2019年9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。

イベントピックアップ
日 曜日

1

2

イベント名

場所

弘前市まちなか情報センター調べ

お問い合わせ先・備考

時間

ＨＡＲＶＥＳＴ ＴＩＭＥ ＨＩＲＯＳＡＫＩ ２０１９

えきどてプロムナード みちのく銀行側 ６：００～２０：００

ドイツビールの祭典 ５種類のドイツビールと絶品グルメの祭典で弘前の初秋をＥｎｊｏｙしませんか。
その他、津軽りんごシードルやお酒が苦手の方には、日本全国の珍しいラムネ、サイダーの飲み比べも体験でき、一日楽しめる企画満載です。
ＪＡＺＺライブ他、たか丸くんも出演します。
前売チケット：￥２，０００（￥２００券×１１枚綴りの￥２，２００分） チケット販売：弘前市旅館ホテル組合、東栄ホテル
内容：かみどて朝市／弘前大学の学生による企画（フランス語で神経衰弱や、津軽弁クイズコーナー）／フリーマーケット／
ＪＡＺＺライブ 長谷川健カルテット＋１（１２：００、１５：００、１８：００※各４５分）／
ドイツビール飲み比べ（フランツィスカーナー、ヴァイエンステファン、アインガー他 各￥８００）
問：東栄ホテル内 大町・駅前・上土手商店街魅力アップ実行委員会（０１７２－３４－２６５７）

第８回 津軽岩木スカイラインを歩いてみよう会

集合：６：４５ ＪＲ弘前駅城東口駐車場前受付
※往復とも専用貸切バスを利用。
帰りは１４：３０ごろに岩木山８合目出発

津軽岩木スカイラインは、普段は自動車しか通行できませんが、この日は自動車を一時的に通行止めにして、みんなで歩いて岩木山８合目を目指します。
舗装された道路とはいえ山登りです。カーブを曲がる度に開けていく景色を見ながら、日頃のストレス解消や心身の健康増進を目的に参加してみませんか？
※雨天決行。ただし、荒天時は中止。 ※申込は既に締切
※津軽岩木スカイライン…８：３０から１２：００まで車両通行止めです。
８：００から８：３０までは通行できますが、イベント終了まで下りることは出来ませんのでご了承ください
問：弘前歩こう会事務局 今井二三夫さん（〒０３６－８３３３ 弘前市若党町７５－２ ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３２－９２７２）

弘前市役所
１階 市民ギャラリー

８：３０～１７：００
※土日祝日を除く

観覧料無料 弘前市が誕生してから１３０年の町の移り変わりを紹介します。
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

弘前市観光館 多目的ホール

１０：００～

りんごが好きな４年生・５年生で「われこそが王さまだ！」という皆さん、ぜひエントリーしてください。
元気で優しさいっぱい、りんごが大好きなりんごの王さまの応募をお待ちしております！
応募資格：明るく元気で、りんごが好きな市内の小学校４年生・５年生（性別不問）※申込は既に締切 選出人数：若干名
王さまの仕事：りんごを食べる、りんご王国王さま６世おひろめイベントに出席する、りんご王国関連のイベントや弘前の観光イベントなどに出席すること。
任期：令和元年９月から令和２年３月末
保護者の皆さんへ：王さまになった場合、９/２１（土）りんご公園でのおひろめイベントなど、各種イベントへの参加をお願いすることがあります。
（学校行事などを優先とします）。
問：弘前市観光課（ＴＥＬ０１７２－３５－１１２８ ＦＡＸ０１７２－３８－５８６７）

第６１回弘前ストーブまつり（～８日）

弘前市立観光館 追手門広場

９：００～１７：００
（８日は１６：００まで）

今回で６１回目となるストーブまつりは、弘前でも指折りの歴史を持つ展示販売会です。
新型機種の暖房用品を多数取り揃え、お値打ち品が満載で、その他ご成約記念品もご用意しております。
非常にお得な購入機会となっておりますので、消費税増税前のこのタイミングに、ぜひ足をお運びください！
その他：野菜即売コーナー（１０：００～）／３万円以上い買上げの方に日専連商品券進呈 ※市立観光館地下駐車場をご利用ください（１時間まで無料）
問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

弘前駅オープンデッキイベント
「ＥＫＩＤＥＫＩ（えきでき）』」～津軽に触れる～（～８日）

ＪＲ弘前駅２階オープンデッキ
※雨天時は１階 観光案内所前

１１：００～１４：１５

「ＥＫＩＤＥＫＩ(えきでき)」は、弘前駅自由通路オープンデッキの活用と、弘前駅周辺のにぎわい創出を図るため、
市民の皆様に発表の場として提供していくイベントです。
内容：津軽の語り部（津軽語り部の会）１１：００～１１：３０／１３：００～１３：３０／
津軽三味線（弘前大学津軽三味線サークル）１１：４５～１２：１５／１３：４５～１４：１５※両日とも
問：弘前観光コンベンション協会内 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会（０１７２－３５－３１３１）／アプリーズ（０１７２－３６－２２３１）

日

月 弘前市誕生１３０周年記念 特別ミニ展（～１０/３１）

りんご王国の王さま６世を探しています！(選出会）
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令和元年 ８月 ３１日現在

土

8

日 津軽ひろさき検定 第１３回 初級（おベさま検定）試験

弘前市立観光館

１０：３０～

津軽ひろさき検定試験は、弘前を中心とした周辺地域に関する 歴史・文化・産業・地理・人々の暮らしなどの学習を通じて、
地域に対する愛着や誇りを再認識・再発見とする機会をつくり、津軽ひろさきの魅力を「おもてなしの心」を持って
全国の方々へ紹介できる人材を育成することを目指して実施します。
受験料：一般￥３，０００（初級既合格者￥２，０００） 高校生以下￥１，５００（初級既合格者￥１，０００）
※チーム対抗戦「おべさまカップ」も同時開催。
※初級試験３回合格者は 「おべさまマスター」 に認定・表彰するとともに、合格者名を ＨＰ等で発表 します。
問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）
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ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ
火 ーＢＲＥＡＫ１ｏｎ１バトル／ＷＡＡＣＫ１ｏｎ１バトル／
ＨＩＰＨＯＰ １ｏｎ１バトルー

弘前市まちなか情報センター

１８：３０～２０：３０

観覧料無料
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

①～③１４：００～１５：３０
④１６：００～１７：３０

講師：藤井猛九段、行方尚史八段、和田あき女流初段、奈良岡実師範
①入門教室 参加料無料 対象：これから将棋を覚えたい小学生～高校生とその家族３０名（先着順）
②レベルアップ教室 参加料無料 対象：棋力向上を目指す小学生～高校生３０名（先着順）
③上級教室 参加料：一般￥２，０００ 女性・大学生￥１，０００ ※高校生以下無料
対象：二段以上の段位を有する小学生以上の人３０名（先着順）
④指導対局会 参加料￥１，０００※高校生以下無料 対象：プロ棋士の直接指導を望む人３０名（先着順）※①～④いずれも要事前申込
申込・問：日本将棋連盟青森県支部連合会（０１７-７７５-７７４４）

１０：００～（受付９：３０～）

参加料￥１，５００（高校生以下は￥５００）※事前申込不要。
クラス：Ａクラス（三段以上）／Ｂクラス（初段・二段）／Ｃクラス（無段）／Ｄクラス（小学生の初級者）
審判長：行方尚史八段 賞：各クラス３位まで入賞／Ｃクラス優勝者には初段位を授与※対局が早く終わった人はプロ棋士の指導対局が受けられます。
問：日本将棋連盟青森県支部連合会（０１７-７７５-７７４４）

14

土

将棋名人戦 弘前対局記念イベント
「将棋教室・プロ棋士指導対局会」
弘前文化センター

将棋名人戦 弘前対局記念イベント
「記念大会」
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カルチャーロード ２０１９

土手町※下土手町 菊池薬店交差点から上土手町・松森町交差点まで
９：３０～１５：３０

歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が盛りだくさんです。※雨天時は２２日に延期、再雨天時は中止）
交通規制：弘前市土手町通り（上土手町・弘善GS前交差点～下土手町・菊池薬局前交差点まで）※予めご了承願います。
規制時間 ８：００～１６：００
問：下土手町商店街振興組合内 カルチャーロード実行委員会事務局（０１７２－３３－５３６９）

弘前市観光館
追手門広場 フリースタイルマーケッ ２０１９

弘前市立観光館

１０：００～１５：００頃

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）

ＯＮ ＴＨＥ ＢＥＡＴ

ヒロロ
３階 イベントスペース

１３：３０～１６：３０

入場料無料 全国のダンサーを対象にしたダンス発表、競争、交流の場として開催します。
内容：ソロバトル（２２歳以下対象および１３歳以下対象）
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会（０１７２－８８－６４９９）／ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

ＤＡＮＣＥ ＣＵＬＴＵＲＡＬ & ＥＸＣＨＡＮＧＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ
ダンス交流文化祭 ＩＮ ＨＩＲＯＲＯ

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１８：００

この夏、最高の仲間と最高の瞬間を。２５歳以下を対象としたダンス発表の場です。
内容：ソロコンテスト（小学生以下部門、中高生部門、１８歳以上部門）、クルーバトル、審査員と参加者のトークセッション、ダンスショー
チケット￥２，０００※出場エントリー、トーク・ダンス観覧全て参加可能です。
プレイガイド：ヒロロ１階インフォメーション・３階 市民文化交流館受付窓口／ＦＡＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（チケット及びエントリー）
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会（０１７２－８８－６４９９）／ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

Ｃｒｏｓｓ．Ｓ 音×食フェスティバル

弘前公園市民広場ほか

１０：００～

【青森グルっとはらぺこフェス】（１０：００～２０：００） 内容：県内のご当地グルメのフードコート
【野外ライブステージ】（１０：００～）出演：ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ（りんご娘）ほか 場所：弘前公園市民広場※雨天決行、市民広場は入場無料。
【ＤＥＥＰ ＳＱＵＡＤ 単独ライブ】開場１６：３０ 開演１７：００ 場所：弘前市民会館 大ホール
入場料：（前売 全席指定）Ｓ席￥７，０００ 一般￥５，５００（当日券はそれぞれ￥５００増） 入場券販売場所：弘前青年会議所ほか
問：弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８）

日

16 月祝

21

28

弘前市立博物館

９：３０～１６：３０

秋の名月会・夜間庭園（～２２日）

藤田記念庭園

１７：００～２０：００

ライトアップした幻想的な空間で、秋の夜長を満喫しませんか。
入園料無料（１７：００以降。中国茶会は別途￥１，０００が必要）
内容：【２１日】篠笛演奏会 【２２日】鶴田流琵琶演奏会（共に１８：００から） 【両日】中国茶会（１７：００～）
問：藤田記念庭園事務所（０１７２-３７-５５２５）

ひろさきりんご収穫祭（～２３日）

弘前市りんご公園

１０：００～１５：００

りんごの収穫作業が本格化する前に、りんご公園で収穫の無事を祈念し「ひろさきりんご収穫祭」を開催します。
イベント：ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥライブ／りんご王国王さまおひろめ／２ｍ巨大アップルパイ実演販売／地元アーティストなどによるライブステージ／
りんご棒パン製作体験／りんごカービング／飴製作体験など
問：弘前市役所りんご課内 弘前市りんご公園まつり事業実行委員会事務局（０１７２－４０-７１０５）

土

23 月祝

27

特別企画展
光ミュージアム 近現代日本画の軌跡（～１１/４）

岐阜県高山市に所在する光ミュージアムのコレクションの中から、明治初期の橋本雅邦、横山大観、美人画の上村松園、鏑木清方、
戦後作家では、東山魁夷、加山又造ら近・現代を代表する日本画家の作品約７０点を展示します。
光コレクションをまとまった形でご紹介する東北初の展覧会です。
観覧料：一般￥３００（￥２２０） 高校・大学生￥１５０（￥１１０） 小・中学生￥１００（￥５０）
「高岡の森弘前藩歴史館」との共通券 一般￥４２０（￥３１０） 高校・大学生￥２１０（￥１６０） 小・中学生￥１４０（￥７０）
※（ ）内は２０名以上の団体料金です。※共通券とは、博物館及び高岡の森弘前藩歴史館に、それぞれ１回入館できる券です。
※６５歳以上の弘前市民、市内の小中学生、市内の留学生、ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方、障がい者は無料です。
年齢、住所等を証明するものをそのつどご提示ください。 ※常設展の展示はありません。 会期中無休
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

金

一流棋士の集い
第４回ひろさき囲碁感謝祭

令和元年度
弘前市総合防災訓練

土 「弥生いこいの広場」からカワイイ動物たちが大集合！
ヒロロ どうぶつランド

第４回ＤＯＧ ＦＥＳ ＩＷＡＫＩ ２０１９
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弘前パークホテル
受付９：００～ 開会式９：４５～２０：００

