘前市立観光館　バスプール１２：３０～１７：００
　　　  ２４日ＪＲ弘前駅城東口 観光バス駐車場１３：００～１７：００
        ２５日弘前市立観光館　バスプール１３：００～１６：００

水21

22

月19

講演・講座・セミナー

木

お子様向け催し・
子育て・教育

お子様向け催し・
子育て・教育

金23



★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

第３回 津軽写真倶楽部展（～２６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

スタイ作り
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００

裁縫が苦手でも大丈夫。簡単かわいいスタイを作ってみましょう。妊婦さんも大歓迎！
先輩ママさん達に色々聞きながら赤ちゃんのためにスタイを作りましょう。
材料費：￥５００（当日徴収）　定員：１５名（託児１５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　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前カウンセリング研究会ワークショップ（他９/１４）
藤田記念庭園
洋館第１会議室

１０：００～１６：００
参加料：￥１，０００（昼食、茶菓代を含む）　　対象：市民各日１５名（先着順）　　内容：話「心」がかみ合わないもと
申込・問：開催日の３日前までに弘前カウンセリング研究会
土田さん（０１７２－８７－４０７２ ）、桜庭さん（０１７２－３３－２４３５）へ。

藍染め体験教室（他８/３１）※２日間で１セット 弘前地区環境整備センタープラザ棟
２４日１０：００～１２：００
３１日　９：３０～１２：３０

２４日型紙作り　３１日藍染め体験（２日間で１セット）
参加料無料　対象：小学校５年生以上各２０名（小学生は保護者同伴、初参加の人を優先）
持ち物：藍で模様を入れたい木綿製品　　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：８/９（金）から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）へ。

町会便り作成講座
学習情報館　コンピュータ研修室
（総合学習センター）

１３：００～１７：００

町会便りをパソコンで「簡単に」「分かりやすく」「見栄えよく」作成するためのコツを学びます。
参加料無料　対象：これから町会便りを作りたい人や作成の工夫に興味のある人で、文書作成ソフト（ワード）を使える人３０名
持ち物：ＵＳＢメモリ　申込・問：８/２１（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（ＴＥＬ０１７２－４０－０３８４　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

初心者向けりんご研修会（着色管理編） 集合場所：りんご公園 １０：００～

参加料無料　　※荒天時は延期
対象：①…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
　　　　②…①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、雨がっぱ（雨天時）、昼食（②参加者のみ）
内容：①基本コース（１１：３０まで）りんごの着色管理の研修（実技研修など）
　　　　②応用コース（１４：３０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：８/２１（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（ＴＥＬ０１７２－４０－７１０　ＦＡＸ０１７２－３２－３４３２　Ｅメール：nousei@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※託児を希望する人は８／１５（木）までに申込を。

Ａｌｗａｙｓ Ｓｕｍｍｅｒ ～Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｎｇｌｅレコ発　ワンマンラ
イブ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ 問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

パフォーマンス楽団　結　東北ツアー！ 百石町展示館　 １７：４５～１９：３０ 入場料￥１，５００　小学生無料　問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

箏の音を聴く会 瑞楽園 １０：３０～１１：３０ 参加料：￥５００（茶菓代を含む）　対象：市民３０名（先着順）　出演者：猪久保真紀さん（生田流宮城社師範〈直門〉）ほか
申込・問：８/２０（火）までに瑞楽園（０１７２－ ９６－２７４４）へ。

ＨＩＲＯＳＡＫＩ 伝承シアター　ドラマ・リーディング
戦慄卍ファイル

土手町コミュニティパーク 開演１９：００～／２０：３０～
弘前にまつわる歴史や伝承をベースとし、夏にふさわしいホラー演目をおとどけします。入場料無料
問：ひろさき演人（０８０－３３２２－７７６３）

映画・演劇・舞台

ふたごちゃんのつどい ヒロロ
３階　駅前こどもの広場、健康ホール

１０：００～１２：００
今回はデザート作りをします。メニューは『とうふあずきアイス』と『てまり寿司』です。
材料費：１人分￥１００（当日徴収）　定員：１５組※要事前申込（定員になり次第締め切ります）　対象：０歳～
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

動物さんのもぐもぐ観察 弥生いこいの広場 １１：３０～ 参加料無料（動物広場入場料が必要）※事前申込不要　内容：動物のエサやり体験
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

