
弘前城菊と紅葉まつり
日 曜日 イベント名 場所 時間

弘前城菊と紅葉まつり
（～１１/１０）

開会式 弘前城植物園　イベントステージ １１：００～

紅葉特別ライトアップ（１１月中旬） 日没～２１：００

弘前公園写真展
「弘前公園写真コンテスト」入賞作品展示

弘前城植物園 ９：００～１７：００

三の丸庭園 お茶会〈日祝曜限定〉 弘前城植物園 菊人形コーナーそば

25 金 弘前公園中濠紅葉観光舟〈期間限定〉（～１１/４）
のりば：東内門石橋付近
※事前予約はできません。

９：００～１６：００
（ただし、天候・乗船者の状況により
　　　　　　　　　　　　　　　　変更あり）

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

5 土 弘前駐屯地 自衛隊創立記念日行事 市中パレード

弘前市誕生１３０周年記念事業
第１７回弘前・白神アップルマラソン２０１９

観光館追手門広場 開会式８：１５～

ＡＴ　ＨＯＭＥ 
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

8 火
ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ　ＬＯＣＫ １ ｏｎ １バトル／
ＰＯＰ １ ｏｎ １バトル／小学生以下 １ ｏｎ １バトル

弘前市まちなか情報センター １８：２０～２０：３０

12 土 弘前バル街ｖｏｌ．１７（あとバル１３～１７日）

13 日 弘前スポレク祭（～１４日） 弘前市内各体育施設

18 金 津軽の食と産業まつり（～２０日）

フリマ Ｄｅ　ハロウィン 弘前市立観光館　追手門広場 １０：0０～１５：００頃

ひろさきりんごハロウィン２０１９ 駅前、大町商店街、商業施設の対象店 ９：３０～１６：３０

ハロウィンパーティーinどてまち
土手町コミュニティパーク
多目的ホール

１７：００～２０：００

日 曜日 イベント名 場所 時間

3 木 盆栽展（～６日） 弘前文化センター
９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

5 土 第２９回定期演奏会　弘前マンドリンアンサンブル 弘前市民会館　大ホール 開場１７：３０　開演１８：００

6 日 市民文化祭　第５８回 詩吟剣詩舞大会 弘前文化センター 開場１１：３０　開演１２：００

四流合同お茶の会 西茂森禅林街 １０：００～１５：００（最終受付）

日本民踊のつどい 弘前文化センター 開場１２：３０　開演１３：００

弘前オペラ 第４８回定期公演
歌劇　ラ・ボエーム　全四幕

弘前市民会館ホール １４：００～

14 月祝
謡曲と仕舞の会（宝生・喜多・観世三流合同）
賛助出演「望月太左君衛　鼓の会」

弘前文化センター １０：３０～

日20

入場料：Ｓ席（指定席）￥４，０００　一般券（自由席）￥３，０００　学生券（自由席）￥２，０００
　　　　　高校生以下無料（自由席・整理券が必要です）　※当日は￥３００増し
プレイガイド：弘前市民会館／弘前文化センター／弘大生協／ヒロロインフォメーション／弘前中三１階案内所／まちなか情報センター
その他：無料託児室を準備しております。お気軽にご利用ください。
問：弘前オペラ事務局　黒沼さん（０８０－９６３１－９８６３）

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。
【ハロウィンくじ】お買い上げ１回でくじ券を１枚プレゼント※各店先着３０名限定です。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

楽しいイベント盛りだくさん！「将来の夢」コンクール／交流都市物産直販コーナー／ゲームコーナー／屋外屋台村／
お楽しみ抽選会（お買上げ￥５００毎に抽選券１枚進呈。抽選券２枚で１回抽選。空くじ無し！
【１８日】・開催セレモニー・弘前実業高校チアリーディング、ブラスバンド・和三弦会三味線ライブ・和菓子作り体験
【１９日】・弘前市内の保育園による演奏、実技・城東小ブラスバンド・弘大三味線サークルライブ・ストリートダンスＤＡＮＣＥｉ－ＬＡＮＤ
　　　　　・弘大アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌライブ
【２０日】・文京小スクールバンド・弘前大学教育学部付属小学校　合唱部・弘大アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌライブ・将来の夢表彰式・夢源郷よさこい
　　　　　・そば打ち体験・食育かるた
【無料シャトルバス運行（お楽しみ抽選券付き）】弘前駅城東口⇔会場 武道館前（約１５分）　弘前駅城東口発９：００～１６：００　会場 武道館前発１０：１５～１７：１５
※それぞれ３０分おきに運行※公共交通機関でのご来場にご協力ください。
問：津軽の食と産業まつり運営協議会（０１７２－３３－４１１１）

市内各所でさまざまなスポーツレクリエーションを開催！子供からご年配の方まで、みんなで身体をうごかしてリフレッシュ！
【弘前市運動公園】多目的広場：○少年・少女野球教室　○陸上競技プログラム　球技場：○少年サッカー大会　青森県武道館前　前庭：○市民ウォーキングの集い
【岩木山総合公園】園内：○ママチャリ４時間耐久レース　体育館：○ソフトバレーボール大会　多目的グラウンド：○シニアサッカー交流大会
【弘前B＆G海洋センター】多目的広場○グラウンドゴルフ大会　【岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター】多目的広場○ターゲットバードゴルフ教室
【河西体育センター】体育館○バウンドテニス教室　○ラージボール卓球大会　【市民体育館】○弘前市民体操祭
【すぱーく弘前】○ゲートボール大会　○ペタンク教室　※参加中のケガは自己責任となりますので、予めスポーツ傷害保険に加入することをお勧め致します。
問：弘前市文化スポーツ課（０１７２－４０－７１１５）

チケット：前売￥３，５００　当日￥４，０００（１冊５枚綴り）
チケット販売所：弘前バル街参加店／弘南鉄道弘前駅／中央弘前駅／平賀駅／黒石駅／弘前市立観光館／弘前市まちなか情報センター
　　　　　　　　　 アートホテル弘前シティ／弘前パークホテル
※当日券はバル街ｉ（弘前バル街本部〈かだれ横丁〉、弘前市まちなか情報センター)、レストラン山崎で販売。
●１６：００～世界遺産フランス・パリ ノートルダム大聖堂火災修復支援プロジェクト募金バル（かだれ横丁前）
●１６：４０～津軽海峡交流圏観光ＰＲステージ（土手町コミュニティパーク）
●１７：４５～開催セレモニー、弘前バル街実行委員長 開会宣言（土手町コミュニティパーク）
●１８：００～パフォーマンス（かだれ横丁、津軽三味線ダイニング 響（弘前パークホテル）、レストラン山崎、土手町コミュニティパーク、焼肉食堂ぴょん吉にく仙人）
　※お店やパフォーマンスの情報などはｆａｃｅｂｏｏｋ、ｔｗｉｔｔｅｒで随時お知らせします。
問：レストラン山崎内　弘前バル街実行委員会事務局（０１７２－３８－５５１５）

入場料無料　　【盆栽講習会】１０/６（日）１１：００～１５：００　場所：弘前文化センター 会議室　参加費：￥１，０００

入場料無料

ハロウィンは夜まで楽しまなきゃ！仮装してパーティーに出かけよう♪音楽やＬＩＶＥやフォトコンテスト、ゲーム、抽選会など大人も子どもも参加できるプログラム他、
市内人気店による“ハロウィン限定メニュー”のＦＯＯＤコーナーもお楽しみに♪
参加費：チケット１シート￥３，０００（￥５００×６枚つづり）※会場でのFOOD＆DRINKの購入はチケット精算のみとなります。
【どてまち“ハロウィン”ミュージックサロン】HEARTY’S♥令和スーパーバンドハーティーズミュージックの生徒さん、先生、そして地元で活躍中のミュージシャン達が、
あの話題曲や会場のみんなで楽しめるナンバーでハロウィンパーティーの夜を盛り上げます♪
【ハロウィンＦＯＯＤコーナー】★パノーマルカフェ /クレープハロウィンスペシャル  ★焼酎酒家　OZ /牛串ステーキ
★HERB＆SPICE CAFÉ MINERAL /りんごとブルーチーズのガレット、牡蠣のオイル煮、かぼちゃのポタージュ クミン風味
他出店予定 ★Drinkコーナー •生ビール、ワイン 、ハイボール 、サワー　他 、ソフトドリンク各種
【ハロウィンフォトブース】１７：００～設置
チケットのお求め・問：㈱アップルコミュニケーションズ（０１７２-３１-５７５５）

パレード：土手町蓬莱橋～桜大通り　１０：３０～１０：５０
記念式典：弘前公園レクリエーション広場　１１：３０～１２：００

さくらまつりで大好評の中濠観光舟を、期間限定で運行します。
乗船時間：桟橋から出港から帰港までは約２０分を予定（天候、乗船者の状況により多少変更あり）
運行コース：東内門前の石橋前乗船桟橋から辰巳櫓を曲がり、杉の大橋付近で折り返し来たコースを戻ります。
乗船料：中学生以上￥１，０００(税込)　小学生￥５００(税込)※就学前は無料（大人１人につき１人まで）
乗船定員：１９名（船頭・ガイド含め２１名）※就学前も１名と数えます。
乗船ルール・お願い：乗船については係員の指示に従ってください。乗船される方は、必ず救命胴衣を着用してください。
水上で立ち上る等の行為は大変危険ですので、絶対にやめてください。
飲酒、酒気帯びでの乗船はできません。途中下船はできません。乗船の雰囲気を高めるため、半纏をお貸しします。

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

お問い合わせ先・備考

今年も菊人形場面ではねぷた絵を舞台背景とし、「ねぷた絵と菊人形」のコラボを行います。
また会場内では市民による市民菊花展、菊で彩られる誓願寺山門・五重塔、動物ふれあいコーナーやちびっ子新幹線運行などがあり、
幅広い年齢層で楽しめます。また、弘前公園の紅葉を楽しみながら本丸・北の郭から臨む秀峰岩木山は格別です。四季折々の弘前公園をぜひお楽しみください。