【６０面打ち大会】９：４５～１３：００
観覧料無料 指導対局料：大人￥３，０００ 高校生以下￥１，０００ 定員：６０名（先着順）※対局棋士は抽選で決定、勝者には棋士指揮毫色紙贈呈
【公開ペア碁対局と大盤解説】１５：００～１７：００
抽選で選ばれた参加者がプロ棋士とペアを組んで碁を打てるという、夢の公開ペア碁対局です。
前後半に分けて２局行うので、合計４人の方にチャンスがあります。（次の一手予想クイズ・賞品あり）
入場料：大人￥２，０００ 高校生以下￥１，０００ 定員：１７０名（先着順）
【親睦会】１７：３０～２０：００ 全棋士と全参加者による連碁対局あり。 参加費：￥８，０００ 定員：７０名（先着順）
【その他の催し物】入門・級位者交流会 １１：３０～１３：３０ 参加無料 年齢不問 講師：古川こんゆ二段（弘前在住）※１３：００～は出場棋士との交流会
問：陸奥新報社内 ひろさき囲碁感謝祭実行委員会事務局（０１７２－３４－３１１１ 内線４３０ 営業企画室まで）

運動公園
弘南鉄道弘前駅周辺
藤代町会内

９：３０～１２：００

地震災害を想定し、迅速かつ的確な災害対応と、行政・関係機関・地域住民の一体化、防災意識の高揚、防災体制の一層の強化を目的として、
総合防災訓練を実施します。
今年度は、災害時要配慮者の受け入れを想定した避難所運営訓練を行うほか、交通機関の被災を想定した訓練として、弘南鉄道株式会社および
弘南バス株式会社が連携した避難誘導・移送訓練などを実施します。
また、県武道館前エントランス広場では、水消火器やＡＥＤ操作、非常食の試食なども体験できます。
自分たちの地域を守るために、地域の皆さんが一緒になって防災について考え、知ることのできる機会ですので、気軽においでください。
※悪天候で各種警報等が発表された場合には中止することがあります。訓練中は、弘前市運動公園正面の道路が通行止めとなるほか、
防災ヘリが訓練会場周辺の上空を飛行したり、消防車両などがサイレンを鳴らして走行したりします。なお、訓練項目は変更になる場合があります。
問：弘前市役所防災課（０１７２－４０－７１００）

１０：００～１５：００

参加料無料 ※雨天時は中止、または開催時間を短縮する場合があります。 動物たちの体調によって参加できない場合がありますのでご了承ください。
【どうぶつふれあいコーナー】
時間：１０：００～１２：００／１３：００～１５：００ 場所：えきどてプロムナード
内容：うさぎやモルモットをだっこしよう！／ヤギやポニーとふれあおう！／
乗馬体験（①１１：００～１２：００ ②１３：００～１４：００）各回先着７０名 ※各回開始１時間前から会場にて整理券を配布します。
【どうぶつクイズコーナー】
ヒロロ館内にあるすべてのクイズに答えると「弥生いこいの広場」の乗馬券を１枚プレゼント！さ・ら・に！全問正解の方には乗馬券をもう１枚プレゼント！！
時間：１０：００～１５：００ ※解答用紙の配付は１４：３０まで。
配布場所はヒロロ３階 弘前市民文化交流館受付窓口とえきどてプロムナード。 先着１００組（小学生まで）１家族回！！
問：ヒロロスクエアにぎわい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

９：３０～１５：３０

岩木山の麓の広大な自然の中で犬たちに囲まれてドッグライフ満喫イベント！！
普段のお散歩では味わえない、大自然の中で愛犬と一緒に楽しめるアトラクションや、明日からのドッグライフに役立つ
魅力的なコンテンツを体験できるアウトドア系ドッグイベントを開催します！
入場料無料（各アトラクションに参加料あり）
内容：ドッグスポーツの体験＆ゲーム、特別講座（災害時の備え、同行避難について、プロから学ぶ愛犬の暮らし）。
その他、ディスクドッグのデモンストレーションやノーリードで遊べるドッグランなど、今年も愛犬と楽しく過ごせるコンテンツがいっぱい。
※荒天時は１０/２０（日）９：３０～１５：００へ延期
問：ＤＯＧ ＦＥＳ ＩＷＡＫＩ 実行委員会 ワンアップツガル（ＴＥＬ０１７２－５５-８５４０、Ｅメール：info@wonup-tsugaru.com）

ヒロロ／えきどてプロムナード

岩木青少年スポーツセンター
第一多目的広場

日

第２回堀越城秋まつり

堀越城跡 （メイン会場：管理活用支援エリア芝生広場）
９：００～１６：００

【見学会】会場：堀越城内・旧石戸谷家住宅 時間：時間内自由
整備現場見学ツアー：９：４５、１４：４５から開催。５分前までに芝生広場横に集合。約４５分間。
【堀越城ちびっこ探検隊「堀越城を攻略せよ！」】会場：堀越城内 時間：１３：００～１３：４５ 定員３０名（同伴保護者含む）
募集：当日９：００より受付（先着順）
【けの汁ふるまい】会場：多目的広場 時間：１２：００～（無くなり次第終了）
【劇団ひろさき演人リーディングステージ ＨＩＲＯＳＡＫＩ伝承シアター「堀越城伝」】会場：メイン会場 時間：１３：００～１３：４５
【ＪＡＺＺ ＥＮＳＥＭＢＬＥ 百石枠族館コンサート】会場：旧石戸谷家住宅内（ダイドコ） 時間：①１０：１５～ ②１４：１５～
【シンポジウム 信長・秀吉の城と堀越城－城郭史から見た堀越城とは?－】会場：メイン会場 時間：１１：００～１２：００
その他：車でおいでの方は堀越地区雪置場駐車場をご利用ください。
問：文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

弘前市民文化祭
日 曜日

問：弘前市民文化祭実行委員会事務局（弘前文化センター１階 市社会教育協議会内 ０１７２－３１－３０１０）
イベント名

場所

１４：００～１６：００
（開場１３：３０～）

1

日 弘前バッハアンサンブル 創立３５年記念演奏会

14

土 小・中学校音楽発表会 -器楽の部-

１０：３０～１６：００
（開場１０：００～）

15

日 小・中学校音楽発表会 －声楽の部-

１０：００～１１：３０
（開場９：３０～）

弘前市民会館 大ホール

お問い合わせ先・備考

時間

入場料（全席自由）￥３，０００
プレイガイド：【弘前】弘前市民会館、ヒロロ１階インフォメーション、平山萬年堂、まちなか情報センター、中三弘前店
【青森】成田本店、さくら野百貨店青森店、カワイ青森ショップ、リンクモア平安閣市民ホール
問：弘前バッハアンサンブル 島口さん（０１７２－３３－１５３９）

入場料無料

９：３０～１７：００
（初日１０：００～
最終日１６：００まで）

19

木 第５３回 弘前美術展（～２３日）

弘前文化センター
大会議室・美術展示室

22

日 弘前バレエ連盟公演

弘前文化センター ホール

28

土 諸流いけばな展（～２９日）

弘前文化センター 大会議室

１０：００～１７：００

無料

29

日 邦楽祭 箏・三絃・尺八

弘前文化センター ホール

１２：３０～

無料

弥生いこいの広場 Ａｕｔｕｍｎフェス２０１９（～１６日 月・祝）
日 曜日

14

イベント名

場所

問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）
お問い合わせ先・備考

時間

ＬＯＣＯ ＳＴＵＤＩＯ ダンスパフォーマンス

第１駐車場

１３：００～

観覧料無料

夜の動物園

動物広場内

１７：００～２０：００

アライグマのエサやり、ポニーきゅう舎見学、ハリネズミやアオダイショウとのふれあい。

アウトドアクッキング（～１６日）

オートキャンプ場

１０：００～１４：００

参加料：１組￥５，０００※要事前申込 対象：４～５人位のグループ、親子１０組程度（先着順）

動物さんのごはんプレゼント（～１６日）

動物広場入口

１４：００～

動物のごはんを、子ども限定で先着２０名にプレゼント。

Ｌｅｔ’ｓ紙ヒコーキ（～１６日）

オートキャンプ場

１４日１１：００～
１５日・１６日１３：００～

参加料無料

スラックライン体験（～１６日）

オートキャンプ場

９：３０～１６：００

綱渡りのようなスポーツです。 体験料無料

露店コーナー（～１６日）

第１駐車場

９：３０～１６：００

軽食、飲み物、ゲームなど

テント・タープ展示（～１６日）

オートキャンプ場

９：３０～１６：００

観覧料無料

土

※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。

プール
日 曜日

イベント名

第３市民プール（～９/１）
（木曜日休場）

場所

第３市民プール

① ９：００～１１：３０
②１２：３０～１５：００
③１５：３０～１８：００

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）

城北ファミリープール

① ９：３０～１１：３０
②１２：３０～１４：３０
③１５：００～１７：００

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）

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。

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）

６/２９
（土）～
城北ファミリープール（～９/１）
（火曜日休場）

岩木B＆G海洋センタープール（～９/８）

９月以前からの継続イベント
日 曜日
通年

イベント名
お殿様・お姫様衣装着付け体験
（～３/３１）

お問い合わせ先・備考

時間

場所
弘前公園内 武徳殿休憩所
（有料区域のため入園料が必要）

時間

★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。
お問い合わせ先・備考

イベント分類

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

アート・展示会

１/１２ 郷土文学館第４３回企画展
（土）～ 【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

３/２６
（火）～ 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

問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

ライブ・コンサート

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

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

弘前市立博物館

９：３０～１６：３０

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）

アート・展示会

７/２９ 弘前大学資料館 第２３回企画展
（月）～ 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※１０/２７（日）は開館
問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２）

アート・展示会

８/２０ 弘前工芸舎メインテーブル企画展
（火）～ ～ひろの窯～野呂千佳子 作陶展（～９/１）

藤田記念庭園
考古館２階ギャラリー

１０：００～１６：００

遊びゴコロのある小物から伝統的な作品まで展示販売いたします。
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

８/２３
（金）～ 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
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

アート・展示会

８/２６
（月）～ ＦＥＳＴＩＮＡ ＬＥＮＴＥ雑貨店（～９/１８）

ギャラリーあねっこ

問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

アート・展示会

８/２９
（木）～ 白峰書院 北門書道会員展（～９/１１）

北門ギャラリー

問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８ ※土日祝 休館）

アート・展示会

８/３０
第１４回 青森独立書展（～９/１）
（金）～

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

弘前文化センター

３１日 １２:００～１７:００
１日 ９：００～１５：００

問：日本教育書道会（０１７２－３３－６６８８）

アート・展示会

５/４
（土祝）～ 岩木山三味線ミニライブ（～１０/２７の毎週日曜・祝日）

早起きは三文の徳！
６/１６ 無料タクシー運行・朝食前に名所と名物「朝市」体験
（日）～ 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）

７/１９
（金）～ 日本刀の美（～９/１６ ※８/１９を除く）

７/２７
（土）～

①野市里②岩木山神社③嶽温泉広場 ①１１：３０②１２：３０
④岩木観光物産案内所
③１３：３０④１４：３０

津軽藩ねぷた村 こみせ通り

高岡の森弘前藩歴史館

《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～」

８/３１
（土）～ 日本教育書道会中弘南黒地区書道展（～９/１）

９月のイベント情報
日 曜日

1

2

3

4

5

イベント名

場所

スポット企画展 青森県郷土作家研究会６０周年
（～１０/３１）

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで、最終日は展示替えのため午前のみの展示）

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、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）

第十三回 三遊亭神楽 落語らいぶ ｉｎ ひろさき

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

開場１３：３０ 開演１４：００

入場料：前売・予約￥２，０００ 当日￥２，５００
予約・問：落語会やるべし会（０８０－６５５２－２１８６）
※ご予約は携帯ショートメールかお電話にてお名前・枚数をお知らせください。プレイガイドでのチケットお取り扱いはありません。

バッタ展（～９/１６）

こどもの森ビジターセンター

８：３０～１６：３０

トノサマバッタ、イナゴなどのバッタの仲間やキリギリス、コオロギ等の飼育展示をします。
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

お金のこと、親子で一緒に楽しく学ぼう！
キッズマネースクール～ワオナス校～

ヒロロ ３階 多世代交流室１
午前の部１０：００～１２：３０ 午後の部１３：３０～１５：３０

劇をしたり、体感したり、お店屋さんごっこを通じて「お金の大切さ」「親への感謝」を子どもたちに伝える体験型の勉強会です。
参加費無料 対象：４歳から１０歳までのお子さまとそのご家族 定員：各回１０組
申込方法：ＨＰ専用フォームよりお申込みください（https://kidsmoneyschool.net/）
問：運営会社：株式会社ワオナス（ＴＥＬ０１２０－５０６-５２７ ＦＡＸ０２２－２５３－７３９６ Ｅメール：info@waonas.com）

お子様向け催し
子育て・教育

ヒロロ
３階 イベントスペース

参加料無料※事前申込不要。 内容：薬剤師体験、禁煙相談、血圧測定、お薬相談・健康相談
問：弘前薬剤師会 マエダ調剤薬局西弘店 前田さん（０１７２－５５-５８４５）