重要文化財　旧弘前偕行社　修理現場特別公開 旧弘前偕行社
（弘前厚生学院内）

①１０：００～②１１：００～
③１３：３０～（３０分程度）

参加料無料　定員：各２５名（先着順）　持ち物：内履き
申込・問：８/２０（火）までに弘前厚生学院　鳴海学院長（０１７２－３３－２１０２）へ。

刀剣鑑賞会・相談会「刀剣保護プロジェクト」 高岡の森弘前藩歴史館

鑑賞会
１０：３０～／１４：００～
相談会
１０：００～１５：００

観覧料：一般￥３００、高校・大学生￥１５０、小・中学生￥１００
市立博物館との共通券：一般￥４２０、高校・大学生￥２１０、小・中学生￥１４０
※２０人以上の団体料金もあり。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）

休日納税相談 弘前市役所
２階　収納課

９：００～１６：００
内容：納税に関する相談
問：弘前市役所　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
１３：００～１６：００
（受付１５：３０まで）

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）

真空管アンプで聴く《名唱の系譜》
または継ぎ伝えるべきこと

百石町展示館 １３：３０～１６：００ 入場料無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

Ｚｅｌｅｉｖｅ ～１ｓｔ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ
「Ｊｏｕｒｎｅｙ ｏｆ  ｔｈｅ　ｓｏｕｌ」Ｒｅｌｅａse Ｔｏｕｒ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：００
ＳＴＡＲＴ１７：３０

前売り￥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）

本田毅 １ｓｔ ソロアルバムリリース記念
ＴＡＫＥＳＨＩ　ＨＯＮＤＡ ｓｏｌｏ ａｃｔ Ｅｆｆｅｃｔｒｉｃ
Ｇｕｉｔａｒ ｓｃａｐｅ １０

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ 開場１７：００　開演１８：００ チケット：前売￥４，０００　当日￥４，５００　(ドリンク代別途）
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’Ｓ　Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０　ＨＰ：http://robbins-nest.jp）

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

①１０：３０～１２：００
②１４：００～１５：３０

定員：１００名※席に限りがありますことを予めご了承ください。
内容：軽減税率制度及びインボイス制度、業種ごとの個別事例、軽減税率対策補助金制度（複数税率対応レジの導入等支援）
問：弘前税務署（０１７２－３２－０３３１※音声案内に従い「２」を選択して下さい）

講演・講座・セミナー

２時間で身に付く　様々な癒しのメソッド ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

午前１０：１５～１２：１５頃
午後１３：３０～１５：３０ 頃

～ 超簡単！ 準備も道具も一切不要！ ～このセミナ－ は、ヒプノセラピー（催眠療法） やレイキヒーリングなど
（ＮＬＰ：神経言語プログラミングも一部含め）の仕組みをシンプル、かつ、
誰でも簡単に活用出来るように「自分」へは勿論「他者」へも、行えるメソッドとしてお届けする内容です。
癒しは誰でも起こす事ができ、誰にでも訪れるものです！
実際に体験しながら進めて参りますので、楽しく身に付けていく事が出来ます！
受講料：￥３，０００（テキスト代込）　定員：１０名程度
内容：自己暗示・アファメーションを活用した癒し～ 作成方法と実践の仕方～、
　　　イメージ（ 潜在意識） を活用した癒し～ ストレスや過去のプチ・トラウマなどの解消法～、
　　　心と体の繋がりを活用した癒し～ リラックスなどを呼び起こすアンカー作成方法～、
　　　簡単なヒーリングを活用した癒し～ 乳幼児・高齢者・ペットへの活用も含めて～、
　　　コミュニケーションを活用した癒し～ タイムラインという仕組みを応用し「気づき」をもたらす～
講師：Ｓ．Ｌｉｇｈｔ ．Ｍ 代表瀬川瑞之（せがわみずゆき）、ＡＢＨ （米国催眠療法協会）認定トレ－ナ－ ・マスタ－ ヒプノセラピスト、
　　　　ＮＧＨ（米国催眠士協会）認定ヒプノセラピストレイキヒーラー
申込・問：開催日の前日までにＳ．Ｌｉｇｈｔ ．Ｍ（ＴＥＬ０８０－８２１８－５７６５　Ｅメ－ル：segawa1973＠s－ｌｉght-m.com
　　　　　  ＨＰ：http://s-light-m.com）へ。