入園料：【弘前城植物園】大人〈高校生以上〉：￥３２０（￥２５０）　小人〈小･中学生〉：￥１００（￥８０）※（）は１０名以上)の団体
　　　　　【共通入園券】(弘前城植物園／本丸･北の郭／藤田記念庭園)　大人〈高校生以上〉：￥５２０（￥４７０）　小人〈小･中学生〉：￥１６０（￥１３０）
　　　　　※（）は１０名以上)の団体
　　　　　※以下の方は入園料が無料です。  幼稚園児以下／弘前市民６５歳以上の方／弘前市内の小中学校（養護含む）へ通う児童生徒／
　　　　　弘前市内の養護・福祉施設へ通入所する方／弘前市内の高校・大学へ通う留学生
　　　　　（該当者であることを証明できる免許証、保険証、学生証、名札等が必要です。）
　　　　　※共通入園券は、植物園券売所・弘前公園内券売所・藤田記念庭園券売所にて販売しています。

●メイン会場みどころ
　菊人形場面は「弘前ねぷたの題材」をテーマに、ねぷた絵と菊人形のコラボを展開します／菊舟／市民菊花展／菊のトピアリー／菊の五重塔／菊の誓願寺山門
　動物ふれあいコーナー／ちびっ子新幹線運行（無料）／「弘前公園写真コンテスト」入賞作品展示
　　※このほか、特別企画展・展示イベント・ステージイベントなど盛り沢山の内容です。
●菊人形場面　「弘前ねぷたの題材」をテーマに、ねぷた絵と菊人形がコラボレーション。
　（１）城下町弘前の誕生 為信の奇襲 石川城攻略（２）津軽為信奮戦（３）弘前城本丸（４）決戦！川中島（５）"甲斐の虎"と"越後の龍"
●出店　「露店など」期間中　９：００～１７：００頃　・花と緑の市（三の丸ピクニック広場）・露店（植物園内）　「物産館」津軽のお土産ならこちら。
　　        ・弘前公園内 三の丸(丑寅櫓付近)  期間中９：００～１７：００　金曜・土曜は１９：００まで延長営業。(１１/３(日祝)も延長営業します。)
●菊花販売　まつりで使用した菊花を安値で販売いたします。　日時：１１/１２(火)　９：００～ (なくなり次第終了)　場所：弘前城植物園南案内所

観覧料無料
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

ダンスショー／クラスナンバー
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

雨天決行　※申込は既に締切
参加対象：フルマラソン￥４，５００　１８歳以上（高校生を除く）／ハーフマラソン￥４，０００　１８歳以上（高校生を除く）／１０ｋｍ￥３，０００　高校生以上／
　　　　　　 ５ｋｍ￥２，５００　高校生以上／３ｋｍ￥１，５００　高校生以上（小学生・中学生￥１，０００）
ゲストランナー：吉田香織さん（フルマラソン出場）　【交通規制】スタート付近は８：３０～１５：００※詳しくはＨＰで確認するか、お問い合わせ下さい。
問：弘前・白神アップルマラソン実行委員会事務局（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－８８－８３９９※土・日・祝日を除く　ＨＰ：http://www.applemarathon.jp/）

※パレード実施間は中土手町交差点から桜大通りは車両通行止めとなります。
※天候等により一部変更・中止になる場合があります。ご了承ください。詳しくは弘前駐屯地ＨＰで検索を。
問：弘前駐屯地広報室（０１７２－８７－２１１１　内線２０５～２０７）

　2019年１０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

弘前城天守や櫓、城門の通常ライトアップに加えて、もみじと桜の紅葉の特別ライトアップを行います。

弘前公園(メイン会場：弘前城植物園)
９：００～１７：００(弘前城植物園の入園は１６：３０まで)
※紅葉特別ライトアップ：日没～２１：００

金18

日6

入場料無料※但し整理券が必要
入場整理券取扱：弘前市民会館／弘前市まちなか情報センター／弘前市立観光館／弘前市社会教育協議会（弘前文化センター内）
問：川越さん（０９０－３７５４－０９６５）

弘前公園周辺、土手町周辺、鍛冶町周辺、駅前周辺、城東周辺、西弘周辺
１４：００～２４：００※営業時間は店舗によって異なります。

弘前運動公園内（食：エントランス広場／産：克雪トレーニングセンター）
９：３０～１７：００（１８日９：００～セレモニー）

今年で８回目の開催となる「ひろさきりんごハロウィン」は毎年ハロウィン一色に染まった街なかに親子連れを中心に
老若男女問わず仮装をして楽しむ姿が見られます。
イベント内容：仮装パレード、仮装コンテスト、仮装はいはいレース、トリック・オア・トリートほか
※各種コンテンツへ参加するためにハロウィンＰＡＳＳの購入が必須となります。（１人１枚で全てのコンテンツへ参加可能）
※参加コンテンツによって事前申込みや参加条件がございます。
ＰＡＳＳ販売価格：１枚￥２００（税込）
ＰＡＳＳ販売場所：弘前商工会議所、弘前市まちなか情報センター、ヒロロ１階インフォメーション、イトーヨーカドー５階サービスカウンター、
　　　　　　　　　　 さくら野百貨店弘前店１階インフォメーション
問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

弘前市民文化祭 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）

お問い合わせ先・備考

日13

茶券：￥１，２００（２席分）
※四流合同お茶会は“寺院の立ち並ぶ道を和装の人々が行き交う”という絵のような風景を作るために、お茶席へ車で来ることを禁じております。
ご理解の上、ご協力願います。　※茶券は弘前文化センター１階　弘前市社会教育協議会にもあります。

入場料無料

    　　　　　　　　　　　　　　　 令和元年 10月 1日現在　弘前市まちなか情報センター調べ
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学園祭
日 曜日 イベント名 場所 時間

12 土 弘前医療福祉大学・短期大学部学園祭 弘前医療福祉大学・短期大学部

13 日 弘前学院大学学園祭（～1４日） 弘前学院大学

19 土 東北女子大学学園祭
東北女子大学
清原キャンパス（清原１丁目）

19 土 東北女子短期大学・東北栄養専門学校学園祭
東北女子短期大学・
東北栄養専門学校（上瓦ケ町）

25 金 第１９回弘前大学総合文化祭（～２７日） 弘前大学

27 日
弘前大学総合文化祭
「楽しい科学・サイエンスへの招待」

弘前大学理工学部 １０：００～１６：００（予定）

１０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

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

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※１０/２７（日）は開館
問：弘前大学資料館（０１７２－３９－３４３２）

アート・展示会

スポット企画展　青森県郷土作家研究会６０周年
（～１０/３１）

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）

アート・展示会

弘前市誕生１３０周年記念　特別ミニ展（～１０/３１）
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）

アート・展示会

吉澤秀香 秋を楽しむ（～１０/３０） 鐵心ギャラリー 問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５） アート・展示会

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）

アート・展示会

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

旧紺屋町消防屯所

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）

アート・展示会

特別企画展
光ミュージアム　近現代日本画の軌跡（～１１/４）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

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）

アート・展示会

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 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５） アート・展示会

高岡の森弘前藩歴史館企画展
弘前市誕生１３０周年記念事業
津軽信政と高照神社（～１２/２２）

高岡の森弘前藩歴史館 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。
休館日：１０/２１（月）、１１/１８（月）、１２/１６（月）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

アート・展示会

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 ★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） アート・展示会

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～２０日） イトーヨーカドー弘前店
トールペイント、ちぎり絵、絵画教室
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

１/１２
（土）～

９/２１
（土）～

７/２９
（月）～

５/４
（土祝）～

６/１６
（日）～

９/１
（日）～

お問い合わせ先・備考

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）

理工学部で行っている最新の研究や社会のために役立つ研究の内容を、教員や学生がわかりやすく紹介します。
また、いろいろな実験や実習をとおして科学のおもしろさにふれることができます。
【楽しい科学】小中学生向け２３企画※事前申込不要　　入場料無料　対象：小学生以上
【サイエンスへの招待】１５企画※事前申込不要　入場料無料　対象：高校生以上
【体験テーマ教室】５企画　参加料・材料費無料※要事前予約　年齢制限あり。
申込方法：１０/４（金）までにハガキ、ＦＡＸまたはＥメールに氏名（フリガナ）、性別、学年、年齢、住所、電話番号、ＦＡＸ番号（お持ちの方）、
Ｅメールアドレス（お持ちの方）、希望テーマ（午前／午後にわかれている場合は希望の部）を記入のうえ、お申込下さい。※応募者多数の場合は抽選となります。
※参加決定者には１０/１６（水）までに連絡致します。※それぞれの企画内容の詳細はチラシ、またはＨＰよりご確認下さい。
申込・問：弘前大学理工学研究科総務グループ総務担当（〒０３６－８５６１　弘前市文京町３　ＴＥＬ０１７２－３９－３５１０　ＦＡＸ０１７２－３９－３５１３
　　　　　　Ｅメール：science@hirosaki-u.ac.jp　ＨＰ：http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/）

〈２５日〉Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｆｅｓｔｉｖａｌ （１３：００～１３：５０）／びっくりびっくりＢＩＮＢＩＮＢＩＮＧＯ（１４：１０～１５：００）／Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓｈｏｗ ２０１９（１５：２０～１６：５０）
〈２６日〉熱唱カラオケ大会２０１９ 予選（１０：００～１１：３０）／よさこい弘大（１１：３０～１３：２５）／お笑いライブ ２０１９ ｉｎ ＨＩＲＯＤＡＩ （１３：４５～１４：４０）／
　　　　　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓｈｏｗ ２０１９（１５：００～１６：３０）
〈２７日〉熱唱カラオケ大会 ２０１９ 決勝（１１：３０～１３：３０）／これがおすすめ！〈模擬店参加型〉商品アピール対決（１３：５０～１４：４０）／
　　　　　大抽選会（１５：００～１６：２０）／Ｆｉｎａｌ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ（１６：４０～１７：３０）／花火（１８：００～）

内容
①看護学科、作業療法学専攻、言語聴覚学専攻、介護福祉学科、救急救命学科それぞれによる展示・体験コーナー
②調理師養成・１年課程によるレストラン
③消防車両や救急車などの展示
④アーティストＧＯＭＡさんによるライブアートショー
⑤縁日（ミニゲームコーナー）
⑥各クラスやサークル等の団体による模擬店
⑦巨大アップルパイほか
問：弘前医療福祉大学学生部学生課（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１ ＨＰ：https://www.hirosakiuhw.jp/）