健康セミナー

講演・講座・セミナー

１０：００～１３：００

アート・展示会

映画・演劇・舞台

こぎんの学校２０１９

弘前市民会館 大会議室
受付１０：００～
１時間目１０：３０～１２：００／１２：５０～１４：３０
２時間目１４：４５～１５：４５

昨年に続き、今年も青森県弘前市で「こぎんの学校」開催いたします。
今年はモドコに枠をつけて模様を大きく展開する方法を学べます。ｋｏｇｉｎｂａｎｋ編集部・石井もお話しさせていただきます。
授業料：￥４，０００ ※振込確認と同時に申込み完了とさせていただきます。振込手数料はこ負担をお願いします。
※当日のキャンセルは返金いたしかねますのでご了承ください。前日(８/３１）１０：００までのキャンセルは全額返金いたします。
定員：８０名（先着順）
内容：【１時間目】福田カヨ子さんによる「こぎん剌しの基本、枠模様の基本」
午前は基本の刺し方・枠模様の考え方を、午後は模様を大きくする方法や福田さんならではの作品づくりなどについて。
持ち物：昼食、練習用の布（１５ｃｍ×１５ｃｍ程度のこぎんがさせる布）、
針、指ぬき、練習用の糸（１ｍ程度）、糸切ばさみ、筆記用具、２０ｃｍ～３０ｃｍ程度のものさし（あれば）
※当日、図案２点と作品用の布（１５ｃｍX１５ｃｍ予定）、糸を配布いたします。※こぎん剌し経験者向けの内容となリます。
【２時間目】こぎんバンク編集長の石井勝恵さんに聞く「モドコＤＢ」の活用法。
※会の最後に、参加者の皆さんの作品を観賞し合う時間も。よろしければ作品をご持参ください。
※会場には福田さんの作品を一部展示予定。 講師：福田カヨ子さん、石井勝恵さん
申込・問：メールにお名前、ご住所、電話番号をご記入の上、お送りください。返信メールにて振込先をご案内いたします。
津軽工房社（弘前市元寺町５２ ＴＥＬ ０８０－１６７５ ―３７５３ Ｅメール：tugarukoubousya@yahoo.co.jp) の店頭でも申込可。

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
内山善雄 Ｊａｚｚ Ｆｏｒｕｍ ２２ Ｓｔａｎｄｅｒｄ ｔｏ Ｆｒｅｅｊａｚｚ

百石町展示館

開演１８：００

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

ライブ・コンサート

弘前工芸舎メインテーブル企画展
「宮腰清次郎うるし展」（～１５日）

藤田記念庭園
考古館 ２階ギャラリー スペース

１０：００～１６：００

入場料無料 内容：宮腰清次郎さんによる螺鈿のアクセサリーの展示・販売
問：弘前市産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

アート・展示会

ぴょんぴょん広場（他９・３０日）

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

１０：００～１１：３０

弘前市にお住ま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

健康セミナー

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３０日）

ヒロロ
３階 イベントスペース

１０：００～１１：００

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）

ひろさき生活・仕事応援センターのセミナー
「Ｈａｐｐｙトレーニング・Ｇｏｏｄコミュニケーション」

ヒロロ
３階 多世代交流室１

１０：００～１１：３０

就職を目指してコミュニケーション力を強化し、心地よい人間関係を築く方法を学びます。
参加費無料※申込は既に締切 持ち物：筆記用具 講師：能正幸子さん（親業訓練インストラクター）
問：ひろさき生活・仕事応援センター 就労自立支援室内（０１７２－３６-３７７６）

講演・講座・セミナー

奉祝 天皇陛下御即位「小島功誕生九十年記念事業」
岩木山神社 社務所
小島功展～現代の浮世絵師と呼ばれた男～（～１６日）

１０：００～１７：００

美酒、美味、美女に愛された作家 小島功。 流麗で、やさしくて、時には力強く書かれる線。
創り出される世界ははてしなくエロティックで美しい。半世紀以上にわたり生みだされた作品群は、どれも圧倒的な
エネルギーに満ち溢れている。今回の展覧会では、小島功全盛期時代の作品を原画、ジークレー版画を含めて展示販売致します。
観覧料無料 ※期間中無休
問：(株)コオプロ（０３－６３１２－８７６９）

アート・展示会

環境とエネルギーを考える
紫陽花の会なとわ講演会

弘前市民会館
１階 大会議室

１３：００～１５：００

定員：先着１００名様限定
内容：第１部「エネルギーと環境のことについて一諸に考えましょう」
講師：江尻寿延氏（日本原子力産業協会 地域交流部 総括課長）
第２部「東北を歴史から考える－津軽を中心に－」 講師：本郷和人氏
問：紫陽花の会なとわ 代表 白濱さん（０１７２－３４－３３４４）

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※事前申込必要。
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７-７５２-６７５５）

相談会

ヒロロ
４階 市民文化交流館ホール

１回目１０：３０～１２：００
２回目１４：００～１５：３０

定員：各回１００名※事前申込不要
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
問：弘前税務署 法人課税第一部門（０１７２-３２-０３３１）※音声案内に従い「２」を選択してください。

月

火

水 軽減税率制度説明会

講演・講座・セミナー

誰でも簡単にできる足もみ健康教室
第４回「疲労回復編」

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：￥５００ 定員：５名 持ち物：フェイスタオル１枚(足もみ棒はお貸しします)
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）

シダ展（～８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

１８：３０～２０：３０

日々のコミュニケーションの中でしばしば起こり得るギャップ。コーチングの手法を学び、
より良い人間関係を築くためのコミュニケーションスキルを身につけましょう。
受講料：１講座（３回分）￥２，０００※初回受講料無料（２回目以降も受けたいと希望された場合、受講料￥２，０００をいただきます。
内容：【第１回】コーチング入門・体験 【第２回】信頼関係のつくり方
【第３回】気付きを引き出す聴き方 持ち物：筆記用具 講師：佐藤 智絵さん（社交的な人みしり）
その他：最低開講人数：４名※開講の際は改めてお知らせを差し上げます。
申込・問：９/２までに電話、ＦＡＸ、Ｅメールで①お名前②住所③電話番号④講座番号と講座名をご記入の上、
特定非営利活動法人 日本人材発掘育成協会（ＴＥＬ０１７－７１８－７１３５、ＦＡＸ０１７－７１８－７１３６、
Ｅメール：joy@ｊｉnzai-japan.com）へ。

講演・講座・セミナー

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

アート・展示会

１０：３０～１１：３０

赤ちゃんの気持ちに共感するコミュニケーションは、赤ちゃんの言葉の言語発達を促進します。
パパやママの気持ちを伝えることで、赤ちゃんの共感力も育ちます。
定員：２０名（託児１５名まで）※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（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

１８：００～２０：００

メンタルヘルスを正しく理解して頂くために、専門の教員による一般向けの公開講座を企画いたします。
受講料無料 対象：一般８０名※申込は既に締切 プログラム：高齢期のうつ病
講師：井原一成さん（弘前大学医学研究科社会医学講座教授）／身体活動とメンタルヘルス
講師：鄭松伊さん（同健康と美医科学講座助教）／子どものメンタルヘルス
講師：栗林理人さん（同子どものこころの発達研究センター特任准教授）
問：弘前大学医学研究科総務グループ 山中さん
（ＴＥＬ０１７２－３３－５１１１（内線６７８３） ＦＡＸ０１７２－３９－５２０５）
Ｅメール：med-pr@hirosaki-u.ac.jp）

木 チャレンジ先生のエンジョイ講座
コミュニケーションスキルをつける！
智絵先生の初めてのコーチング講座（他１２・１９日）

弘前市民会館

百石町展示館
第３５回 山内清城とその仲間の刻字展（～８日）

０歳からの言葉がけ

7

棟方志功・武士朗・未華・寅雄等津軽にゆかりのある棟方の姓の方々の木版画、油彩画の作品を紹介致します。
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

ギャラリー森山

日 薬と健康の教室

１０：００～１８：００

★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。
お問い合わせ先・備考
イベント分類

棟方家の系譜（～２３日）

第６７回旺玄会青森県支部展（～８日）

6

時間

金 令和元年度
弘前大学大学院医科研究科公開講座
「メンタルヘルス」

ヒロロ
３階 弘前市駅前こども広場

弘前大学医学部
コミュニケーションセンター

９：３０～１６：３０
（最終日１５：００まで）
９：３０～１７：００
（最終日１６：００まで）

「城下町弘前と武家屋敷」講座（他１３・２０日）

旧伊東家住宅

１３：３０～１５：３０

参加料：￥３，０００ （全３回分、初回徴収） 定員：３０名（先着順）
内容：城下町弘前の誕生と城下の町割り／城下町の発展と武家屋敷（武家住宅見学）／城下町弘前と仲町地区（仲町地区の街歩き）
講師：今井二三夫さん（弘前市仲町地区伝統的建造物群保存会会長）
申込・問：はがきかＦＡＸで①郵便番号・住所、②氏名、③電話番号、④講座名「城下町講座」を記入のうえ、
弘前市仲町地区伝統的建造物群保存会事務局 今井二三夫さん
（〒０３６－８３３３若党町７５の２、ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３２－９２７２）へ。

クリスタルアート展 ｖｏｌ．２～光と虹の溢れる空間～
（～２３日）

鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００

休館日：９/１０（火）、９/１７（火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

郷土文学館ラウンジのひととき

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。
内容：詩と音楽と遊ぼう 出演：船越素子さん（詩人）ほか
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

サンスターファミリーミュージカル

弘前市民会館 大ホール

開場①１２：００②１５：００
開演①１３：００②１６：００
終演①１４：１５②１７：１５

要事前申込
問：サンスターファミリーミュージカルキャンペーン（０６-６２０５-８１８１）

おたのしみおはなし会（他１４・２１日）

弘前図書館
１階 閲覧室おはなしコーナー

７日・２１日１１：００～１１：３０
１２日１５：００～１５：３０

『秋・食べ物』をテーマに、絵本の読み聞かせ、紙しばい、昔ばなし、なぞなぞなど。
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児童
問：弘前図書館（０１７２－３２-３７９４）

Ｓｃｒａｔｃｈでプログラミング入門
～タートルグラフィックで頭のトレーニング～

東北女子大学 コンピュータ実習室

１０：００～１２：００
（受付９：３０～９：５０）

タートルグラフィックを用いたプログラムを、自分で考えながら作ってみます。
参加費無料 対象：小学校３年生から大人まで１５名程度 講師：友田 志郎さん
申込・問：東北女子大学 地域資源活用研究センター（ＴＥＬ０１７２－３３－２２８９ ＦＡＸ０１７２－３３－２４８６
Ｅメール：ｔ‐shigen＠tojo.ac.ｊp ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）

１３：００～１５：３０
（受付１２：３０）

撮影時のちょっとしたノウハウや工夫で綺麗なデジタル写真が撮れるように、
報道写真のプロが身近な題材を使って楽しみながら撮影のコツを教えます。撮影歴は一切問いません。
参加者に三色ボールペン・付箋紙・卓上減塩昆布のしょうゆをプレゼント！
参加費無料 定員：２０名（応募多数の場合抽選にてご通知いたします。） 応募条件：高校生以上、性別を問わず、初心者大歓迎
持ち物：ご自身のカメラ（ＳＤまたはＣＦカードもご用意ください）
内容：【第一部】カメラ撮影の基本（１３：００～１３：４５） 【第二部】撮影会（１３：４５～１４：０５）
【第三部】コンテスト応募手続き＆作品講評（１４：０５～１５：００）
その他：当日撮影した写真はＪ－ＰＯＷＥＲ写真コンテストにご応募いただきます。
※カメラの撮影テクニック中心の講座となるので、カメラ本体の使用方法は対応できない場合がございます。
申込・問：はがき、ファックス、メールのいずれかで①名前②年齢③住所④郵便番号⑤携帯電話番号
⑥ご持参いただく一眼レフカメラのメーカー名・機種名⑦ＳＤカードまたはＣＦカードの有無をご記入の上、
(株)東奥アドシステム 一眼レフ写真講座弘前会場係（〒０３０－０８６２ 青森市古川１丁目２１番１２号 ＴＥＬ０１７－７７６－３７７１
ＦＡＸ０１７－７７６－３７７５ Ｅメール：ｉｔｉgan1@tooads.co.ｊｐ）※受講券の発送をもって発表に代えさせていただきます。

土

誰でも手軽に撮れる一眼レフ写真講座

弘前市民会館
２階 中会議室

初心者向けりんご研修会（収穫編）

りんご公園

９：００～（荒天時は延期）

参加無料 対象：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３５名
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、雨がっぱ（雨天時） 内容：りんごの収穫や選果の研修（実技研修など）
講師：青森県りんご協会職員ほか 申込・問：９/５（木）までに、
電話かＦＡＸまたはＥメールで氏名・電話番号・りんご作業経験の有無を記入のうえ、
農政課（ＴＥＬ０１７２ー４０-７１０２ ＦＡＸ０１７２－３２-３４３２ Ｅメール：nousei@city.hirosaki.lg.jp）へ。