講演・講座・セミナー

キッズ広場（～３０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。今月は敬老の日のプレゼントを作ります。
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。
対象：２８日（水）１歳５ヶ月～1歳１１ヶ月／２９日（木）２歳～２歳８ヶ月※２歳お誕生会もします。／３０日（金）２歳９ヶ月～
※３歳以上の子のお誕生会もします（８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）

お子様向け催し・
子育て・教育

ボランティアによるバラ剪定作業 弘前城植物園 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） 講演・講座・セミナー

29 木 岩木山神社　宵宮（～３０日） 百沢 夕方～ ３０日は岩木神社大祭　店数８０ 宵宮

第１４回 青森独立書展（～９/１） 百石町展示館 １０：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） アート・展示会

市民ボランティアによるパソコン講座
画像整理入門講座
（他９/６）※２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、デジタルカメラのメモリカード、メモリカードリーダー、昼食
内容：デジタルカメラで撮影した画像の取り込み、保存整理の仕方、活用方法など
申込・問：８/４（日）より弘前市総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００）

チャイルドラインボランティア養成講座 弘前学院大学 １８：３０～２０：３０

悩みを持った子どもの心の声を聴く、電話の受け手ボランティア養成講座（全１０回）です。
※２回目以降の日程などは問い合わせを。
受講料：１回￥１，０００ （学生は￥３００）　対象：１８歳以上
申込・問：８/２９（木）までにチャイルドライン弘前分室事務局　伊丹さん（０９０－３１２９－４５８１）へ。

２０１９ フライデーグラウンド・ゴルフ交流会 ｉｎ 弘前海洋
（他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。

スポーツ鬼ごっこ 青森県武道館　補助競技場 １８：３０～２０：００

参加料：￥１，０００(先着順／保険料込／当日徴収）　エントリー：グループ参加（１グループ５～６名）または、個人参加
※個人参加または５名に満たないグループ参加の方は事務局にてチーム編成させていただきます。
対象：弘前市および弘前市近郊の２０歳以上の方　　定員：３０名※定員になり次第締切
持ち物等：内履き／水分補給用飲料／汗拭きタオル※当日は運動できる服装でお越し下さい。
申込・問：８/２６（終日）までに、チラシ裏面の参加申込書に記入のうえ撮影し、メールまたは参加申込書をＦＡＸで、
特定非営利活動法人ひろさきレクリエーション協会事務局　薬師山税理士事務所内
（ＴＥＬ０７０－３９９６－３８７３　ＦＡＸ０１７２－５５－８７２３　Ｅメール：npo.hirorec@gmail.com）へ。
※個人参加申込はチラシのＱＲコードからでも可。

親子で学ぼう！私たちの防災 ヒロロ
３階　健康ホール

１０：００～１２：３０

女性消防団と女性防災士から防災の知識を学ぼう！
参加料無料※要事前申込　　対象：年長から小学校６年生までの子どもとその保護者２０組（先着順）
内容：防災クイズスタンプラリー、サバイバルクッキングの調理と試食ほか
※ 詳細はヒロロスクエアホームページ（http://www.hirorosquare.jp/）で確認を。
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局　市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

親子で学ぶロボットワークショップ
（他９/７・２２日、１０/５・１２ 日）

弘前大谷幼稚園 １３：００～１７：００（予定）

参加料無料　対象：全ての日程に参加できる市内の小学校４～６年生とその保護者１５組（応募多数の場合、抽選で決定）
その他：やむを得ず欠席の場合、補習はありません。託児（一部有料）があります。希望者は問い合わせを。
申込・問：８/１６ （金）までに、Ｅメール（氏名〈ふりがな〉、学校名・学年、児童の生年月日、保護者氏名、電話番号を記入）で
弘前商工会議所青年部（ＴＥＬ０１７２－３３－４１１１、Ｅメール：mtakahashi@hcci.or.jp）へ。