内容
①学部企画
【文学部】「国語国文「ＥｎｇｌｉｓｈＣａｆｅと英語のはてな？学会活動報告」コーナー」ほか
【社会福祉学部】「農福連携展」／【看護学部】「暴力のない社会をめざして！自分の心と体を守る」、「認知症サポーター養成講座」ほか
②芸人ライブ／ハンドベルクワイア演奏会ほか
③各サークル団体等模擬店・展示
問：弘前学院大学学生課（ＴＥＬ０１７２－３４－５２１１　ＨＰ： http://www.hirogaku-u.ac.jp/）

内容
①学科展示
【健康栄養学科】「なるほど！食と健康」をテーマとしたポスター展示、メニューの提供など
【児童学科】 「ようこそ！ドラえもん広場！」をテーマとした装飾・ゲームコーナー、小学校・幼稚園・保育士実習に関する展示発表、制作物展示など
【両学科共同による食育企画】
②各部・団体によるステージ発表・展示、バザー、ミス東北女子大学コンテスト、模擬店など
③特別企画「ＮｕＬＬ　ＬＩＶＥ」
問：東北女子大学学生課（０１７２－３３－２２８９）（ＨP：http://www.tojo.ac.jp/）※期間中は進学相談会も開催。

内容
① 展示・発表
【短大生活科】「Ｌｉｆｅ ～いいこといっぱい生活科！～」３層ジュースとクイズ、試食
【短大保育科】「～ドリームランド～夢の国」をテーマとしたゲームコーナー
【文化部】・【ＡＣアワー】による催し
【栄養専門学校】「心と体の栄養マーケット～令和から始めてみませんか～」、衛生について、生活習慣病について
②食堂、喫茶、露店、販売、ステージ発表など
③あべこうじ特別ライブ
問：東北女子短期大学学生課（ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp/）※期間中は進学相談会も開催。

通年

９/２
（月）～

９/１０
（火）～

９/１４
（土）～

９/１８
（水）～

９/２７
（金）～



10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

千田　玲子＋ささきりえ　ふたり展　－天から地から－
（～１２日）

ＣＡＳＡＩＣＯ
１１：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

生活空間におけるオブジェからインテリア、日常使いの食器、アクセサリーまで展示販売いたします。
入場料無料※会期中無休
問：ｇａｌｌｅｒｙ　ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）　岩木庁舎～樋の口浄水場～岩木庁舎（昼休憩）～岩木川浄化センター

アート・展示会

サンライフ弘前初心者太極拳教室（他２・８・９日） サンライフ弘前
１・８日１３：３０～１５：３０／
２・９日１８：３０～２０：００

参加料：￥１００（保険料として）　定員：各回１０名　内容：太極拳の初歩的な実技と解説
※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：サンライフ弘前（０１７２－２７－２８１１）

スポーツ

上下水道施設見学バスツアー 集合：市役所岩木庁舎
１０：００～１５：００
（雨天決行）

水道水が家庭に届くまでの過程や、下水処理の様子が見学できます。
★参加者の方全員に上下水道部オリジナルグッズもプレゼントします★
参加料無料　対象：市民 ２０名（先着順）　持ち物：昼食・飲み物など
ルート：岩木庁舎～樋の口浄水場～岩木庁舎（昼休憩）～岩木川浄化センター
申込方法：申込用紙に必要事項を記入の上、持参、郵送、ファクスまたはＥメールで申し込みを。
※申込用紙は、市ホームページに掲載しているほか、上下水道部総務課総務契約係（岩木庁舎２階）、
および上下水道部お客さまセンター（市役所１階）で配布しています。
申込・問：上下水道部総務課総務契約係〈岩木庁舎〉
（〒弘前市賀田１丁目１－１　ＴＥＬ０１７２ー５５－９６６０　ＦＡＸ０１７２－５５－９６８０　  Ｅメール：suisoumu@city.hirosaki.lg.jp）

その他

村田浩＆ＴＨＥ　ＢＯＰ　ＢＡＮＤ　ＬＩＶＥ
ＡＴ　Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：３０～
チケット：一般￥３，５００　学生￥２，５００（ワンドリンク付）
問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２-３４-５０７２）

ライブ・コンサート

誰でも簡単にできる足もみ健康教室
（他１６日・３０日、１１/８）

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１４：１０～１５：４０

健康雑誌等でよく紹介されている足もみ健康法ですが、本を見ただけでは揉むポイントや強さがよく分からなくて
困っているという方も多いはずです。本教室は若石健康法の足もみを基本に揉み方を指導します。
参加費：各￥５００　定員：各５名　持ち物：フェイスタオル１枚(足もみ棒はお貸しします)
内容：２日（水）頭痛編／１６日（水）疲れ目編／３０日（水）腰痛編／１１/８（金）不眠編
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：aciccosmile@gmail.com）

講演・講座・セミナー

くらしとお金の安心相談会
ヒロロ
３階　市民生活センター

１０：００～１６：００
生活再建や債務整理に必要な資金の貸し付けに関すること（要事前申込）
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１７－７５２－６７５５）

相談会

ねぷた　見送り絵　リブート！ （～６日） ギャラリー森山 １０：００～１６：００
主催：弘前大学国文学研究資料館
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

アート・展示会

親子で一緒に英語でハロウィン体験１・２・３！
ヒロロ
３階　イベントスペース

１０：３０～１１：３０
参加料無料※要事前申込　対象：１歳以上の未就学児とその保護者２５名（先着順）
内容：外国人の先生との歌やゲーム、クラフト作りなど　※詳細はヒロロスクエアホームページで確認を。
問：市民文化交流館内 ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４　ＨＰ：http://www.hirorosquare.jp/）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前散歩（ガイド付き）
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００
参加費：￥１組５００※要事前申込　定員：１０組※定員になり次第しめきります。
申込・問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

体験

ケルティックミュージック＆ダンス
ザ・ゴサード・シスターズ

弘前市民会館 開場１８：００　開演１８：３０

ケルティック　ミュージック＆ダンス　美しき三姉妹、初来日！
入場料金：Ｓ席￥５，８００　Ａ席￥５，１００　当日学生券（大学生・専門学校生以下）￥２，０００（学生券は当日のみ販売。
               学生証をご提示ください。学生券は数に限りがありますので予めご了承下さい。）
 ※小学生未満のお子様のご入場は固くお断りいたします。小学生以上のお子様は入場券が必要です。
プレイガイド：弘前市民会館／さくらミュージック／ローソンチケット（Ｌコード：２２９２７）／チケットぴあ（Ｐコード：１５５―０８６）
問：ＭＩＮ－ＯＮ仙台（０２２―２２２―１３７１）

ライブ・コンサート

第４９回溪心展　刻字・第２３回溪聲展 （～６日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

刻虫会展 （～６日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局　ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

函館からの海峡の風
「コーヒーのある暮らし展」（～９日）

入場料無料　内容：１０人の陶芸家の作品とコーヒー豆の販売
問：はこだて工芸舎（０１３８－２２－７７０６）

弘前　秋のらん展（～６日） 緑の相談所 問：緑の相談所（０１７２-３３-８７３７）

マキテキスタイルスタジオ　秋衣展（～８日） ギャラリー芭蕉 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

第３９回陸奥新報社賞受賞記念
吉澤秀香　不動の魂を書く
～三たびの鳩居堂展を一堂に～（～６日）

ホテルニューキャッスル
２階　ダイヤモンドの間・サファイヤの間

問：ホテルニューキャッスル（０１７２－３６－１２１１）

布ぞうり教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００
参加料無料　定員：中学生以上 ２０名
持ち物：フェースタオル４枚（使い古しのもの、色付きタオルが望ましい）、裁ちばさみ、昼食、飲み物、作業しやすく汚れてもいい服装
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８〈９：００～１６：００〉、月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み）

講演・講座・セミナー

ＭＩＣＫＥＹ ＆ ＡＮＧＥＬ Ｌｉｖｅ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ ＯＰＥＮ１８：００　ＳＴＡＲＴ１８：３０
チケット￥５００
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

ライブ・コンサート

第３回弘前ライブラリーシネマ
「東野圭吾ドラマシリーズ“笑” ＷＡＲＡＩ」

弘前図書館
２階  視聴覚室

開場１４：００
１４：３０～１６：３０

東野圭吾のブラック・ユーモア短編集から厳選された３つのエピソード「モテモテ・スプレー」「あるジーサンに線香を」「誘拐電話網」を
映像化したオムニバスドラマ。実力派監督と豪華キャストで贈る３つの“笑い”をバリアフリー映画でお楽しみください。
※上映作品はバリアフリー映画となっております。バリアフリー映画とは-登場人物の動作や心理について字幕や
　 音声ガイドが入ることで、視覚や聴覚が不自由な方でも楽しめるように工夫された映画のことです。
   字幕や音声ガイドは、一般の方にとっても映画をより深く楽しむためのツールになります。
参加無料　定員：６０名　申込：上映前日までに電話またはカウンターにて。
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

映画・演劇

プレママさん授乳ケープ作り
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００
材料費：￥１，５００（当日徴収）　定員：１０名（託児１０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

弘前医療福祉大学　弘前医療福祉大学短期大学部
令和元年度　公開講座
～豊かな郷土と健康な暮らしのために～（他１９日）

医療福祉大学　大学棟Ⅰ
９：３０～１１：００
（受付９：００～）

弘前医療福祉大学および短期大学部では地域住民に対し健康福祉に関する多様な学習機会を提供するため、
下記の通り公開講座を開催いたします。
受講料無料　テーマ：①５日（土）野生生物と人との関わり合い　メダカの場合 ／②１９日（土）くらしを支える介護保険制度
講師：①佐原　雄二　先生／②中村　直樹　先生
申込・問：電話、ＦＡＸまたはＨＰより、弘前医療福祉大学　公開講座係（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３
             ＨＰ：http://www.hirosakiuhw.jp/）
※ＦＡＸの場合は、公開講座受講希望と明記し受講希望日、氏名、年齢、電話番号をお知らせください.。

シャコバサボテンの管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２-３３-８７３７）

東北女子大学　公開講座２０１９　ものづくり講座
①～むらくも絞りでふきんを染めよう～
②～廃材を使って簡単ネックウォーマーをつくろう～
（他２６日※２回で完結する内容）