サンライフ弘前カラオケ教室（他１４日）

サンライフ弘前

１０：００～１２：００

参加料￥１００（保険料として）※要事前申込 定員：各回２０名 内容：初歩的なカラオケの解説と実技
申込・問：サンライフ弘前（０１７２－２７-２８１１）※第４土曜日〈祝日の場合はその直後の日曜日〉は休み。

講演・講座・セミナー

アート・展示会

映画・演劇・舞台

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

日 曜日
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イベント名

場所

時間

★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。
お問い合わせ先・備考
イベント分類

水上スポーツ& ウォーター遊具体験
ｉｎ 城北ファミリープール（他８日）

城北ファミリープール

①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

参加料：１回１時間当たり 子ども￥６００、大人￥８００、親子（２人）￥１，０００（保険料含む）※各自傷害保険に加入を。
※幼児は保護者同伴。 定員：各回１０名 内容：７日→カヌーとウォーター遊具体験、８日→ＳＵＰとウォーター遊具体験
※飲み物、着替え、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（ＴＥＬ０１７２－３３-４５４５ ＦＡＸ０１７２－３３-４５８３）へ。

ひろさきボードゲーム フリーマーケット

遊べるカフェ Ｔｒｉｐｌｅ

１５：００～１８：００

弘前でボードゲームのフリーマーケットを開催！遊ばなくなったボードゲーム、出品してみませんか? 掘り出し物を探しに行こう！
入場料無料
問：遊べるカフェＴｒｉｐｌｅ（０１７２－２６－６１３３）

ＪＲ弘前駅前 ２階 オープンデッキ
※雨天時、１階観光案内所前

①１１：００～１１：３０
②１３：００～１３：３０

津軽に古くから伝わる昔話を、味のある地元の方言で語ります。旅の思い出に是非津軽弁に触れてみませんか?
料金無料 問：弘前駅ビルＡＰＰＬＩＥＳＥ（０１７２－３６－２２３１）

はなまる発達障がいを持つ子の親の会

ヒロロ
３階 こどもの広場内 多目的室

１３：００～１５：００

発達障がい・グレーゾーンと言われるお子様の保護者様いっしょにお話ししませんか?お子様連れ大歓迎です！！
お一人様でもお気軽にご参加ください。
問：ふくしの窓口弘前店 下山さん（０１７２－３８－７６３０）

藍擦り染め体験教室

弘前地区環境整備センタープラザ棟

９：３０～１２：００

参加料無料 対象：小学校５年生以上 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：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６-３３８８）※月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み

体験

～Ｔｈｅ Ｄｕｅｔ～吉田美奈子＆小島良喜

ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ

開場１７：３０ 開演１８：００

チケット：前売￥６，０００ 当日￥６，５００ プレイガイド：チケットぴあ（Ｐコード１５６９５３）
問：ダゴンバサウンド（０１９－６８８－０７６４）

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

土 津軽弁で昔話（～８日）

スポーツ

その他

大仏公園あじさいの剪定会

大仏公園

８：３０～１１：３０

参加料無料※事前申込不要 来年のあじさいを、あなたの剪定で咲かせてみませんか。
持ち物：軍手、剪定ばさみ、汗拭きタオル
問：石川町会 工藤さん（０９０－３７５６－８６０５）、石川町民会館（０１７２－９２－３２１５）

講座・短歌をつくろう

弘前図書館 ２階会議室

１３：３０～１６：３０

ＮＨＫ学園短歌講師、運河の会代表による短歌の作り方講座です。初心者でも参加できます。
参加料無料 対象：中学生以上１５名
申込・問：電話または弘前図書館カウンターにて（０１７２－３２－３７９４）

弥生いこいの広場 オートキャンプ場

１０：００～１４：００

参加料：男性￥５，０００ 女性￥３，０００※事前申込必要。 対象：独身男女各２０名
内容：自然の中でバーベキュー、動物広場散策、スポーツトーイ
申込・問：弥生いこいの広場（０１７２－９６-２１１７）

弘前城植物園散策ガイド

集合：弘前城植物園 南案内所前

１０：００～１１：００

弘前市みどりの協会の樹木医や緑の相談員が見頃の花や樹木を説明しながら、楽しく園内をガイドします。
参加料無料※ただし入園料が必要 入園料：大人￥３１０ 子ども￥１００※事前申込不要。
問：弘前市緑の協会（０１７２－３３－８７３３）

ツアー

福田こうへいコンサートツアー２０１９

弘前市民会館

①１２：３０ ②１７：００

チケット￥７，０００（全席指定）※未就学児入場不可、車椅子・お試席を（指定席）をご希望の方はお電話にてトラスト企画へ。
プレイガイド：チケットぴあ（Ｐコード１４８－３６４）／ローソンチケット（Ｌコード２２２６５）／ヒロロ／
さくら野百貨店弘前店／弘前市民会館
申込・問：トラスト企画クリエート（０１１－２６１－９９９１）

ライブ・コンサート

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＆津軽三味線演奏会」

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
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

講演・講座・セミナー

多重債務、労働問題、離婚、DV、いじめ等、生活や心の悩みに関する無料法律相談（事前電話予約必要）
予約・問：９/２（月）～６日（金）の９：００～１７：００に青森県弁護士会事務局（０１７-７７７-７２８５）へ。

相談会

入場料：一般￥４００ 小学生以下￥２００
問：弘前市立第四中学校（０１７２-３２-５２４４）

ライブ・コンサート

問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

アート・展示会

その他
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日 Ｌｅｔ’ Ｇｏ！ コン ＢＢＱ

月 自殺予防週間における全国一斉
「暮らしとこころの無料法律相談会」（～１３日）
弘前市立第四中学校 第３４回吹奏楽と合唱の夕べ

弘前市民会館 大ホール

吉澤秀香 秋を楽しむ（～１０/３０）

鐵心ギャラリー

ハーフバースデー

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

ヒロロすこやか相談

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

１８：００～２０：００
（開場１７：３０）

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Ｈ３１．３月生まれのお子さん対象)。
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。※要事前申込
申込・問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

受付１０：００～１０：３０

内容：①妊娠、出産、妊娠中の栄養相談（対象は妊婦とその家族）
②育児、母乳、食事や栄養、歯みがきなどの相談（対象は０～５歳児の家族）
持ち物：母子健康手帳、歯の相談希望者は普段使っている歯ブラシの持参を
問：弘前市保健センター（０１７２－３７-３７５０）

講演・講座・セミナー

げんねんＥＣＯスクール
かわいくリメイク ウエットティッシュケース

弘前商工会議所会館
２階 ２０１室

１０：００～１２：３０
（受付９：３０～）

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※事前予約必要
問：弘前市保健センター（０１７２－３７-３７５０）

相談会

保育のお仕事出張相談会

ヒロロ
３階 イベントスペース

１０：００～１３：００

参加料無料※事前申込不要 内容：青森県保育士・保育所支援センター職員による個別相談、
青森県内の保育所・認定こども園等求人情報の閲覧・紹介
問：青森県社会福祉協議会青森県保育士・保育所支援センター（０１７－７１８－２２２５）

相談会

体験

火

水

お子様向け催し・
子育て・教育

〈第一部〉放射線を用いた最先端のがん治療～医療における放射線のお話し～
〈第二部〉かわいくリメイク ウエットティッシュケース 既製品のウエットティッシュケースを布やリボンでデコレーションして、
自分だけのオリジナルケースを作りましょう。（ケースサイズ縦１０センチ、横１５センチ、高さ６センチ）
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：８/２９（木）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：〒０３０－０８０１ 青森市新町２丁目２－１１ 東奥日報新町ビル２階情報センター ＥＣＯスクール係
（ＴＥＬ０１７－７３１－１５６３ 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。

学生のためのＩＨ体験料理教室

東北電力 弘前営業所

１０：３０～１３：００

最新のＩＨで早い安全を体験しながら料理を作ってみませんか?知って得する電気の話やＩＨの簡単お手入れ方法もご紹介！
参加料無料 対象：大学生、短大生、専門学校生 定員：１０名（先着順）※３名以下は中止となります。
持ち物：エプロン メニュー：炊き込みちらし寿司、野菜とチキンのグリル、だし巻き卵、簡単デザート
※メニューは変更になる場合がございます。
申込・問：実施日の２日前までに「ＩＨ体験会申込」とお伝えください。
東北電力 弘前営業所 成田さん・三上さん（０１７２－３２－０２８３）

第３２回弘前市立第一中学校
吹奏楽部合唱部定期演奏会

弘前市民会館 大ホール

１８：００～２０：３０
（開場１７：３０）

入場料：一般￥４００ 中学生以下￥２００
問：弘前市立第一中学校（０１７２-３２-３９４９）

ライブ・コンサート

ビーズに魅せられて Ｖｏｌ．１０（～１３日）

百石町展示館

１０：００～１７：００
（初日１３：００～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

アート・展示会

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）

サポーターの会
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各法律事務所

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

お子様向け催し・
子育て・教育

かけっこ教室（～２７日までの毎週水・金曜日）

河西体育センター

１６：３０～１８：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：小学生 ３０名※申込は既に締切
内容：走る、跳ぶ等の全身運動、用具を使用したトレーニング
※室内用シューズ、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。
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）へ。

気軽にはじめるアフターファイブ写経の会

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１７：３０～１９：３０

字を上手に書きたい方、写経で毛筆の手習いをしてみませんか？写経だけでなく、のし袋の表書きのお手本なども準備しております。
毎月第２水曜開催。どなたでもご参加いただけます。※この時間帯で出入り自由です。ご都合に合わせてご参加下さい。
参加料無料（初回のみテキスト代￥３００） 持ち物：筆ペン 問：真宗大谷派 奥羽教務所（０１８５－５２－３７３０）

いやしのフラダンス教室（他２５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） 内容：下半身に効く、高齢者向けのやさしいフラダンス
持ち物：タオル、飲み物 講師：田中希生子さん（フラスタジオモアニ主宰）
申込・問：８/１５（木）から温水プール石川（０１７２－４９-７０８１）へ。

その他

講演・講座・セミナー

「りんご」求人説明会・ミニ面接会

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

りんご収穫作業を中心とした農作業に空いている時間を有効活用してみませんか？地元りんご農家から直接、
仕事内容や待遇等お話が聞けるチャンスです。※要事前予約 対象：求職中のどなたでも参加できます。
※正式に応募する場合はハローワーク紹介状、履歴書等をご持参ください。
また、事前にハローワークで求職登録いただくとスムーズに面接を受けられます。
持ち物：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。
内容：りんご農家等（６～８社）の担当者から各ブースで仕事や賃金について詳しく説明を聞く事が出来ます。
未経験の方もお気軽にご参加ください。
申込・問：ヒロロ ３階 弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

第５７回弘前市立第三中学校 吹奏楽部定期演奏会

弘前市民会館 大ホール

１６：００～１８：００
（開場１５：３０）

入場料：中学生以上￥４００ 三中生・小学生以下￥２００
問：弘前市立第三中学校（０１７２-３２-２３６１）

ライブ・コンサート

水墨画会青森会（～１５日）

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー

★１０：００～１７：００

問：ＮＨＫ弘前支局「ギャラリー係」（０１７２－３２－５４１１）

アート・展示会

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

同年代のママさん大集合！！。今月はＨ２年～Ｈ６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。
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。 定員：１５名（託児１０名）※要事前申込
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

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：“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）

１０：００～１３：００（予定）

生涯を通じて女性の生活は変化がたくさんありますよね。
仕事・子育て・介護を両立しながら出来る働き方・生き方を女性同士で話してみませんか？
ランチ付きセミナーでゆっくりじっくり話せます！
参加料無料（無料託児有り※対象：生後６ヶ月～就学前） 対象：就職を考えている女性２０名（先着順）
内容：●セミナー①「わたしらしい生き方・仕事・子育て」 ●セミナー②「行動にうつす大切さ」
●フリートーク「先輩に聴いてもらおう！私の不安・女性の不安」
申込・問：開催日の６日前までに電話またはＨＰ、メールにて、こそもり事務局 担当 藤田さん・三井さん
（ＴＥＬ０１２０－９１－５２５１ Ｅメール：ｋosomori@japan-mtc.com ＨＰ：http://www.kosomori.com）へ。

１５：００～(約１時間）

受講料無料※事前予約不要 講師：青森県金融広報委員会アドバイザー小野寺 剛氏
問：弘前市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）

１０：００～１１：３０

参加料無料 対象：おおむね６０歳以上の市民３０名程度（先着順）
申込・問：９ /１１（水）までに、電話かＦＡＸまたはＥメール住所〈町名まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・電話番号を記入のうえ、
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。

ミサワホーム ｄｅ フラワーアレンジメント教室
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東北ミサワホーム 弘前展示場