ふるさと探訪バスツアー　Aコース（他９/５ Ｂコース） 集合：ＪＲ弘前駅城東口バスプール 集合９：００　９：１０～１６：００

参加料：￥５，０００（当日徴収※昼食代、施設利用料、体験料、ガイド料込み）
対象：弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の方４０名
コース：弘前駅城東口⇒藤田記念庭園⇒鰐ｃｏｍ昼食⇒わにもっこ（木工体験）⇒道の駅サンフェスタいしかわ（トイレ休憩）⇒
       　 弘前駅城東口バスプール
その他：行先により階段や歩行距離が長い場所があります。
応募者多数の場合は抽選を行い（初めて参加する人を優先）当選者にのみ当日の日程等を通知します。
申込・問：８/７（水）当日消印有効で、ハガキかＥメールに希望コース、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入の上、フラワー観光（株）「ふるさと探訪バスツアー」係（〒０３６－８０５３　弘前市大字和泉２丁目１－１
ＴＥＬ０１７２－２６－２１１３　Ｅメール：hirosaki@flower-travel.com）へ。
※１通の応募で２人まで申込できます。２人目の情報記入必須。記入がない場合参加対象外となることがあります。

ツアー
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★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

弘前市民文化祭
第５７回弘前地区吹奏楽フェスティバル

弘前市民会館
大ホール

開演９：３０
開場１０：００～１６：００

入場料無料
問：弘前市民文化祭実行委員会（０１７２－３１－３０１０）

弘前市民文化祭

佐藤静奈×大野翔平 ｐｒｅｓｅｎｔｓ
「季節はずれのリリースツアー 東北編」

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ
ＯＰＥＮ１８：００
ＳＴＡＲＴ １８：３０

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

２０１９東北女子短期大学公開講座
「保育所給食～給食時間の食育～」

東北女子短期大学 １３：００～１５：３０

受講料無料　対象：保育所の給食担当者　定員：２０名※応募多数の場合は抽選となります。
講師：真野由紀子さん、中島里美さん、玉田真梨菜さん
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。

子育て・教育

講演会　スピリチュアルケアとは～生死学の視点から～ 弘前文化センター
２階中会議室

１４：００～１６：００

ＱＯＬを高め、心身共に満ち足りた人生を歩み、最期を迎えるためにはスピリチュアリティを理解することが必要です。
この講演会は、「スピリチュアルケア」の正しい理解のために、医療や介護の専門職の方々、学んでいる方々、
そしてスピリチュアルケアを知りたいと思うすべての方々に受講して頂くことを目的をしています。
入場料無料※要事前申込　定員：１００名（定員になり次第締切）　講師：藤井美和さん
申込・問：日本基督教団弘前教会（０１７２－３２－３９７１）

健康セミナー

手回しオルガンのワークショップ 集会所 ｉｎｄｒｉｙａ １４：００～１６：００
参加料無料　対象：市民２０名（応募多数の場合、抽選で決定）　内容：手回しオルガンの解説とオリジナルの装飾
申込・問：８/１８（日）までに、Ｅメール（氏名・電話番号・メールアドレス・参加人数・子どもの場合は年齢を記入）で
弘前グローカル・アクション 齋藤さん（０９０－１９３９－６７５０　Ｅメール：frenchpj@hirosaki-u.ac.jp）へ。

かっこいい大人養成講座
～寝るプラネタリウム

弘前文化センター
３階　プラネタリウム

１８：００～１９：３０

受講料無料　対象：市内に在住または通勤・通学しているおおむね１８歳～５０歳の人３０名（先着順）
内容：「晩夏の星座」などの解説後、音楽を流し、満天の星空の下、熟睡できるようなひと時を提供します。
持ち物：毛布、枕など　講師：鶴見弥生さん（みちのく天文同好会会員）
申込・問：８/１６（金）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）へ。

キューティーブロンズ単独ライブ番外編　「出張」 岩木文化センター
あそべーる

開場１６：３０　開演１７：００
チケット：前売￥１，５００　当日￥２，０００
プレイガイド：チケットよしもと（Ｙコード=１０７５８６）、ローソンチケット（Ｌコード=２２０９６）
チケット問い合わせ：チケットよしもと（０５７０-５５０―１００）、ローソンチケット（０５７０-０８４-００２）

映画・演劇・舞台

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
③１５：００～１７：００

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。

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）

６/２９
（土）～

※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

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：　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

・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！

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）

※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

プール

土31

講演・講座・セミナー