東北女子大学
①９：３０～１１：００
②５日１１：１０～１２：３０
２６日１０：００～１２：３０

材料費：①￥３００　②￥３５０（２日間で）　　対象：小学生以上８名（低学年は保護者同伴）
内容：①むらくも絞りでオリジナルふきんを作ります。
        ②５日→むらくも絞りでふきんを染めた後、ネックウォーマー用の毛糸を染色します。
　　　  ２６日→染色した毛糸で空き箱を使ってネックウォーマーを作ります。　講師：葛西　美樹さん、工藤　寧子さん
※汚れてもよい服装でご参加ください。
申込・問：東北女子大学　地域資源活用研究センター　小野寺さん（ＴＥＬ０１７２-３３-２２８９　ＦＡＸ０１７２-３３-２４８６
Ｅメール：t-shigen@tojo.ac.jp　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）

チャレンジ先生のエンジョイ講座
気軽に能トレしてみませんか
井上先生の右脳活性で人生が楽しくなる速読術
第１回（他１２・２６日）

弘前文化センター １０：００～１１：４５

速読は右脳活性そのもの。楽しくおしゃべりしながら繰り返すうちに身についてしまう速読術。
本を楽しく読むだけでなく、感受性が豊かになり、個性と笑顔あふれるポジティブな生き方を見つける事ができます。
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。
対象：一般・親子（小学高学年以上）
内容：【第１回】速読で右脳開発ができるわけ　【第２回】レッツ速読！　【第３回】読みたい本を速読してみよう
持ち物：読みたい本、電卓（スマホ可）　講師：井上一幸氏　その他：最低開講人数：２名※開講の際は改めてお知らせを差し上げます。
申込・問：１０/２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。

縄文遺跡シンポジウム　縄文人のムラとマツリの風景
弘前文化センター
２階　大会議室

１３：００～１７：００ 

縄文文化は、約１万年の長きに渡り日本列島各地で栄え、狩猟・採集・漁労を行いながらも定住を達成した
世界でも類を見ない文化です。近年の調査成果から見た縄文文化の様相を紹介し、
ひいては市内の縄文遺跡を含む文化財の保護への理解を深めて頂く機会として開催いたします。
入場料無料※事前予約不要
プログラム：●報告「弘前市内の縄文遺跡―これまでの発掘調査成果から―」　講師：佐藤　信輔氏（市教育委員会文化財課）
                ●講演「青森県内の縄文時代前・中期のムラとマツリの風景」　講師：岩田　安之氏（三内丸山遺跡センター）／
　　　　　　　　　「風張と是川の縄文ムラとマツリの風景」　講師：小久保　拓也氏（八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館）／
　　　　　　　　　「青森県外・海外から見た縄文文化」　講師：品川　欣也氏（東京国立博物館）
　　　　　 　 ●パネルディスカッション「縄文人のムラとマツリの風景」
コーディネーター：工藤　竹久氏（史跡大森勝山遺跡整備指導委員会委員長）
問：弘前市教育委員会文化財課埋蔵文化財係（０１７２－８２－１６４２）

ＦＰフォーラム ｉｎ 弘前
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

１０：３０～１６：００

参加料無料
●「くらしのお金」相談会　ファイナンシャル・プランナーに相談してみませんか？
　　時間：①１０：３０～②１１：３０～③１２：３０～④１５：１０～※１組５０分　定員：各回３組※要事前予約
　　相談内容：家計管理、資産形成、生命保険、損害保険、住宅資金、ライフプラン、年金・社会保険、教育資金、相続ほか。
●講演会「ライフプランセミナー～あなたの未来とお金を知る～」１０：３０～１２：００（受付１０：００～）　定員：２０名※要事前予約
　 講師：岡村千春氏（ＡＦＰ認定者）／「フィンテックやキャッシュレスの進展、私たちの生活はどう変わる？」
 　１３：３０～１５：００（受付１３：００～）
　定員：５０名※要事前予約　講師：風呂内亜矢氏（ＣＦＰ認定者、１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
申込・問：日本ＦＰ協会 青森支部（０１２０－８７４－２５１）

百人一首を楽しく読む～文学作品として～
（他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 小野寺さん（ＴＥＬ０１７２－３３－２２８９　ＦＡＸ０１７２－３３－２４８６
　　　　　　Ｅメール：ｔ‐shigen＠tojo.ac.jp  ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）へ。

北地区空き家対策講座・個別相談会 宮園第三団地集会所
講座：１４：００～１５：００
相談会１５：００～１６：００

参加料無料　対象：北地区の居住者※講座は事前申込不要
問：建築指導課（０１７２－４０ー０５２２）

法の日司法書士 無料法律相談
総合学習センター
３階　第一研修室

１０：００～１５：００
相続や成年後見などの法律上の悩みについて※事前予約不要
※具体的な手続きが必要になる場合は別途費用がかかります。
問：青森司法書士会（０１７－７７６－８３９８）

相談会

ラウンジのひととき～マンドリン＆ギターコンサート～ 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００
観覧料：高校生以上￥１００　小・中学生￥５０※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生、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）

ライブ・コンサート

木の実・草の実展　（～２０日） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０
久渡寺山山麓の秋の木や草の実を展示。
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

アート・展示会

ダブルヘッダー ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ 開場１６：３０　開演１７：００
チケット：一般￥２，０００　学生￥１，５００　（当日￥５００増）　プレイガイド：デネガ企画／飲食ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＯＭＦＯＲＴ
問：劇団ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＯＭＦＯＲＴ（sazakan@hotmail.com）

映画・演劇・舞台

新・働き方改革！
自由なライフスタイルを手に入れる方法 ｉｎ 弘前
（他１３日）

ヒロロ
３階　多世代交流室

１２：３０～１４：３０
（受付１２：２０）

ＳＮＳを使った新しい在宅ワークの「事業説明会」です！
参加費￥５００　定員：８名※開催日に参加できない方はスマホのＬＩＮＥで、参加する方法もありますので、お問い合わせください。
申込・問：企画担当：齋藤正盛さん（０１７２－４０－０１１７）

「犬と散歩ができる公園」愛犬マナー講習会 駅前北公園 １０：００～１１：００
リードを持った歩き方など実技を交えながら講習しますので、愛犬と一緒にご参加ください。
参加料無料※事前申込不要。当日は公園内に駐車可。なお、雨天時は中止の場合あり。
問：公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

労働相談会 弘前文化センター １０：３０～１２：３０
個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件などのトラブル　※事前予約優先
問：青森県労働委員会事務局（０１７－７３４－９８３２）

相談会

園内ガイド 弘前城植物園 問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３） その他

講演・講座・セミナー
日6

アート・展示会

講演・講座・セミナー

火1

水2

木3

★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。

土5

藤田記念庭園考古館　２階　ギャラリースペース
１０：００～１６：００（初日１１：００～、最終日１５：００まで）
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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

いのちの花 弘前市民会館 開場１８：３０　開演１９：００

「いのちの花プロジェクト」は、「青森県動物殺処分ゼロ社会現実」のために、
平成２４年度から青森県立三本木農業高等学校動物科学科愛玩動物研究室がはじめた活動です。
チケット：一般￥３，０００　大学生以下￥１，０００　小学生以下無料　弘前芸術鑑賞会鑑賞会員￥２，０００
プレイガイド：弘前芸術鑑賞会事務局／ヒロロ／中三弘前店／まちなか情報センター／弘前市民会館／弘前文化センター／
　　　　　　　　弘大生協シェリア／ＥＬＭインフォメーション／成田本店しんまち店／大館文化会館
問：一般社団法人弘前芸術鑑賞会事務局（０１７２－４０－４０８２）

おとなのためのプチ朗読会
弘前図書館
２階　視聴覚室

１０：００～１２：３０
参加料無料※事前申込不要　　内容：日赤奉仕団弘前分団音訳部による大人向けの朗読会
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

おもちゃの選び方とあそび
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場／
多世代交流室

１０：３０～１１：３０
定員：２０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

ほいく実技講座・ほいくサロン 弘前市総合学習センター
①１０：００～１２：００／
②１２：３０～１３：３０

参加料無料　　対象：保育士資格があり現在働いていない人　　定員：①２０名　②１０名
内容：①ピアノの基礎レベルアップ講座、即席あそびの作り方、②参加者同士による保育現場復職への悩み相談など。
申込・問：１０/４（金）までに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）

講演・講座・セミナー

不動産の無料相談会
ヒロロ
３階　多世代交流室１

１３：３０～１５：３０
不動産鑑定士による土地の評価価格や取引などに関する相談（事前申込不要）
問：青森県不動産鑑定士協会（０１７－７５２－０８４０）

相談会

漆の会「津軽塗職人展」（～１１/２４） ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

年祝い役員作品展（～１１/８） 北門ギャラリー 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

劇研マップレスふくしま企画　『猫屋敷』
弘前大学
サークル棟 大集会室

開場１８：１０　開演１８：３０
入場無料　全席自由
問：代表 福嶋さん （Ｅメール：maples_project@yahoo.co.jp）

映画・演劇・舞台

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H３１．４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（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

健康サポート教室～体のゆがみ改善～ （他２２日） 温水プール石川　研修室 １０：００～１１：００
参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：６５歳以上の市民各回１５名（先着順）
内容：体のバランスを整える運動※飲み物・タオルなど持参の上、運動のできる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

スポーツ

体験してみよう！裁判員裁判 ＩＮ 弘前 青森地方裁判所　弘前支部
１３：２０～１５：４０
（受付１３：００～）

定員：３０名　内容：裁判員裁判の模擬体験など
申込・問青森地方裁判所総務課（０１７－７２２－５４２１）へ。

体験

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

劇研マップレスふくしま企画　『ロミオとジュリオ』（～１０日）
弘前大学
サークル棟 大集会室

開場１８：１０　開演１８：３０
入場無料　全席自由
問：代表 福嶋さん（Ｅメール：maples_project@yahoo.co.jp）

映画・演劇・舞台

サポーターの会
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００

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

インバウンドセミナー
～自分たちでできる、外国人旅行者へのおもてなし～

土手町コミュニティパーク １４：００～１６：００

インバウンドとは日本を訪れる外国人観光客のこと。弘前にも年々増加しており、上手く集客できれば売上を伸ばすチャンス！
参加料無料　対象：創業間もない経営者の方、創業に興味のある方　定員：２０名（先着順）
内容：インバウンドのお買い物事情、海外への情報発信方法、インバウンド向けＰＯＰやメニュー作成のコツ、
         外国語が苦手な人でもできる挨拶や接客方法、県内での成功事例等がわかります！、その他情報提供。
※セミナー終了後、個別相談会あり（要予約）
申込・問：１０/２（水）までに青森県信用保証協会創業支援課（０１７－７２３－１３５６）
　　　　　　もしくは、青森県よろず支援拠点（０１７－７２１－３７８７）へ。