木

女性の“はたらく”を応援します！
「わたしらしい働き方ってどんなのだろう？」
こそもりセミナー

ヒロロ
３階 多世代交流室２

第２回くらしの消費者講座 「かしこい相続 幸せな遺言」 ヒロロ
３階 多世代交流室２

プラネタリウム鑑賞会～秋の星空を楽しもう！～

弘前文化センター
３階 視聴覚室・プラネタリウム

講演・講座・セミナー

体験

日 曜日

13

14

15

イベント名

場所

時間

奥井彰創作バッグ展（～１７日）

ギャラリー芭蕉

★１０：００～１７：００

問：ギャラリー芭蕉（０１７２-２７-００３３※企画展開催中を除く日曜日休業）

７人の作家が創るハンドメイド展
「納戸」ｗｉｔｈ（～１４日）

(株）すまくら（南城西２丁目２－４）

１０：００～１７：００
（１４日は１６：００まで）

問：小山内さん（０９０－５５９４－６７８９）

観察会 中秋の名月を観察しよう

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
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４-２２３３）

市民ボランティアによるパソコン講座
エクセル２０１０応用講座（他２０・２７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：エクセル２０１０ の操作ができる市民３０名（先着順） 内容：表計算ソフト（エクセル２０１０）の活用方法など
持ち物：筆記用具、ＵＳＢメモリ、昼食
申込・問：弘前市総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６-４８００）へ。

金
就労準備講座 就労相談・支援つき（～１１/２２）

Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）

夜間納税相談（他１７～２０日）

弘前市役所
２階 収納課

相談会

伊奈かっぺい
ヒロロ
むだぐちらいぶ また（また）まだ（まだ）十三日の金曜日 ４階 市民文化交流館ホール

開場１７：３０
開演１８：００
終了予定２０：００

チケット：前売￥２，５００
プレイガイド：ヒロロ１階インフォメーション／中三弘前店／五所川原ＥＬＭ／ポみっと！（hｔｔｐ://ｗｗｗ.pomit.jp/）
問：青森演劇鑑賞協会（０１７－７２２－７９４４）

ライブ・コンサート

きのこ展（～１５日）

緑の相談所

９：００～１７：００

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３８）

弘前地区高校写真展（～１５日）

弘前文化センター 美術展示室

１０：００～１７：００

問：弘前文化センター（０１７２-３３-６５７１）

第１４回廃品おもしろ工夫展 ｉｎ プラザ棟
（～１１/１０※１０/６除く）

弘前地区環境整備センタープラザ棟

９：００～１６：００

小学生が廃品をもとに作ったさまざまな作品を展示し、一般投票を行います。投票数により、学年ごとにプラザ賞を授与します。
作品テーマ：透明プラスチック容器を使った作品 投票期間：９/１４～１０/３１
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６-３３８８）

おもちゃ病院＆おもちゃ広場

ヒロロ
３階 弘前市駅前こどもの広場

１３：３０～１５：３０

◆おもちゃ病院 費用：原則無料 ただし、部品交換した場合の部品代￥５０～￥３００は負担。
入院した場合は退院時に入院費として￥１００頂きます｡ ・折れた部品や外れたねじ、乾電池や説明書があるときはご持参ください。
・弾の出るピストルなど、危険性のあるおもちゃは扱いません。 ・捨てるおもちゃがあったらお譲り下さい♪
◆おもちゃ広場：おもちゃコンサルタントさんがグッドトイを持参して、一緒に遊んでくれます。
問：ヒロロ３階 弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

プレママさんのアロマ＆ハーブティー

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

天然素材を使って本格的ハンドクリームを作ってみませんか。ハーブティーを飲みながら、ゆったりおしゃべりを楽しみましょう。
材料費：￥１，８００ 定員：１０名※要事前申込（定員になり次第締切ます。） 託児：１０名 講師：日高 佳子さん
問：ヒロロ３階 駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

郷土文学館 映画無料上映会

弘前図書館 ２階視聴覚室

１０：００～１２：００

上映作品：パンドラの匣 定員：６０名（先着順）
申込・問：９/１０（火）までに郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）へ。

弘前乃怪Ｖｏｌ６ 怪談祀罹

専求院
①ＯＰＥＮ１４：３０ ＳＴＡＲＴ１５：００
②ＯＰＥＮ１７：３０ ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット各回￥２，０００ 内容：①川奈まり子怪談ライブ ②ありがとうぁみ怪談ライブ
問：弘前乃怪実行委員会（Ｅメール：hirosakikaidan@gmail.com）

弘前文化センター ホール
１４日：開場９：００ 開会式９：３０ 開演１０：００
１５日：開場９：００ 開演９：４０ 閉会式１５：００

入場料無料
問：木造高校（０１７３ー４２ー２０６６）

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５回「医学の魅力」

弘前大学教育学部
１階 中教室

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８０名 講師：弘前大学医学研究科教授 大山力さん
申込・問：９/６（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。

きのこの話

緑の相談所

１３：３０～１５：３０

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

第２３回青森県高等学校文化連盟演劇部
中南・西北支部演劇合同発表会兼
土 青森県高校演劇合同発表会予選（～１５日）

古武術公開講座・演武会「武士魂 ｉｎ 弘前」
ー長剣を操る武士のワザを求めてー（～１５日）

高岡の森弘前藩歴史館
「１４日」実演：館内ロビー／
講演：映像講話室 「１５日」館外前庭

１４日１３：００～１５：１５／
１５日１０：００～１２：００

【１４日】実演解説：「弘前藩伝・林崎新夢想流居合」
講演：「弘前藩の武士と刀剣（仮）」、「津軽の古武術」、「まぼろしの名流 田宮流居合をもとめて（仮）」
【１５日】解説：「古武術について」
演武：「全国各地から集結し古流武術各流派の公開演武」 市民向けワークショップ：「サムライのワザを体験してみよう」
（１１：１５より ４０分）
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）

百人一首を楽しく読む～文学作品として～
（他１０/５、１１/２、１２/７、１/１１、２/１５）

東北女子大学

１０：３０～１２：００
（受付１０：００～１０：２０）

百人一首の配列に配慮して、読み解きます。
参加費無料 対象：高校生～社会人 講師：佐々木隆さん
申込・問：東北女子大学 地域資源活用研究センター（ＴＥＬ０１７２－３３－２２８９ ＦＡＸ０１７２－３３－２４８６
Ｅメール：ｔ‐shigen＠tojo.ac.jp ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

映画・演劇・舞台

講演・講座・セミナー

食育講演会（～１５日）

弘前市総合学習センター

１３：３０～１５：３０

受講料無料※事前申込不要 対象：①「１４日」市内に在住または通勤している子育て世代の人、
市内に在住または通学している中学・高校生、②「１５日」市内に在住または通勤している働き世代の人
内容：①「学力と体力向上における食の大切さ」、②「Ａｃｔｉｖｅｃｏｏｋは健康の礎なり」
講師：①加藤秀夫さん、前田朝美さん、②妹尾良子さん、出口佳奈絵さん（いずれも東北女子大学健康栄養学科）
問：中央公民館（ＴＥＬ０１７２ー３３-６５６１ ＦＡＸ０１７２－３３-４４９０ Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。※火曜日は休み

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。隔月開催しています。
定員：２０組３歳以上の幼児（要事前申込、定員になり次第しめきります。） 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）
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

第９回弘前ダンス学院舞友会チャリティーパーティー

弘前文化センター 大会議室

１３:３０～

参加費：￥１，５００
問：弘前ダンス学院（０１７２-３６-４０７４）

その他

１日体験ボランティア

土手町通り
（集合：中三弘前店正面入口）

①９：００～１２：００
②１２：００～１５：００

参加料無料 対象：市民各５名（先着順） 持ち物：飲み物、エプロン、動きやすい服装
内容：カルチュアロードでの「ワンニャンを愛する会」ブースでの迷子札作りなど※雨天の場合は９/２２に順延。
申込・問：９/２（月）～１４日（土）までに市民参画センター内 ボランティア支援センター（０１７２－３８-５５９５）へ。

福祉・ボランティア

６ｔｈ ＭＡＮ ｐｒｅ．
『Ｔｉｐ ｏｆｆ』ｖｏｌ．１５ "ｔｈｅ Ｋｉｓｓ ｏｆ Ｌｉｆｅ"Ｒｅｌｅａｓｅ
Ｔｏｕｒ ＦＩＮＡＬ！！

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１５：００
ＳＴＡＲＴ１５：３０

前売￥２，０００ 当日￥２，５００ 高校生以下￥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

森壽男絵画展（～１９日）

百石町展示館

１０：００～１８：００
（初日１１：００から）

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

アート・展示会

スポーツ

日

２０１９嶽きみウォーク

岩木山総合公園

８：３０～１３：００

参加料：￥５００※各自傷害保険に加入を。 定員：１０ｋｍ６０名、３．５ｋｍ４０名 内容：１０ｋｍまたは３．５ｋｍのウオーキング
※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確認を。
申込・問：９/１０までに岩木山総合公園（ＴＥＬ０１７２－８３-２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３-２６３５、Ｅメール：info@iwakisansportspark.com)
へ。

のびのび子ども相談

弘前市保健センター

９：３０～１５：００（受付１４：０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。※９/２～１３日に要事前予約
内容：発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。
問：弘前市保健センター（０１７２－３７-３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

１８：３０～２０：００

１０月に弘前市で日本建築家協会全国大会を開催いたします。
前川さんが創設者といっても過言ではない協会なので弘前で開催するのは大変意味が深いように思います。
そのイントロも兼ねてお話しいたします。
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（０１７２－３１－０１９５ Ｅメール：post@harappa-h.org）

講演・講座・セミナー

制作期間
９/１８（水）～９/２３（月・祝）
展示期間
９/２４（火）～１０/２０（日）

現代美術家の小沢剛さん（東京藝術大学教授）と同大先端芸術表現科の学生たちが、
ねぷたの技法などを用いて制作した作品を展示します。制作期間も含め、自由に観覧することができます。
入場料無料
問：弘前れんが倉庫美術館開館準備室 弘前芸術創造株式会社（０７０－１００７－６１４４）

火
コトリｃａｆｅ（百石町展示館内）

水

アート・展示会

ＭＯＡ美術館 光輪花

百石町展示館

１０：００～１６：００

弘前にゆかりある、尾形光琳筆 国宝 紅白梅図屏風（レプリカ）を展示します。
入場料無料 その他：お抹茶と一輪花の無料体験コーナーあり
問：船水さん（０８０－１８４２－６１５９）

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

１４：３０～１６：３０

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）

相談会

１９日１８：００～２０：００
２８日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）

講演・講座・セミナー

体験

お子様向け催し・
子育て・教育

無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業
１９日：ヒロロ３階 多世代交流室２
おもてなし中国語セミナー「接客編 第３回」
２８日：弘前公園追手門（黒門）集合
（他２８日「実践編 第３回」）

20

講演・講座・セミナー

納税に関する相談※特別な理由がなく納付および連絡がない場合は差し押さえ処分を執行することもあります。
問：弘前市役所 収納課（０１７２－４０-７０３２、０１７２ー４０-７０３３）

弘前れんが倉庫美術館プレイベント
旧紺屋町消防屯所
【地平線と戯れる装置を作るための一週間】（～１０/２０）

19

お子様向け催し・
子育て・教育

１７：００～１９：３０

ｈａｒａｐｐａ ｓｃｈｏｏｌ ２０１９ ｓｕｍｍｅｒ-ａｕｔｕｍｎ
建築の時間「あえて今弘前の前川作品」

18

アート・展示会

講座を受講して、ビジネススキルを学びながら、就労への不安解消を図り、就労にチャレンジをしてみませんか。
講座修了後も就労・定着まで一貫して支援します。
受講料：￥２，１６０（テキスト代） 対象：就労経験が少なく、離職を繰り返した経験があるなど、仕事に不安がある人
内容：パソコン基本操作（ワード・エクセル等）、マナー、就労体験・職場見学など
申込方法：９/６（金）までに、申込書に必要事項を記入の上、申込を。※申込用紙は就労自立支援室に備え付けています。
問：ひろさき生活・仕事応援センター 生活福祉課就労自立支援室（ＴＥＬ０１７２－３６-３７７６ ＦＡＸ０１７２－３５-２９２９）

16 月祝

17

★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。
お問い合わせ先・備考
イベント分類

第２回ハロートレーニング体験会～急がば学べ～

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１５：４０
（受付１３：００～）

ハロートレーニングとは希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを取得できる無料の職業訓練です。
参加料無料
内容：①体験会オリエンテーション
②訓練コース体験会の実施（各３０分）※事前申込優先・当日先着順。希望者が多い場合はお待ちいただくことや、
希望のコースを体験できない場合もございますのでご了承ください。
③ハロートレーニング相談コーナー
④ジョブ・カード作成支援コーナー
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 総合案内又は弘前就労支援センター 総合案内へ。
その他：この体験会は求職活動実績として認められます。雇用保険受給者の方は、雇用保険受給資格証をお持ちください。
問：弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（ＴＥＬ０１７２－５５－５６０８ ＦＡＸ０１７２－５５－５６０７）

楽天イーグルス野球教室

はるか夢球場

１８：００～１９：３０

楽天イーグルスアカデミーコーチによる、未経験者や初心者向けの野球教室です。
対象：野球チームに所属していない市内の年長児～小学校３年生 ５０名（先着順） 持ち物：きやすい服装、飲み物、汗拭きタオル
申込・問：９/１９（木）までに文化スポーツ課（０１７２－４０-７１１５）へ。