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
※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。

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。
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）

地域未来創生塾＠中央公民館【第１回】
（他２３日、１１/１３、１１/２７、１２/１１、１２/２５、
１/８、１/２２、２/１２、２/２６）

弘前文化センター　第３会議室
（第２回のみ視聴覚室）

１８：３０～２０：００

「持続的で豊かな地域創造」をテーマに全１０回の講座を開催いたします。
具体的には、人口減少にともなう様々な地域課題の対策や地域文化資源の有効利用策・地域の防災・減災などを模索するために、
地域のみなさまと弘前大学人文社会科学部の教員及び学生が、ワークショップ形式で学びを深めます。
関心のあるテーマのみのご参加も大歓迎です。
参加量無料※事前申込不要　対象：弘前市および近隣にお住まいの高校生・一般の方
テーマ：【第１回】１０/９　イスラーム留学生の弘前ぐらし①　【第２回】１０/２３　イスラーム留学生の弘前ぐらし②
※全１０回のうち６回ご参加の方には修了証を授与いたします。最新情報については、
チラシ配布および地域未来創生センターＨＰに掲載いたします。
問：弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター（０１７２－３９－３１９８）

行政相談
ヒロロ
３階　市民生活センター

１０：００～１５：００
行政相談員が役所の仕事についての相談に応じます。※毎週水曜日にも同じ日程で行政相談を行っています。
問：市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）／青森行政監視行政相談センター（０５７０－０９０１１０）

行政書士による無料相談会
ヒロロ
３階　多世代交流室１

１５：３０～１７：３０
相続や遺言を中心とした相談について　※事前予約不要
※青森県行政書士会中弘支部　菊谷さん（０１７２－２９－２６２６）

ＯＰＥＮ　ＭＩＣ　ｖｏｌ．１６ Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ １７：００～

第１６回目を迎えるオープンマイク開催！
「オープンマイクって何？」誰でも楽器を持ち寄って決められた時間の中で生演奏を披露する事ができる企画。
そして音楽以外のパフォーマンスももちろん大歓迎。ダンス、マイクパフォーマンス、手品、漫才、怪談。
とにかく自由に、自分らしい表現をしてください！１組１５分目安。
入場料無料※最低１ドリンクオーダー
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０　Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

ライブ・コンサート

川村岩山・山本達扇　ねぷた絵２人展 （～１３日） ギャラリー森山 １０：００～１６：００
長谷川達温師の画風等を伝えようと、２０１６年ねぷた塾「玄龍庵」を設立しました。今回両名の初の作品発表会を開催します。
玄龍は達温師の雅号にちなんだものです。
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

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１１/１４、１２/１２）

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：“ハロウィンアレンジ”　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）

ベテランズセミナー　縄文時代の暮らしと文化
～縄文遺跡群の理解のために～

弘前文化センター
２階　中会議室

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）
内容：発掘調査や土壌調査から見えてくる縄文人の生活や文化について
講師：上條信彦さん（弘前大学人文社会科学部准教授）
申込・問：１０/９（水）までに、電話かＦＡＸまたはＥメールで住所・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。

消費税軽減税率制度説明会（他２４日）
弘前税務署
２階　大会議室

１３：３０～１５：００
定員：各回３０名※事前申込不要。
内容：消費税軽減税率制度概要および申告書の作成方法について
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）

求人説明会・ミニ面接会
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などを生の声でお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満席になり次第受付終了　持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を。
内容：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可、ミニ面接会のみの参加も可）
参加事業所：サンライズ産業株式会社／株式会社横浜ファーマシ―／弘前ホテル・マネジメント合同会社（アートホテル弘前シティ）
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

こぎん体験
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００
「こぎんを体験してみましょう」
材料費：￥５００円※要事前申込（当日徴収します）　定員：１５名（託児１５名まで）※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）

体験

稲荷神社　宵宮 五代 夕方～ 店数１０ 宵宮

２０１９フライデーグラウンド・ゴルフ交流会 ｉｎ 弘前海洋 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター　武道館 １３：００～１５：００
参加料：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。
問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３-４５４５）

ゆたかなる精神の旅　世界の書籍店
　“Ｂｏｏｋｓ－Ｈｅｒｉｔａｇｅ　ｏｆ　Ｈｕｍａｎｉｔｙ” （～１４日）

青森県武道館
１０：００～２０：００
（初日は１３：００～）

入場料無料
主催：創価学会「世界の書籍店」青森展実行委員会（ＨＰ：http://www.sokanet.jp）

第５４回キヤノンフォトクラブ弘前写真展 （～１３日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局　ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

「ＳＡＹŪ」靴展示受注会 （～２０日） ａｏ＋水玉 １０：００～１８：３０

東京のアトリエから長野県駒ケ根市に移り住み、靴と日用品のアトリエショップ「トオク」を営む室根さん夫妻。
室根さんが製作される靴ＳＡＹŪは、一足一足履く人の足に合わせてつくられる、毎日履きたい定番の靴です。
【１９日・２０日】室根さん在店　フィッティングや採寸、足のお悩みも相談しながらオーダー頂けます。　休み：１７日（木）
問：ａｏ＋水玉（０１７２－５５－９９６２）

ホンシュウジカの角切り 弥生いこいの広場 問：弥生いこいの広場（０１７２-９６-２１１７）
お子様向け催し・
子育て・教育

日本古来 最強の引き寄せ 予祝のススメ
前祝いの法則体験講座「未来を作る新しい夢の叶え方」

ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

１９：００～２０：３０

参加費￥２，０００　定員：１０名
こんな方にオススメ：いま叶えたい夢や目標がある／もっと楽しい毎日を生きたい／なにか挑戦してもすぐにあきらめちゃう／
                            あたらしい仲間や友達がほしい／じぶんを変えたい　学べること：“予祝とは？”／どんな事例があるのか？／
                            どうやって予祝をするのか？
講師：予祝認定講師　渡辺健一さん　申込方法：チラシのＱＲコードよりお申込み下さい。
問：渡部さん（０９０－８７８９－５４３２　Ｅメール：kcnicni_watanabe@jp.ricoh.com）

講演・講座・セミナー

講演・講座・セミナー

木10

アート・展示会

金11

映画・演劇・舞台

月7

アート・展示会

火8

★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。

講演・講座・セミナー

相談会

水9



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

季節の移ろいを楽しむ押花作品展
不思議な花教室 (～２０日）

問：鳴海要記念陶房館(０１７２－８２－２９０２）

石器大好き！寄贈記念 高橋啓一コレクション
－下北半島の縄文／弥生－

入場料無料※期間中無休　〈特別公開〉成田彦栄氏 考古資料収蔵展示室
問：弘前大学人文社会科学部附属北日本考古学研究センター（０１７２－３９－３１９０）

第２２回 国土社美術展覧会 （～１４日）
弘前文化センター
大会議室、美術展示室

１０：００～１７：００
（最終日１６：３０まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

ＢＥＹＯＮＤ　ＴＨＥ　ＷＡＶＥＳ 弘前文化センター　ホール ①１０：００　②１３：００　③１５：００
ａｆｔｅｒ３１１ 第１４回脱原発弘前映画祭 参加費：一般￥１，０００　大学生、障害者￥５００　高校生以下、被災者　無料
問：竹浪さん（０７０－６９５２－２６１４）

映画・演劇・舞台

お店屋さんごっこ
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場／
イベントスペース

１０：３０～１１：３０

「みんな一緒にお買い物ごっこを楽しみましょう」毎年人気のイベントです。
職員手作りのお店で赤ちゃんから小学校低学年の皆さんも一緒に楽しみましょう。エコバッグ持参でお願いします。
定員：１００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土曜日はおもちゃ病院＆おもちゃ広場を開設します。
おもちゃ広場では、おもちゃコンサルタントさんが、グットトイを持参して一緒に遊んでくれます。
沢山のおもちゃに触れる事が出来ます。親子で色々なおもちゃで遊んでくださいね。
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

親子料理教室 弘前市総合学習センター
１０：３０～１３：３０
（受付１０：００～）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

秋植え球根の植付けと管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２-３３-８７３７ ）

「防災・減災」を学ぶ講演会 社会福祉センター　大会議室 １３：３０～１６：００
参加料無料※事前申込不要　　定員：７０名
テーマ：「過去を振り返り、地震災害軽減の確実な一歩を進める」　　講師：片岡俊一さん（弘前大学理工学部教授）
問：弘前市防災マイスター連絡会　佐藤さん（０９０－２０２３－６９５０）

松森町津軽獅子舞　舞納め スタート：松森会館 １４：００～
弘前市の無形民俗文化財・松森町津軽獅子舞の舞納めが開かれます。
見学自由・無料　獅子舞行列：松森会館スタート（１４：００～）　演舞：山形内科クリニック駐車場（１５：００～）※雨天時の会場は松森会館
問：市文化財課（０１７２－８２－１６４２）

２０１９年度弘前医療福祉大学学園祭「りんごと囲碁祭り」 弘前医療福祉大学 １０：００～１５：００

【内容・定員】①経験者の方：囲碁対局（１９路盤）１０名※経験者の方は参加人数によりトーナメントまたは総当たり戦
　　　　　　　　②初心者の方：純碁（９路盤）交流会５０名
　　　　　　　　③視覚障害のある方：アイゴ交流会２０名※アイゴは視覚障害者向け囲碁：９路盤　☆参加全員に参加賞あり
【プログラム】〈午前の部〉９：３０開場 受付開始／１０：００～１１：３０開会のあいさつ、囲碁対局＆交流会／
                                  １１：３０～１２：００音楽のこぎり演奏
　　　　　　　　〈午後の部〉１２：３０開場 受付開始／１３：００～１４：３０囲碁対局＆交流会／
　　　　　　　　　　　　　　　１４：３０～１５：００表彰式＆音楽のこぎり演奏、閉会のあいさつ
申込・問：弘前医療福祉大学 担当・木村綾子さん、板垣喜代子さん（ＴＥＬ０１７２－２７－１００１　ＦＡＸ０１７２－２７－１０２３
　　　　　　ＨＰ：https://www.hirosakiuhw.jp/）※ＦＡＸの場合は、チラシ裏面を記入・送信をお願いいたします。

布ぞうり作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００
参加料無料　対象：中学生以上２０名
持ち物：使い古しのフェースタオル４枚（色付き）、裁ちばさみ、昼食、飲み物、作業しやすく汚れてもいい服装　講師：尾崎行雄さん
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）へ。※１０/６（日）は休み

体験

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

近藤房之助ＬＩＶＥ２０１９～ Ａｎｙｔｉｍｅ Ａｎｙｐｌａｃｅ ～
東栄ホテル
２階　７ｔｈ　Ａｖｅｎｕｅ

開場１９：００　 開演１９：３０
限定５０名　チケット：前売￥５，０００　当日￥５，５００（ドリンク別）※全席自由
問：弘前東栄ホテル（０１７２－３３－８１１１）

前田智洋 音楽生活２０周年記念ツアー
「２０ｙｅａｒｓ，ａｎｄ ｍｕｓｉｃ．」

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ ＯＰＥＮ１９：３０　ＳＴＡＲＴ２０：００
チケット：前売￥３，０００　当日￥３，５００（＋１ドリンク別）　出演：前田智洋
予約・問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０、Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

子どもの自立と子どもの絆を育む子育て法
子育てが楽しくなるパパママ楽習会

ヒロロ
３階　健康ホール

①午前の部１０：３０～１２：３０
（受付１０：００）
②午後の部１３：３０～１５：３０
（受付１３：００）

参加費：①無料　②￥２，０００（ペア割２人なら￥３，０００）　テーマ：①子育てを楽しく変化させる秘訣！
産後クライシスから仲良し夫婦に～“イヤイヤ期”から“超かわいい期”に～　②自分を知る～私が大切にしている事は何？
託児：１５名まで無料（お子様と一緒の受講も大丈夫です。
※託児ご希望の方は直接こどもの広場までお申込み下さい。弘前市駅前こどもの広場　子育て支援センター（０１７２－３５－０１５６）
申込：お名前・参加者数・お子さんの年齢をご記入のうえ、こちらのメールアドレスまで送信ください
        （Ｅメール：kosodate.c.hirosaki@gmail.com）

楽しい仲間　クラフト展　Ｈａｐｐｙハロウィン 
ヒロロ
３階　イベントスペース

１１：００～１６：３０
いろんな手作り小物やワークショップが大集合！ちょこっと早いハロウィンを楽しみましょう♪
問：栗林さん（０９０－２８４０－５０４１）

ひろさき「農の魅力」体験ツアー第２弾 集合：岩木総合支所　東側駐車場
９：２０～１６：００
（雨天決行）

参加料無料　対象：市内在住の小学４年生～６年生とその保護者１２組２４名（先着順）
持ち物：三角巾、布巾（２～３枚）、エプロン、雨具、長靴、汗ふきタオルなど
内容：ぶどう収穫体験、収穫物を使った昼食づくり、りんご収穫・葉とり体験
申込・問：電話かＦＡＸ、またはＥメールで住所・氏名・年齢・学年・電話番号を記入のうえ、
農政課（ＴＥＬ０１７２－４０－０７６７　ＦＡＸ０１７２－３２－３４３２　Ｅメール：nousei@city.hirosaki.lg.jp）へ。

あんしんあたたか　精神対話士のほっ！と相談 
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｂ

１０：００～１４：００

精神対話士は専門知識と暖かな対話で人を癒す心のケアの専門職です。
将来の希望や心配事などについて、一歩先への解決に向けてご一緒に考えてまいります。
参加料無料　対象：年齢を問わずどなたでも参加できます。
問：一般社団法人メンタルケア協会　青森事務所　田中さん（TEL０９０－２０２１－０５７３　Ｅメール：makotota2002@yahoo.co.jp）

相談会

こぎん刺し体験と小物販売　（他２７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）　※毎月第２・４日曜日に開催
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

２０１９年度 第５０回　学園祭バザー
～心と心をつなぎあおう！～

弘前大清水学園構内
（清原４丁目１７－１）

１０：００～１４：００

プログラム：９：４０～開会セレモニー／１０：００～開会宣言・販売開始／１０：０５～やっほ～クラブ活動紹介／
                １０：３５～ハーモニー「れもんず」／１１：１０～人形劇「人形劇団つがる」／
                １１：５５～お遊戯発表（大清水保育園の園児の皆さん）／１２：３０～囃子演奏「笑鬼」／
　　　　　　　 １３：０５～ミニステージ「ひまわりの会」／１４：００～閉会セレモニー・販売終了
その他：【弘前おもちゃ病院】壊れたおもちゃを持てきてください。なおしてもらえます。
※但し、部品交換が必要な場合は費用がかかります。
【おでかけ動物園】やぎ・うさぎ・モルモットなどかわいい動物が遊びに来て、だっこも出来ます！
問：弘前大清水学園内　第５０回学園祭バザー実行委員会（０１７２－３４－３１６６）

第１５回相撲甚句　北部地区青森大会
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

開場１２：００　開演１３：００ 入場料無料　問：（０８０－２８０７－０８８８）

弘前城植物園散策ガイド 集合：弘前城植物園南案内所所 １０：００～１１：００
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　※事前申込不要　（ただし、入園料が必要）　入園料：大人￥３２０、子ども￥１００
問：市みどりの協会（０１７２－３３-８７３３）

ひろさき移住者ＭｅｅｔＵｐ２０１９
～地域コミュニティへの招待～

コラーニングスペースHLS 弘前
１８：００～２０：００
（受付１７：３０～）

移住者との交流イベントです。地域コミュニティや団体を運営する人が、当市の楽しみ方や、仲間づくりの場などを紹介します。
参加料：￥２，０００（軽食・飲み物代を含む）
対象：移住者：１５名程度（移住歴が浅い人を優先）、移住者との交流を希望する市民１０名程度（先着順）
申込方法：１０/１０（木）までに、電話か申し込みフォームから申込を。
問：コラーニングスペースHLS 弘前　辻さん（０９０－１０２５－４７６９）

ねぷた絵描き方講習会
弘前市立観光館
１階　多目的ホール

１０：００～１５：００

受講料：￥７００　対象：小学生以上５０名（先着順）　持ち物：鉛筆、消しゴム、習字筆（大・小）、ボタン刷毛　講師：津軽錦絵作家協会会員
※作品は弘前城菊と紅葉まつり会場や弘前城雪燈籠まつり会場内に展示する予定です。
申込：１０/６（日）までに受講料を添えて市立観光館管理事務所室へ。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

体験

Ｔｉｓｓｅｒａｎｄｅｓ 音の紡ぎ人　４ｔｈ 百石町展示館 開場１３：３０　開演１４：００
入場料：一般￥１，５００　学生以下￥１，０００
問：吉永さん（０９０－２９８４－７７７９）

大人の ＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ 百石町展示館 １８：００～
入場料￥１，０００※小中学生無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

太宰治ドラマリーディング　津軽カタリスト
秋の定期公演２０１９

太宰治まなびの家 開演１４：００～１５：２０
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：ア、秋／恥／雀こ／海／畜犬談／？？？（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

タケバン ～Ｔｈｅ　Ｄｉｅ　ｉｓ　Ｃａｓｔ～ Ｍａｇ-Ｎｅｔ
チケット：前売￥２，５００　当日￥３，０００（前売、当日とも＋１ｄｒｉｎｋ）
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

15 火 はじめての山登り教室　月例講習会　第７回
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：山のめぐみ　きのこの世界とキノコ狩りのポイント
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

16 水 植物園　ボランティア活動　（～１７日） 弘前城植物園 問：弘前市緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） その他

吉沢せつえ 第１回 個展油絵　（～１９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）

ラグ作家と仲間たち　あきまつり　（～１９日） 百石町展示館
１０：００～１８：００
（初日１０：３０～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

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Ｈ７年生まれ以降のママさんお待ちしてます。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。
※要事前申込　定員：１５名（託児１５名）
申込・問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

げんねんＥＣＯスクール　鍵かけウォールラック 弘前商工会議所 １０：００～１２：３０

〈第一部〉放射線の健康への影響～みんなで放射線を正しく知りましょう～
〈第二部〉鍵かけウォールラック　ポピー又はレモン柄の生地を板に張り付け、ネジや針金を使ってウォールラックを作ります。
　　　　　（サイズ２２．５センチ×２２．５センチ）　参加費：￥５００（１部のみ参加の方は無料）
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：１０/６（日）必着※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　日本原燃サイクル情報センター　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。

ＪＩＡ建築家大会２０１９青森 ｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ（～１８日）
市民会館、
弘前文化センター

９：００～１８：１５

地方都市の再生やリノベーションまちづくりについて考えてみませんか。
内容：基調講演、パネルディスカッションなど　講師：田根剛さん（弘前れんが倉庫美術館設計者）　※事前申込不要。
詳しくはＨＰ（https://jia2019hirosaki.com）をご覧ください。
問：日本建築家協会東北支部（ＴＥＬ０２２－２２５－１１２０　Ｅメール：shibu@jia-tohoku.org）

★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。

土12

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

その他

ライブ・コンサート

お子様向け催し・
子育て・教育

その他

ライブ・コンサート

日13

月祝14

アート・展示会

講演・講座・セミナー

木17

鳴海要記念陶房館
９：００～１６：００(最終日１５：００まで）１０/１５(火）休館日

弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センター展示室
（弘前大学文京町キャンパス総合教育棟２階）
１０：００～１６：００



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

弘前盆栽研究会作品展（～２０日） 緑の相談所 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７） アート・展示会

ベビー広場（他２３日）
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１８日１０：３０～１１：３０／
１３：３０～１４：３０
２３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。
今月は赤ちゃんと写真をいっぱい撮ってハロウィンを楽しみましょう。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。１０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：１８日１０：３０～１１：３０『７ヶ月～１１ヶ月』　　１３：３０～１４：３０『～６ヶ月』　２３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