弘前大学 研究・イノベーション推進機構学術講演会
「翻訳で初めて見えてくる『日本』」

弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

１５：００～１６：３０

参加料無料 定員：３００名（先着順、定員になり次第終了） 対象：本学学生、教職員、一般市民
講師：ロバート・キャンベルさん（国文学研究資料館長）
申込・問：９/１２（木）までに電話またはＥメールにて、弘前大学研究・イノベーション推進機構（０１７２－３９－３９０７
Ｅメール：kensui@hirosaki-u.ac.jp）へ。

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（０１７２－８８－８４５３ Ｅメール：asiccosmile@gmail.com）

電動ロクロ体験（～２２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）

Ｋａｔｈｒｙｎ Ｃｌａｉｒｅ ”Ｅａｓｔｅｒｎ Ｂｏｕｎｄ Ｆｏｒ Ｇｌｏｒｙ”
ｒｅｌｅａｓｅ Ｔｏｕｒ ｉｎ Ｊａｐａｎ ２０１９

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：予約¥２，０００ 当日¥２，５００（＋ｄｒｉｎｋ別）
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０ Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

歌曲とアリアのデュオリサイタル「金木犀の咲く頃に」

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）

木

男性限定 誰でも簡単にできる足もみ健康教室
金 「疲労回復編」

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

日 曜日
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イベント名

場所

岩木山観光協会「岩木山フォトコンテスト」（～１０/６）

ギャラリーあねっこ

親子で自然観察会 ｉｎ 弥生スキー場跡地

集合：弥生いこいの広場
オートキャンプ場

ハーバリウム作り教室

時間

問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

アート・展示会

１０：００～１２：００

親子で弥生の生き物や植物を観察してみませんか。 参加料無料 対象：小学生とその保護者 ２０組（先着順）
持ち物：飲み物、雨具（雨天時）、汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、長靴、帽子、タオル、手袋
申込・問：９/２０（金）までに、電話かＦＡＸまたはＥメール（住所・氏名・年齢〈学年〉・電話番号を記入）で
公園緑地課（ＴＥＬ０１７２－３３－８７３９ ＦＡＸ０１７２－３３－８７９９ Ｅメール：kouen@city.hirosaki.lg.jp）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前地区環境整備センタープラザ棟

①９：３０～１０：３０
②１１：００～１２：００

参加料無料 対象：小学生以上 各回１５名（小学生は保護者同伴、初参加の人を優先）
申込・問：９/８（日）より、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。

東北女子大学 公開講座 ２０１９
おさかな食育クッキング～旬の魚いただきます♪～

東北女子大学 調理学実習室

１０：３０～１３：３０
（受付 １０：００～１０：２０）

青森県の食育を充実させるため栄養たっぷりの魚を紹介します。
簡単でおいしい魚料理を作りながら、食育について考えてみましょう。
参加料：一組￥５００※要事前予約 対象：食育に関心のある親子または一般の方４０名※応募者多数の場合は抽選となります。
持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル・試食時のお茶 講師：今村 麻里子さん
申込・問：㈱弘前丸魚（０１７２－２７-２３４５ ＨＰ：http://wｗｗ.hmaruuo.co.jp/senshuraku/ryouri.html）へ。

デンドロビウムの栽培管理

緑の相談所

１３：３０～１５：３０

問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７ ）

死は人生で最も大切なことを教えてくれる

岩木文化センター あそべーる

１４：００～１５：３０

愛する人を失った人々をはじめ、世界中の人々をはじめ、世界中の人々の「死」に向き合ってきた相談の絶えないシスターが説く、
いのちの愛おしさ。 入場料無料 講師：鈴木秀子先生（聖心会シスター 文学博士）
問：日本キリスト教団 弘前西教会（０１７２－３６－９６５１）

ＪＣ－ＮＥＴ 発達障害就労支援セミナー ｉｎ 弘前（～２２日）弘前医療福祉大学

２１日１１：００～
２２日１０：２０～

発達障がいの特性を考慮した支援を進めていくための視点やアイデアを講義と演習で学びます。
参加料：２１日のみ￥３，０００、２日間参加￥８，０００ 定員：２１日（講義）１００名、２２日（演習）３０名
対象：障がい者の就労に関心のある人（障害福祉サービス事業所、教育機関、医療機関、企業等）
申込・問：９/１０（火）までに津軽障害者就業・生活支援センター（０１７２－８２-４５２４）へ。※詳しくは問い合わせを。

一大地区空き家対策講座・個別相談会

駅前記念会館

講座１４：００～１５：００
相談会１５：００～１６：００

岩木山総合公園ボッチャ交流大会

岩木山総合公園

９：２０～１５：４５

スロージョギング教室（～１０/１２の毎週土曜日）

金属町体育センター 集会室

１３：３０～１４：４５

こけ玉作り教室

ワークトーク弘前

１０：００～１２：００

参加料￥１，５５０（材料費・保険料含む）※要事前申込 定員：２０名 持ち物：新聞紙、持ち帰り用袋 講師：みどりの協会職員
問：ワークトーク弘前（０１７２－３８ー３７１１）※月曜日と祝日は休館〈月曜日が祝日のときは翌日の火曜日が休館〉

①１０：００～ ②１３：３０～

津軽の刺し子「こぎん刺し」。オリジナルのフレームやブローチなどの小物をつくりませんか?
体験料：フレーム又はコースター￥１，０００ くるみボタンのブローチ又はヘアゴム￥１，５００ コンパクトミラー￥２，０００
定員：各回８名※要事前予約
予約先：ｍｉａｓａ（ＴＥＬ０８０－６０３０－６７８０ Ｅメール：pisces.a.a.7503@outlook.com）

土

こぎん刺しワークショップ（～２２日）
アプリーズ
３階 特設会場
クリスタルアートリウム & インアリウムワークショップ

22

一大地区に住んでいる人であれば誰でも参加できますので、気軽においでください。
参加料無料 対象：一大地区の居住者
申込方法：講座は事前申込不要。相談会は９/１７（火）までに申込を（当日参加も可）。
※詳しくは、一大地区の回覧板か、市ホームページで確認を。
問：建築指導課空き家対策係（〒０３６－８５５１上白銀町１の１市役所４階、
ＴＥＬ０１７２－４０-０５２２ ＦＡＸ０１７２－３８-５８６６ Ｅメール：kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）
参加料￥２００（昼食は各自）※各自傷害保険に加入を。 定員：市民２７名（先着順） 内容：ボッチャ大会
※室内シューズ、飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：９/１７までに、岩木山総合公園（ＴＥＬ０１７２－８３-２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３-２６３５ Ｅメール：info@iwakisansportspark.com)
へ。
参加料無料※各自傷害保険に加入を。 定員：市民１０名程度 内容：簡単なウォーミングアップや、スロージョギングの走り方など。
※室内シューズ、飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：９/１５（必着）までに往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上
金属町体育センター（〒０３６－８２４５ 金属町１の９ ＴＥＬ０１７２－８７－２４８２）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。

①１０：００～ ②１２：３０～
③１４：３０～

話題のクリスタルアートリウムと実用性抜群なインアリウムを体験してみませんか？
体験料：インアリウム表札作り￥１，５００～ 欠けないクリスタルアートリウム￥７００～（大きさ、使用する花材量によります）
定員：各回６名※予約優先、飛入り可
申込・問：（０８０－４５１７－０７８５）

田原俊彦コンサート ＴＯＳＨＩＨＩＫＯ ＴＡＨＡＲＡ
４０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＤＯＵＢＬＥ Ｔ ＴＯＵＲ
ＰＨＯＥＮＩＸ ２０１９

弘前市民会館

開場１６：３０ 開演１７：００

全席指定￥７，５００ ※３歳以上はチケットが必要。２歳以下１人までは膝上で同伴可。
※当日￥５００増（前売券が完売した場合、当日券の販売はございません）
プレイガイド：弘前市民会館、さくら野弘前店、ＥＬＭインフォメーション、ローソンチケット（Ｌコード：２２２５６）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４）

歌曲とアリアのデュオリサイタル「金木犀の咲く頃に」

百石町展示館

開場1１３：３０ 開演１４：００

入場料無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

Ｓｔｕｄｅｎｔ ＬＩＶＥ～学生ＬＩＶＥ～

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１６：００
ＳＴＡＲＴ１６：３０

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 高校生以下特別割引前売り￥５００ 当日￥８００
※ドリンクチャージとして別途￥３００(ソフトドリンクのみ)
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

こぎん刺し・観る・触れる・感じる
「こぎんの家」一般公開

こぎんの家
（弘前市鼻和平岡３８－１）

１０：００～１５：００

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の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になりました。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。
入館料：￥５００（施設維持管理費といたします。）※お車は鼻和町会駐車場をご利用ください。（徒歩４分）路上駐車はご遠慮ください。
※施設にはトイレがございません。
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）

動物愛護週間イベント（～２３日）

弥生いこいの広場

９：００～
（工作教室は１０：００～）

動物愛護と適正な環境についての理解と関心を深めてもらうために、クイズや工作教室などを開催します。
参加料無料※事前申込不要
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

月例登山 イヌワシの道 キノコ探索

こどもの森ビジターセンター

９：３０～１４：３０

２０１９ ヨネックスソフトテニスキッズアカデミー

岩木山総合公園

①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

キノコを観察しながらハイキング。※要事前申込 持ち物：飲み物、昼食、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）
参加料無料（ラケット貸出あり）※各自傷害保険に加入を。
定員：①５歳から８歳 ３０名②８歳から１０歳 ３０名 ※ともにソフトテニス未経験者 内容：初心者向けのソフトテニス教室
※室内シューズ、飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：９/１５までに岩木山総合公園（ＴＥＬ０１７２－８３-２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３-２６３５ Ｅメール：info@iwakisansportspark.com)
へ。

講演・講座・セミナー

スポーツ

体験

ライブ・コンサート

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

短命県返上へ！おなかのがんから身を守る

ホテルニューキャッスル
２階「曙」

１４：００～１７：００
（開場１３：３０）

短命県返上へ向けて「おなかのがん」の症状や治療の最先端について、
日本を代表する内視鏡専門医が分かりやすく解説いたします。質問コーナーも企画しておりますので、お気軽にご参加ください。
定員：一般の方２５０名（先着順、一部のみ参加でも可）
講師：田尻 久雄さん（東京慈恵会医科大学 先進内視鏡治療研究講座 教授）、
井上 晴洋さん（昭和大学江東豊洲病院消化器センター 教授）、
田中 信治さん（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 内視鏡学 教授）
問：弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座内 第９８回日本消化器内視鏡学会総会事務局
三上さん・後藤さん（０１７２－３９－５０５３）

高照神社 ～岩木山神社ノルディックウォーキング
～自然遊歩道・登山道を歩く～

集合：百沢駐車場（百沢字高田）

９：３０～１２：００

参加料：￥１，５００（レンタルポール代を含む、土産付）※各自傷害保険に加入を。
定員：長距離歩行が可能で、持病がない人 ２０名（先着順） 内容：初心者への簡単な説明、約６km のコース実践
※雨具、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：９/１３（金・必着）までに、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＴＥＬ０１７２－３３－４５４５ ＦＡＸ０１７２－３３－４５８３）へ。

スポーツ

休日納税相談

弘前市役所 ２階 収納課

９：００～１６：００

納税に関する相談※特別な理由がなく納付および連絡がない場合は差し押さえ処分を執行することもあります。
問：弘前市役所 収納課（０１７２－４０-７０３２、０１７２－４０-７０３３）

相談会

その他

日

講演・講座・セミナー

パーソナルカラー診断

アプリーズ
３階 特設会場

１０：００～１６：００

あなたを引き立たせる似合うタイプを診断します。「少し試したい」等、興味のある方は是非この機会にお試しください！
日本パーソナルカラー協会の認定アナリストが診断します。
定員：１０名※予約受付有り●１５分コース:￥１，０００ ●３０分コース：￥２，０００
問：色彩ＤＡＹＳＥＹＥ（０９０－１０６２－９２２５）

第１３回ココナツ・クラブ うたごえ音楽会

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１５：００

いつまでも心に残る あの歌この歌 いっしょに歌いませんか？
入場料無料※事前予約不要 プログラム：第１部 メンバーによる演奏発表 第２部 ご来場者の皆様による「うたごえ」セッション
問：ココナツ・クラブ事務局（０９０－２０２２－７４０７）