偉大な先輩建築家に学ぶⅥ 弘前市民会館　大会議室 ９：３０～１２：３０

本シンポジウムは「偉大な先輩建築家に学ぶⅥ」と題して、ＪＩＡ青森ＨＩＲＯＳＡＫＩ大会にあわせ、
大会会場となる青森県及び近県にゆかりのある建築家が、どのように地域、
文化を考えその作品を作り上げていったのかということをその後継者、
関係者、研究者より語っていただき、偉大な建築家たちの教えを学びます。
参加料無料（一般参加可能）※事前申込制
申込・問：桜井ちるどさん（０３－３３５６－２５７５　Ｅメール：npokbkk@gmail.com）

電動ロクロ体験（～２０日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
体験料：￥１，６００（材料・焼成費、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）

夜間納税相談（他２１・２３～２５日） 弘前市役所　２ 階　収納課 １７：００～１９：３０
収納課では、日中に納税相談ができない人のために、夜間納税相談日を設けています。
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

暮らしの困りごとなんでも相談所
ヒロロ
３階　ヒロロスクエア

１０：３０～１５：００
労働や年金など、暮らしのさまざまな困りごとについて※弁護士との相談は事前予約必要。受け付けは１０/１０（木）９：００～
問：青森行政監視行政相談センター（０５７０-０９０１１０）

求人説明会・ミニ面接会
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などを生の声でお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度（求職中の方どなたでも）※会場が満席になり次第受付終了
持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を。
内容：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。
　　　　「ミニ面接会」１４：４０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施（当日の申込み可）
参加事業所：三国商事株式会社／株式会社成都地所／有限会社錦永（星野リゾート　界　津軽）
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

盛龍展—画歴４５周年記念－（～２０日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー
１０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：NHK弘前支局ギャラリー（０１７２－３２－５４１１）

芹澤銈介作品展（～１１/４） ギャラリー森山 １０：００～１６：００

芹澤銈介はかたがみを置いて文様を染める型絵染の技法を作成し、昭和３１年に重要無形文化財保持者に認定された、
日本を代表する染色家です。和風でシックな作品を次々と生み出しました。当館の所蔵品の物ですので大作とはいきませんが、
落ち着いた配色と独創的な文様、どことなく晴れやかさを感じることができます。
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

ＪＡＺＺで楽しむ日本画展 市立博物館　ホール
１７：３０～１９：３０
（途中休憩あり）

館内に優しく流れるＪＡＺＺの生演奏をＢＧＭに、近現代の日本画展を観覧してみませんか。
観覧料：一般￥８００（￥６００）、高・大学生￥４００ （￥３００）、小・中学生￥２００（￥１００）※（　）内は２０名以上の団体料金。
　　　　　障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や留学生、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
　　　　　年齢や住所を確認できるものの提示を。
演奏：千葉智晶クインテット　その他：館内のBGM として演奏するため、座席の用意はありません。
問：市立博物館（０１７２－３５－０７００）

弥生いこいのＨａｌｌｏｗｅｅｎ－ｗｅｅｋ（～２７日） 弥生いこいの広場 問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

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

参加料無料　対象：小学生以上２０名（小学生は保護者同伴）
持ち物：米０．５合、大皿１枚（直径２５センチ程度）、おわん１個、はし、エプロン、ふきん
内容：きつね包み焼き、もみじごはんなど全４品　講師：福士るみ子さん（サロン・ド・胡桃代表）
申込・問：１０/５より、弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）へ。※１０/６（日）は休み

ほっと・ぼらんてぃあ
ヒロロ
３階　多世代交流室１

１３：３０～１５：３０

気軽に誰でも参加できるボランティア講座です。
参加料無料※事前申込不要　　テーマ：「学習会とこども食堂」～弘前市を担う未来の子どもたちに、夢と希望を！～
講師：工藤真さん（弘前こども応援隊マザーフィールド職員）
問：市民参画センター内　ボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）

町会担い手育成塾
ヒロロ
３階　健康ホール

１３：００～１６：３０

町会の担い手として、子育て世代の人に町会活動へ参加してもらうための取り組みについて考えます。
参加料無料　対象：町会長、町会役員、青少年育成委員、町会活動に興味のある人
申込・問：１０/１１（金）までに電話かＦＡＸまたはＥメールで氏名、町会名、連絡先を記入の上、
市民協働課（ＴＥＬ０１７２－４０－０３８４　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

弘前れんが倉庫美術館プレイベント
【醸造から創造へ　建築・アート・コミュニティ】

弘前中三
８階　スペース・アストロ

１５：３０～１７：００
（開場１５：１５～）

来年４/１１の開館を前に、建築家や展示企画者、国内外のアーティストらが登壇し、弘前ならではの新しい作品や美術館について語りま
す。
また、会館年度の企画展内容も発表しますので、ぜひご参加ください。
参加料無料　定員：１５０名
申込・問：１０/１５（火）までに、Ｅメールまたはファクスに氏名〈ふりがな〉・連絡先を記入のうえ、
弘前れんが倉庫美術館 開館準備室　弘前芸術創造（ＴＥＬ０７０－１００７－６１４４　ＦＡＸ０３－６３６９－３５９６
Ｅメール：event@hirosaki-moca.jp）へ。※手話通訳希望者は申込時にその旨を記入してください。

北の文脈文学講座
弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１５：００
受講料無料※事前申込不要。　テーマ：１１０年目の太宰治　　講師：下川原久恭さん（語る会）ほか
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）※あおもり県民カレッジ単位認定講座

家族の会　青森
ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１０：３０～１２：３０
ギャンブル依存症について同じ悩みを抱える人と苦しみを分かち合い、解決に向けて知恵を出し合ってみませんか。
参加料無料※事前申込不要。
問：全国ギャンブル依存症家族の会　児玉さん（０９０-４０２３-７３４２）

相談会

第５３回遠州流茶道全国大会　（～２１日）
弘前文化センター、藤田記念庭園、
ホテルニューキャッスル

参加人員：５００名　　規模：全国　　主催団体：遠州流茶道弘前支部 その他

ｍｙ ｆｕｎｎｙ ｈｉｔｃｈｈｉｋｅｒ ～ｔｏｕｒ ２０１９ 「ＯＫ」～ Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７：３０　ＳＴＡＲＴ１８：００
チケット：前売￥２，５００　当日￥３，０００　※ドリンクチャージ別途￥５５０　　チケット取扱：ｅ＋
問：Ｍａｇ-Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

おしごと体験広場キッズハローワーク

おしごと体験広場キッズハローワークは職業体験とあそびのイベント！家具職人やドッグトレーナーなどのほか、
弘前ならではの仕事も体験職業体験できます。
参加料：￥１，５００（おしごと手帳代金として）　対象：小学生　持ち物：内履き
※おしごと手帳は９/１(日）からヒロロ１階インフォメーションでも販売します（ 当日販売もあり）
問：ＳＥＥＤＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ（０１７２－３６－９２３４）

月例登山　紅葉とキノコ　ライオン岩登山 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
カモシカ道からライオン岩まで紅葉見物。※雨天決行
参加料無料※要事前申込　　持ち物：飲み物、昼食、替えの下着・靴下、雨具
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

チョー初心者のためのくずし字講座
 （他１１/４・１７・２４日）

弘前図書館
２階　視聴覚室
（１０/２０は相馬地区で史跡見学）

１０：００～１２：００

参加料：￥３００（保険料等）　対象：古文書初心者の小学生以上の市民３０名（先着順）※１０/２０のみ小学生は保護者同伴。
講師：渡辺麻里子さん（弘前大学人文社会科学部教授）ほか。
申込・問：１０/１１（金）までに電話かＦＡＸまたはＥメールで住所、名前（ふりがな）、年齢、電話番号を記入のうえ、
図書館・郷土文学館運営推進室（ＴＥＬ０１７２－３２－３７９４　ＦＡＸ０１７２－３６－８３６０　Ｅメール：tosho@city.hirosaki.lg.jp）へ。

講演・講座・セミナー

岩木山嶽ノルディックウォーキング

参加料：バス移動・昼食・温泉入浴￥３，０００　現地集合・昼食なし・温泉なし￥１，０００※各自傷害保険に加入を。
対象：長距離歩行が可能で持病がない方２０名（先着順）　内容：初心者への簡単な説明、コース実践（７キロ）
※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。※ポールレンタルあり。
申込・問：往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒０３６－８０５７　八幡町１丁目９－１　ＴＥＬ０１７２－３３－４５４５）まで。
※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。

スポーツ

歴史と伝説の里「鬼沢の旅」　日帰りバスツアー

鬼楢地域の歴史や、地域に伝わる伝説を知ることができるバスツアーです。鬼の好物と言われるにんにくの作付け体験のほか、
不作に苦しむ地域の農民たちを救った「義民・藤田民次郎」のスライドショー、地区内の散策など、この地域ならではの体験ができます。
参加費：１人￥２，０００（昼食込み）　定員：２０名（定員に達し次第締め切り）
行程（貸切バス移動）：にんにくの作付け体験（鬼丸農園）→鬼沢の歴史を学ぶ藤田民次郎スライド上映・昼食（鬼沢研修会館）→
文永の板碑→龍味庵・藤田民次郎公園→鬼神社→鬼沢のカシワ→奈良寛ため池　親水公園→弘前駅前（解散）
申込・問：１０/１０チラシ裏面の申込用紙に必要事項をご記入のうえＦＡＸにて、歴史と伝説の里「鬼沢の会」事務局　鳴海さん
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－９８－２１４１　ＦＡＸ０１７２－９８－２１５３）へ。※お申し込み確認後、折り返し事務局よりご連絡致します。

ツアー

中弘若竹の会　作品展（～２３日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー １０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー係（０１７２－３２－５４１１）

れもん　Ｓｐａｃｉａｌ ＪａｚｚＬｉｖｅ
「馬場葉子 ｔｒｉｏ」東北コンサートツアー ２０１９

喫茶れもん １４：００～
チケット：￥３，０００（飲食代別）※当日は￥５００増
問：喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）