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

体験

マタニティ＆ベビーフェス

ヒロロ
３階 イベントスペース、
４階 市民文化交流館ホール

１０：００～１５：００

妊娠中、育児中に知っておきたい情報やお役立ち情報が満載です。興味のある方は、どなたでも遊びに来てください！！
イベントプログラム：
●イベントスペース（３階）
・ハイハイ競争（①１０：００～１０：２０ ②１２：００～１２：３０ ③１４：００～１４：３０）定員：各３０組※要事前申込
・出産サポート教室（１１：００～１２：００）落ち着いてお産に集中出来るようにパパとママ、
ふたりで基本となる筋力と、気持ちのコントロールの方法を身につけましょう。
希望の方にはお風呂の入れ方指導もできます。参加申し込み時にお知らせください。定員：１０組※要事前申込
・音であそぼう（１２：３０～１３：３０）色々な楽器を使って楽しく遊びましょう。定員：２０組※要事前申込 対象：２～３歳の親子
・ベビーマッサージ＆肩こり解消ストレッチ（１２：３０～１３：３０）お子さんとのコミュニケーションにベビーマッサージを覚えましょう。
その後は、子育てで凝り固まった肩こりを解消するストレッチをします。定員：２０組※要事前申込
持ち物：バスタオル ・試食（にんじんとおからのソフトせんべい）
●文化交流館ホール（４階）
・講演「赤ちゃんバンザイ」定員：１００名（託児１５名まで※要予約 無料）／
「乳幼児精神保健の基礎と臨床～子どもの行動の見立てと支援のために知っておきたい乳幼児精神保健学～
定員：１００名（託児１５名まで※要予約 無料）
その他のコーナー：ハンドメイド、ワークショップ、フード、無料相談
申込・問：弘前市駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

能に親しむ集い
～みんなで「高砂」を謡いましょう！～

ラグリー

１３：００～１４：３０

結婚式などで謡われる謡曲「高砂」を分かりやすく解説するほか、能面や装束の体験も行います。
参加料無料※要事前申込 定員：１００名 講師：上野朝義さん（観世流能楽師）ほか
申込・問：篠崎さん（ＴＥＬ０１７２－３７-５１８４ Ｅメール：family.shinozaky@nifty.com）へ。

ＵＬＦＵＬ ＫＥＩＳＵＫＥ ＭＡＧＩＣＡＬ ＣＨＡＩＮ ひとり
ＣＡＲＡＶＡＮ ２０１９ 秋冬 ｗｉｔｈ クマガイマコト

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

開場１８：００ 開演１８：３０

チケット：￥３，５００（＋ドリンク別） 出演：ウルフルケイスケ、クマガイマコト
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０、Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

フレディ四季コンサート 第５回 秋
秋の夜半 いまひとたびの
山﨑祥子＆一戸智之 歌とピアノ デュオリサイタル

百石町展示館

開場１７：３０ 開演１８：００

入場券：￥２，０００（コーヒー付） プレイガイド：フレディ弘前チケットカウンター
問：フレディ弘前チケットカウンター（０１７２－３１－３１３２）

弘前市立第五中学校
第４７回吹奏楽部定期演奏会

弘前市民会館 大ホール

１５：００～１７：００
（開場１４：３０）

入場料：一般￥４００ 五中生￥２００
問：弘前市立第五中学校（０１７２-２７-３０６４）

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：日常でも、登山のいざというときに役立つ！ロープワーク講習会！ 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

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などを生の声でお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満席になり次第受付終了
持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を。
内容：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可）
参加事業所：株式会社ツクイ／大同生命株式会社 東北支社弘前営業所／株式会社エイジェック 弘前オフィス
問：ヒロロ３階 弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

あおもり県民カレッジ 中南地区 地域キャンパス講座
弘前藩の武芸 実演と体験

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１０：００～１１：３０

サムライが求めた心身の文化を一緒に体験しませんか！（弘前藩の武芸の歴史と武士の礼法など）
受講料無料 定員：３５名 講師：小山 隆秀氏（弘前無形文化財 卜傅流剣術保存会）
申込・問：青森県総合社会教育センター あおもり県民カレッジ事務局（ＴＥＬ０１７－７３９－０９００ Ｅメール：alis02@jomon.ne.jp）

体験

れもん Ｓｐｅｃｉａｌ Ｊａｚｚｌｉｖｅ

喫茶れもん

ＯＰＥＮ１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：\３，０００（飲食代別）
問：喫茶れもん（ ０１７２－３３－９３５９）

ライブ・コンサート

23 月祝

24

★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。
お問い合わせ先・備考
イベント分類

火 求人説明会・ミニ面接会

ライブ・コンサート

日 曜日

イベント名
観察会 天の川を楽しもう（～２９日）

２時間で身に付く 様々な癒しのメソッド
25

星と森のロマントピア 天文台

ヒロロ
３階 多世代交流室Ｂ

入館料：高校生以上￥２００ ４歳～中学生￥１００※３歳以下、市民は無料
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４-２２３３）

午前の部１０：１５～１２：１５頃
午後の部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。

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

１４：５０～１７：００
（受付１４：００～）

参加料無料 定員：２００名（先着順） テーマ：「ドイツの介護福祉の現状と日本の超高齢社会を考える」
講師：結城康博さん（淑徳大学総合福祉学部教授） ※ 詳しくはホームページ（https://www.hirosakiuhw.jp/）で確認を。
問：弘前医療福祉大学短期大学部講演会係（０１７２－２７-１００１）

弘前城植物園ボランティア活動

弘前城植物園

９：００～１６：００

募集人数：１０名程度※要事前申込 内容：除草、水やりなど
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

福祉・ボランティア

キッズ広場

ヒロロ
３階 駅前子ども広場
イベントスペース

１０：３０～１１：３０

キッズ広場は『１歳５か月以上のお子さんとママの広場』です。今月はイベントスペースで運動会ごっこをします。
運動会ならではの競技をお子さんの月齢にあわせて楽しんでください。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：１歳５か月以上のお子さん※２歳以上の子のお誕生日もします。
※要事前申込（９月生まれのお子さんは申込時に教えてください。） 定員：６０名※定員になり次第締切
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

１８：３０～２０：１５

対人的なやりとりが上手にできるようになると、話をしても気持ちよく話ができ、対人関係がストレスでなくなります。
人づきあいをより良くしていくための一つの方法として『ＳＳＴ』(社会生活技能訓練と呼ばれています）があり、
日常生活での問題場面を練習課題としてとりあげて練習します。興味、関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
〇友人・家族との関係を良くしたい〇対人支援者としてより良い関係を作りたい〇ＳＳＴを勉強していきたいと思われる方など、
どなたでも参加することができます。より良い対人関係を作っていくための一歩にしてみませんか。
参加費：￥５００(この費用は、会場費・資料代として使われます)※事前申込必要
申込・問：ＥメールかＦＡＸで健生クリニック臨床心理士ＳＳＴ普及協会北東北支部役員 大塚成仁さん（ＦＡＸ０１７２－３６－１３７０
Ｅメール：kyo1625otof@keb.biglobe.ne.jp）へ。

講演・講座・セミナー

東北電力（株）弘前営業所
３階 電化教室

１０：３０～１３：００

東北電力（株）で楽しくＩＨで簡単料理体験しませんか?ガスとは違った使い心地をご体感ください。
またお得な電気のミニ講話もあります！ＩＨに興味のある方！電気料金が気になる方！男性も！お料理ビギナーさんも！
お友達同士で！皆さまお誘い合わせてお気軽にお申込みください♪
参加費無料 定員：先着１０名 持ち物：エプロン、手拭き
メニュー：ビビンバ風炊き込みご飯、野菜のコロコロ揚げ、トマトとレタスのスープ、簡単デザート
その他：参加人数に達しない場合、中止することがあります。 当日は東北電力のトータルサービス「より、そう、ちから。＋ＯＮｅ」や
電気料金プラン、ＩＨリースについてもお知らせいたします。～電気料明細をお持ちください～
申込・問：９/２０（金）までに東北電力（株）弘前営業所 お客様提案課 ホームアドバイザー 成田さん・三上さん
（０１７２－３２－０２８３）へ「ＩＨ体験会申込」とお伝えください。

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）

Ｏｒａｎｇｅ Ｔｒｅｅ

ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ

ＯＰＥＮ１８:３０
ＳＴＡＲＴ１９:００

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

９：３０～１６：３０

法令整備・新田開発・産業振興・文化興隆などに力を注ぎ、名君と称される津軽信政の足跡、
死後祀られ「高岡様」と尊崇された高照神社を紹介します。
観覧料：一般￥３００（￥２２０） 高校・大学生￥１５０（￥１１０） 小・中学生￥１００（￥５０）※（ ）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）

ヒロロ
３階 多世代交流室１

木

高岡の森弘前藩歴史館

青森ライカクラブ写真展（～２９日）
百石町展示館
金

１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

体験

ライブ・コンサート

アート・展示会

１０：００～１７：００
（最終日１５：００まで）

高坂フミ裂織と手作りバッグ展示会（～３０日）
親子展：ｔｏｍｏの服 草木染洋服展、
道楽かん工房 張子展（～１０/１）

ギャラリー芭蕉

第４０回記念弘潤書道会臨書展（～２９日）

弘前文化センター

ベビー広場

ヒロロ
３階 駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

赤ちゃんとママの広場です。今月はイベントスペースで運動会ごっこをします。抱っこで鈴割りやハイハイで競争したり、
寝んねで網引きしたり。赤ちゃんならではの運動会を楽しんでください。身長体重を測りますので、１０分前までに来てください。
定員：６０名※要事前申込、定員になり次第しめきります。
対象：１歳４ヵ月までのお子さん、 お誕生日会もします。９月生まれのお子さんは申込の時に教えてください。
問：ヒロロ３階 駅前こども広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

小野修 水彩画展（～３０日）

百石町展示館

１０：００～１８：００
（最終日１７：００まで）

問：百石町展示館（０１７２-３１-７６００）

アート・展示会

ｈａｒａｐｐａ映画館♯３１ こんな愛もある

弘前中三 ８階 スペースアストロ

①１０：３０ ②１３：３０
③１６：００

チケット：【１回券】前売￥１，０００ 当日￥１，２００ 学生・会員￥５００ 【３回券】￥２，５００（前売のみ取扱い）
プレイガイド：弘前中三／まちなか情報センター／弘前大学生協／コトリＣａｆｅ（弘前市立百石展示館内）
プログラム：ジュリエッタ（１０：３０～）／「ライ麦畑の反逆児」ひとりぼっちのサリンジャー（１３：３０）／男と女、モントーク岬で（１６：００）
予約・問：ｈａｒａｐｐａ事務局（０１７２－３１－０１９５）

映画・演劇・舞台

はじめての山登り教室 第６回「八幡平縦走」

集合：弘前市運動公園駐車場

１０：００登山開始

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：登山小屋に宿泊体験登山 ※初級は９/２３ 梵珠山登山
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）

１３：００～１６：００

【ＰＯＩＮＴ１】ひろさき未来創生塾は、市民自らが弘前の未来を想い、地域の魅力を高める企画を考え、
市民活動や地域活動として実行するための人材育成塾です。【ＰＯＩＮＴ２】２年間（令和３年３月まで）の期間とし、
１年目は事業の企画立案、２年目は実際の事業実施まで行っていただきます。【ＰＯＩＮＴ３】２人のトップランナーが講師として、
あなたの小さなアイディアを企画にし、実施するまでをサポートします。
受講料無料 対象：市内に在住、通勤、通学をされている２０代、３０代１０名程度 内容：開講式、オリエンテーション、講話
申込：９/６までにエントリーシートをダウンロードし、お申込ください。
（http：//ｗｗｗ.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/jouhou/2019_mirai.html） 問：弘前市企画部企画課ひとづくり推進室
（ＴＥＬ０１７２－２６－６３４９、Ｅメール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

相談会

体験

ひろさき未来創生塾 大好きな弘前のために、
今、できること。「開講式」（～Ｒ２．３/２８）

ＨＬＳ弘前

★１０：００～１７：００

問：ギャラリー芭蕉（０１７２-２７-００３３ ※企画展開催中を除く日曜日休業）
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

土

専門家による空き家相談会開催

弘前市総合学習センター

１０：３０～１４：００

宅建士、すまいアップアドバイザー（建築士）、司法書士の相談員が中立的な立場で相談に応じます。
「空き家・空き地」の売買・賃貸・管理・リフォーム・相続などでお困りの方はお越しください。
相談料無料※事前予約推奨（予約なしでもできる限り受付いたしますが、お待ちいただく場合がございます。）
申込・問：電話かＦＡＸで公益社団法人青森県宅建物取引業協会（ＴＥＬ０１７－７２２－４０８６ ＦＡＸ０１７－７７３－５１８０）
※相談内容によって、契約書や住宅の図面などをご持参いただければ幸いです。
相談希望時間が重複した場合は、相談開始時間が変更となることがあります。

秋の寄せ植え体験

植物園内無料休憩所

１０：００～１１：３０

参加料￥１，５００※要事前申込 定員：２０組（先着順） 持ち物：エプロン 内容：季節の花の寄せ植え
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３-８７３３）

１４：３０～１５：３０

高岡の森弘前藩歴史館では、今年３回目のロビーコンサートを行います。
美しい音楽が奏でられた館内で、歴史のロマンに触れてみてはいかがでしょうか？
多数の方のご来館をお待ちしています。 コンサートは無料、ただし入館料が必要。
入館料：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）

ロビーコンサートへのお誘い 「琵琶と尺八の演奏」

第３０回弘前市立第二中学校
吹奏楽部定期演奏会

29

１９：００～２１：００

弘前医療福祉大学
４階 セミナーホール

津軽信政と高照神社（～１２/２２）

28

★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。
お問い合わせ先・備考
イベント分類

弘前医療福祉大学 短期大学部特別講演会

ＩＨお料理体験会

27

時間

水

人づきあいをより良くするために
ＳＳＴを体験してみませんか?！

26

場所

高岡の森弘前藩歴史館

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

１６：００～１８：００
（開場１５：３０）

入場料：一般￥４００ 二中生￥２００ 小学生以下無料
問：弘前市立第二中学校（０１７２-３２-３６４２）

アンデルセンと、寺山修司と、劇団四季のミュージカル！ 弘前市民会館
はだかの王様

開場１５：３０ 開演１６：００

見えない服が、あなたの心を見せてくれる。 笑って歌って楽しんで、きっと見つかる大切なこと。
チケット（全席指定）：【Ｓ席】大人￥５，４００ 子ども￥３，２４０ 【Ａ席】大人￥３，２４０ 子ども￥２，１６０
※子ども料金３歳以上小学校６年生以下。３歳未満の着席鑑賞は有料となります。※当日￥５００増し
プレイガイド：弘前市民会館／弘前文化センター／ＦＭアップルウェーブ／さくら野弘前店／ＥＬＭインフォメーション／
ローソンチケット（Ｌコード２２４４４）
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４）

雪雄子とワークショップ生達による舞踏公演
「身体に還る日」

開演１３：３０

出演：イリーナ・グレゴリさん、山田スイッチさん、奥村はな子さん、他。 投げ銭。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・セミナー

弘前市民会館 大ホール

鳴海要記念陶房館

映画・演劇・舞台

専門家集団「らの会」による 士のつく仕事博覧会
実は身近な専門家に聞く資格のとり方・利用の仕方

ヒロロ
３階 多世代交流室１、２、Ｂ

１０：３０～１５：３０

入場料無料 対象：子供から大人までどなたでもＯＫ！
【発表会場】多世代交流室２ １０：３０～１５：３０ 「士の付く仕事ってどんな仕事？」弘前在住、実は身近な専門家それぞれが、
自分の仕事について説明します。資格を取ってみたい人、どういう仕事なのか知りたい人、
誰に頼めばいいのか分からない人、実際にその仕事をしている人たちに会ってみませんか。
【展示会場】多世代交流室１ １１：００～１５：００ 士業バッチ比べ、六法いろいろ、資格試験参考書、ＤＶＤ上映、
申請・提出書類のひな型紹介、各種パンフレット、お仕事紹介、お得な情報コーナー、「らの会」の活動など、展示。
資格取得相談にも応じます。
【相談会場】多世代交流室Ｂ１１：００～１５：００ 昼休み（１２：００～１３：００）を入れて３０分ごと２組ずつ、予約優先で対応します。
チラシ裏面の「よろず相談予約申込書」でご予約下さい。
問：「らの会」三上さん（０１７２－３８－１８２９）

樹木医と行く古木・名木めぐり

緑の相談所

９：００～１３：００（雨天決行）

古木・名木を樹木医がガイドします。間近で観察し、自然の力強さを感じてみませんか。
参加料￥１，０００ 対象：中学生以上１９名（先着順） 持ち物：雨具、タオル、動きやすい服装
ルート：イチイ→サワラ・イチイ→サイカチ（ともに板柳町）→シナノキ（鶴田町）→弘前公園解散※バス移動あり。
申込・問：９/５（木）９：００から、弘前市みどりの協会（０１７２－３３-８７３３）へ。

体験

ひろさき「農の魅力」体験ツアー第１弾

集合：岩木総合支所 東側駐車場

９：３０～１５：３０
※雨天決行

市内農業者との交流を通して、農業の大切さや魅力を感じてみませんか。
参加料無料 対象：市内在住の小学校４年生～６年生とその保護者（２人１組）、１０組２０名※先着順
持ち物：三角巾、布巾（２～３枚）、エプロン、雨具、長靴、汗拭きタオルなど
内容：ミニトマト収穫体験／収穫物を使った昼食づくり／いちご収穫・パック詰め体験
申込・問：電話かＦＡＸまたはE メール（住所、氏名、年齢、学年、電話番号を記入）で農政課
（ＴＥＬ０１７２－４０-０７６７ ＦＡＸ０１７２－３２－３４３２ Ｅメール：nousei@city.hirosaki.lg.jp）へ。

お子様向け催し・
子育て・教育

シソンヌライブ [モノクロ] ２０１９

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

①１３：００～１４：００
②１６：００～１７：００

シソンヌライブ[モノクロ]は、照明は地明かりのみ、衣裳の着替えなし、
小道具なしで４７都道府県を行脚する公演時間６０分のライブです。
チケット（全席自由）：前売￥２，５００ 当日￥２，８００ プレイガイド：チケットぴあ（Ｐコード：４９５-４１３）、
チケットよしもと（Ｙコード：１０７８９０）※車椅子の方は購入前にチケットよしもとへ要問合せ。
問：チケットよしもと（０５７０－５５０－１００）

弘前学院大学 礼拝堂

開場１３：３０ 開演１４：００

入場料無料
問：マンドリンアンサンブル研究会 プリマヴェーラ 山田さん（０９０－５３５８－１４３０）

日

マンドリンアンサンブル研究会 プリマヴェーラ
チャペルコンサート ２０１９

ライブ・コンサート

津軽まちあるき博覧会２０１９（９/１４（土）～１１/４（月祝））
ＦＵＫＡＧＵ－ＡＳＡＧＵ
日 曜日

22

日

通年

イベント名

※期間中 随時開催！ 詳しくは｢ひろさき街歩き｣ホームページ(www.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。
◆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）

集合時間・所要時間、集合場所・コース

ツアー内容・備考

弘前早道忍者隊とゆく！
【忍者屋敷「最後の見学会」】（他１０/１２・２０日）

１３：００～１６：３０（約３時間半）
・コース行程：津軽藩ねぷた村（集合場所）
⇒弘前公園⇒忍者屋敷⇒禅林街

期間中、こちらのツアーご参加の方へプレゼントがあります。※数量限定なのでお早めに！
※要予約：実施日の３日前まで 参加料：お一人様￥２，０００（税込）
・定員：２０名（最少催行人数８名） ガイド：弘前早道忍者隊・青森大学忍者部顧問 清川繁人教授
弘前藩で２００年にわたり暗躍した忍者集団「早道之者」が活動拠点とした忍者屋敷は、現存する忍者屋敷としては国内２例目となります。
しかしながら屋敷の維持管理の問題から、本年中に売却後取り壊されることになりました。
今回、弘前早道忍者隊のガイドにより、最後の忍者屋敷見学会及び早道之者の足跡探索を行います。

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、９/２３、年末年始、
３/２０、２１はお休み）

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）

※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♪

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、９/２３、年末年始
３/２０・２１は休み）

・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

※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♪

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】
（※９/２１～２３、年末年始、３/２０・２１は休み）

・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）

※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？

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！）
（※９/２３年末年始、３/２０・２１は休み）

・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）

※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♪

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】
（※９/２０～２３、年末年始、３/２０・２１はお休み）

・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）

※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。

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、９/２３、年末年始、３/２０・２１はお休
み）

・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）

※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。

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】

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

・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）

問：たびすけ合同会社 西谷（０１７２－５５－０２６８）
日 曜日

通年

イベント名

集合時間・所要時間、集合場所・コース

武道に親しむ明治レトロ
【薙刀女子「はいからさん」になれる旅】
（※毎週月・火・水曜日に実施）

午前の部：９：００～１１：３０
午後の部：１３：００～１５：３０※約２時間３０分
コース行程：弘前市立観光館受付前（集合）
⇒市内施設（薙刀体験）⇒洋館（コーヒーブレイク）

懐石ランチ＆レトロモダン建築を味わう
【明治レトロよくばり旅】
（※ただし翠明荘定休日をのぞく）

１３：００～１６：００（約３時間）
コース行程：翠明荘※集合（高谷家旧別邸・懐石ランチ）
⇒カトリック教会⇒日本基督教団弘前教会⇒翠明荘内見学

※要予約：実施日の１週間前まで 料金：お一人様￥７，０００（税込）
・定員：２～１０名 ガイド：たびすけ
レトロモダンな建物が多く残る弘前。明治期の資産家、高谷家の瀟洒な旧別邸もその一つ。
遠州流庭園を眺めながら味わう懐石料理で癒しのひとときを。食後は近隣の教会など明治レトロモダン建築を巡ります。
最後には高谷家旧別邸に戻り、普段は弘前市民でもできない「邸内の各部屋一斉見学」をご用意。
明治から昭和にかけての高谷家の暮らしぶり等、解説をまじえながらゆっくり鑑賞します。運がよければ洋館部分も見られるかも。

地元スイーツ、弘前コーヒー、青森県深浦産ふぐ料理
【とことん食に贅沢 弘前味わい散歩】

１５：００～１９：００（約４時間）
コース行程：弘前市立観光館（集合）
⇒藤田記念庭園大正浪漫喫茶室⇒弘前公園
⇒第八師団長官舎⇒ふぐ新

※要予約：実施日の１週間前まで 料金：お一人様￥８，０００（税込）
・定員：２～１０名 ガイド：たびすけ
弘前市民がこよなく愛する弘前公園や周辺レトロ散歩を交えながら、地元で愛されているスイーツ、 弘前藩士も飲んだコーヒー、
青森県深浦産のふぐ料理を味わう。ハイカラな街弘前を食で辿る贅沢でおいしい旅。

時間の許す限り、弘前を遊び尽くす！
【夜行バス発車まで 夕方雑貨屋はしご旅】

１６：３０～１９：３０（約３時間）
コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合）
⇒土手町、代官町雑貨屋巡り⇒ラーメン⇒雑貨屋巡り
⇒弘前駅もしくはバスターミナル

※要予約：実施日の１週間前まで 料金：お一人様￥５，０００（税込）
・定員：２～１０名 ガイド：たびすけ
夕刻を充実させる「夕方雑貨屋はしご旅」こだわりの雑貨屋が目白押しの弘前。
地元民のソウルフードラーメンを夕食に、時間の許す限りレトロな街並みと雑貨屋さんを巡ります。

※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）

津軽ひろさき街歩きツアー
日 曜日

イベント名

集合時間・所要時間、集合場所・コース

ツアー内容・備考

１５：４５～２０：００
（食事時間を含む４時間１５分程度 タクシー移動）
・コース行程：宿泊施設⇒津軽藩ねぷた村
（津軽三味線演奏体験・見学）
⇒追手門広場⇒津軽三味線居酒屋

※要予約：実施日の７日前まで 参加料：お一人様￥１０，０００（税込※タクシー代、食事代、施設入場・体験料含む）
・定員：２名様より催行 ガイド団体：北星交通
津軽と言えば津軽三味線！津軽三味線に触れ実際に奏でる体験をしたあとは、津軽三味線酒場で生の迫力ある演奏をききながら
郷土料理をご堪能♪まさに、津軽三味線三昧なコースです。

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）

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

※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥６，５００（税込※タクシー代・お食事代・施設入館料含む） ・定員：２名様より催行
・お食事処：以下からお選び下さい
「レストラン山崎」 営業時間：１１：３０～１４：００ 休み：毎週月曜日（レストラン山崎を選択の場合は+￥５００）
「ポルトブラン」
営業時間：１１：３０～１４：００ 休み：毎週日曜日
「シェ・アンジュ」 営業時間：１１：３０～１４：３０ 休み：毎週日曜日
城下町でありながら、洋館が点在するハイカラな街・弘前。
物識りタクシーのご案内のあとは、ちょっぴり優雅なランチタイムを。地元食材を使用した「弘前フレンチ」は絶品！

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）

・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

※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♪

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）

・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

※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。

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】

・午前の部： ９：１５～１３：０５
・午後の部：１３：００～１６：５０
（製作体験・昼食を含む４時間程度 タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊取設⇒ブナコ西目屋工場見学・製作体験
⇒ＢＵＮＡＣＯ ＣＡＦÉで飲食⇒市内宿泊施設

※要予約：実施日の１４日前まで ・参加料：お一人様￥１６，０００（税込※タクシー代、ブナコ製作体験代、飲食代を含む）
・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。

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）

・（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）

※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。

じゃわめぎ体感 心揺さぶる 魂の響き
４/１
【津軽三味線三昧】（～１１/３０）
（月）～ （※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）

通年

ツアー内容・備考
※要予約：実施日の１週間前まで ・参加料：お一人様￥５，０００（税込）※道着レンタル料込
・定員：２～１０名 ガイド：たびすけ
鎌倉時代戦国の武器として発達した薙刀。道着に着がえ、達人から手ほどきを受ければあっという間に「はいからさん」のできあがり！
天気が良ければ洋館前で薙刀片手に記念撮影も。小学生から体験可能です。
薙刀の後は洋館にてコーヒーブレイク。地元目線のお薦めまちあるきスポットなどをご案内します。
（道着は身長１５０ｃｍからの対応になります）