盆友会秋季展（～２７日） 緑の相談所 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

コールセンターの魅力発信イベント
私のキャリアはコールセンターで！（他１１/３）

ヒロロ
３階　イベントスペース

１３：００～１６：３０
（受付１２：３０～）

コールセンターは女性のワークライフバランスを大事にした働き方が可能です。
３社それぞれの特徴や業務内容を知るチャンスですので、キャリアを真剣にお考えの方はぜひご参考にしてください。
「女性が輝く！ワークとライフを充実させるミニセミナー」も同時開催！参加企業との個別面接も可能です。
参加料無料（予約特典ハンドトリートメント）　定員：各回３０名
※ご来場者の中から抽選で５名様に、オリジナルアクセサリー制作体験をプレゼント♪
対象：コールセンター業務に興味がある方、これから就活をする方、転職を考えている方、
        ワークライフバランスを重視した働き方をしたい方。
参加企業：(株)バリューＨＲ 弘前カスタマーサポートグループ／(株)シーエス・プレナー　弘前コールセンター／
               (株)グロップ　弘前コンタクトセンター
ミニセミナー：「１６日」若さ続く！簡単小顔リフトアップ（１４：２０～）／
                   似合うを見つけよう！ファッション・アクセサリーの選び方（１４：５０～）
                   「２９日」日常が美ボディートレーニング（（１４：２０～）／品格アップ！みるみる印象美人（１４：５０～）
申込・問：１回目１０/１６（水）、２回目１０/２９（火）までに電話か申込フォームもしくはＥメールに
             お名前・電話番号・年齢・希望参加日・現在のお仕事状況・このイベントを何で知ったかを入力のうえ、
             株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－３２－５８０１、Ｅメール：callcenter.hirosaki.36@gmail.com）

講演・講座・セミナー

はるか夢球場バッティングセンター はるか夢球場　グラウンド
９：００～１６：００
（受付は８：３０～）

プロ野球公式１軍戦、高校野球など数々の熱戦が繰り広げられた当スタジアムで、あなたもバッティングしてみませんか。
両翼１００ｍ・センター１２２ｍの県内で一番大きなバッティングセンター？でホームランを狙おう！
スタンド見学もできます。ホームラン賞もあるよ。
参加料：お一人様　１回２４球／￥５００※事前申込不要、当日グラウンドにて受付
対象：どなたでもご利用いただけます。持ち物：バット、バッティンググローブ、ヘルメット（バット・ヘルメットの貸出もあります。）
使用球：軟式A号　球速：８５ｋｍ前後（ストレート専用軟式マシン１台のみ）
特別企画：ご参加いただいた方全員に某プロ野球団のオリジナルフェイスタオルをプレゼントします！！
注意事項：スパイクのご使用は不可とさせていただきます。グラウンド内での飲食はご遠慮ください。
　　　　　　　雨天の場合は中止となります。（当日の８：００に決定致します。弘前市体育協会のＦａｃｅｂｏｏｋでご確認下さい。）
問：弘前運動公園（０１７２－２７－６４１１）

スポーツ

阪屋さんに伝わる菓子構図帳拝見！
関西日帰りの旅 ｉｎ 弘前（他２７日）

集合：弘前公園東門
（弘前文化センター近く）

１０：００～１２：３０

関西にゆかりの深い弘前を感じていただく 弘前にいながらにして関西旅行ができる？！ツアーです。
創業寛永７年（１６３０年）、約３９０年続く大阪屋さんでは ご主人から直接大阪屋さんの歴史を伺い、 昔から伝わる菓子構図帳の
実物を拝見、 津軽の姫君たちも愛した江戸時代から続くお菓子を 召し上がっていただきます。
最後は石田三成次男のお墓参りへ。 関西尽くしのひとときです。
料金：￥４，０００（大阪屋スイーツ付） 　募集：各１０名（最少催行８名）
行程：弘前公園東門、弘前城舘神跡、杉山源吾屋敷跡、 大阪屋、宗徳寺（宗徳寺解散、全行程徒歩）
※弘前公園入園料が別途かかります。
　　市内にお住いの６５歳以上の方及び市内小中学生は入園料無料、他弘前公園通年パスをお持ちの方はご持参ください）
締切：１０/２２→１０/１８（金） 　１０/２７→１０/２４（木）
申込・問：電話、ＦＡＸ、ホームページより、たびすけ
（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ： www.tabisuke-hirosaki.jp　「たびすけ」で検索！）

ツアー

令和元年　名人芸バラエティショー 弘前文化センター　ホール 開場１４：３０　開演１５：００
入場料：￥１，０００
問：千葉さん（０９０－７５６０－５９９６）

即位礼奉祝記念 箏曲演奏会　令和の奏
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

開場１３：３０　開演１４：００
入場料無料
問：木庭袋音楽事務所（０１７２－２７－８７３８）

お子様向け催し・
子育て・教育

日20

22 火祝

アート・展示会

ライブ・コンサート

岩木青少年スポーツセンター
９：３０～１１：３０
（バスを利用する方は９：００に弘前Ｂ＆Ｇ海洋センターへ集合）

集合：９：２０弘前駅前
（自家用車で現地集合の方は９：５０までに鬼沢研修会館）

★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。

相談会

講演・講座・セミナー

アート・展示会

お子様向け催し・
子育て・教育

講演・講座・セミナー

金18

土

弘前学院聖愛中学高等学校（原ケ平字山元）
１０：００～１６：００(開会式９：４５、体験受付１５：００まで）

19



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

23 水 三遊亭遊雀　神田松之丞　二人会 弘前文化センター　ホール 開演１８：３０～

入場料：一般￥３，５００　大学生以下￥２，０００　会員￥２，０００
プレイガイド：ヒロロ／中三弘前店／弘前市民会館／弘前文化センター／弘大生協シェリア／成田本店しんまち店／
                  ＥＬＭインフォメーション／大館市民文化会館
問：一般社団法人　弘前芸術鑑賞会事務局（０１７２－４０－４０８２）

映画・演劇・舞台

写真集団　フィール展 （～２７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

キッズ広場 
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場／
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ハロウィンごっこをします。
お話を見たり、踊ったり、ゲームをしたり。お子さんの月齢に合わせて楽しんでくださいね。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。２歳以上の子のお誕生会もします。１０月生まれのお子さんは申込の時に教えてくださいね。
定員：６０名※要事前申込、定員になり次第締切
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

第４０回青森県高等学校総合文化祭　美術部門
 （～２７日）

問：青森県高等学校文化連盟事務局（０１７-７３６-８９４１）

第４０回青森県高等学校総合文化祭　文芸部門
 （～２７日）

問：県立弘前南高等学校内　中南・西北大会実行委員会事務局（０１７２－８８－２２３１）

教えて保育料＆こども園のこと
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０
「こども園と保育園について詳しく聞きましょう」市役所の担当の方に保育料の事を教えてもらいましょう。
そろそろ入園を考えている方は、この機会にぜひどうぞ。　定員：２０名（託児１５名）※要事前申込（定員になり次第締切）
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

第４０回青森県高等学校総合文化祭　演劇部門
 （～２７日）

弘前文化センター　ホール
２６日９：２０～１８：００
２７日９：２０～１８：３０

問：青森県高等学校文化連盟事務局（０１７-７３６-８９４１） 映画・演劇・舞台

ケロポンズ親子コンサート
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１１：００～１２：００
「ケロポンズと一緒に親子で歌って踊って楽しもう」。代表作「エビカニクス」などケロポンズと楽しい時間を過ごしましょう。
定員：１５０組※要事前申込（定員になり次第締切）
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

東北女子大学　公開講座　２０１９　楽しく本を読もう
～脳の活性化のために～

東北女子大学
１０：３０～１２：００
（受付１０：００～１０：２０）

短編小説やエッセーなど、短い文章を読んで、楽しさや理解を共有します。アランの「幸福論」などを読みます。
参加費無料　対象：高校生～社会人
申込・問：電話、ＦＡＸ、ＥメールまたはＨＰより、東北女子大学　地域資源活用研究センター　小野寺さん
             （ＴＥＬ０１７２－３３－２２８９　ＦＡＸ０１７２－３３－２４８６　Ｅメール：t-shigen@tojo.ac.jp　ＨＰ：http://www.tojo.ac.jp）へ。

令和元年度　弘前大学大学院保健学研究科
市民公開講座　足の科学からみたスポーツ障害の予防

弘前大学構内
創立５０周年記念会館
岩木ホールＡ・Ｂ

１０：００～１１：３０

足の機能や形態について科学的見地からスポーツ時の障害予防について解説します。足は万病のもと。是非訊きにいらして下さい。
参加費無料※事前申込不要　　対象：一般市民、スポーツ指導者、運動部員、保護者で７０名～８０名
内容：【講演会】足の科学から見たスポーツ障害の予防　【足の健康相談コーナー】
問：弘前大学大学院保健学研究科　総務グループ（０１７２－３９－５９０５）

「庭木を守る雪囲い」教室 瑞楽園（宮舘字宮舘沢） １０：３０～１１：３０

樹木を雪から守る雪囲いの方法を学んでみませんか。※雨天時は翌日（１０/２７）に延期する場合もあります。
参加料無料※事前申込不要　　対象：市民 １０名　　持ち物：軍手（あればせん定ばさみなど）
講師：高杉竜顕さん、秋元和也さん（いずれも三浦造園登録造園基幹技能者）
問：瑞楽園（０１７２－９６－２７４４）

♪秋のコンサート♪オカリナ　アンサンブル　こだま 藤田記念庭園　洋館
１４：１５～１５：３０
（小休憩あり）

秋の午後のひととき、やさしいオカリナの響きを楽しみませんか？
入場料無料（庭園見学の方は入場料が必要です。）※事前申込不要　　入園料：大人￥３１０　子供￥１００
問：オカリナ　アンサンブル　こだま（０９０－７９３３－２４１１）

イタリアの夕べ 東奥義塾高校　礼拝堂 １５：３０～１７：３０

前売券（全席自由）：一般￥５，０００、大学生￥２，０００、ペア券￥８，０００　※当日券はそれぞれ￥１，０００増。高校生以下無料
出演：ストラジャナッツさん（バスバリトン歌手）、櫻田亮さん（テノール歌手）、三浦英治さん（バス歌手）ほか
演奏曲目：中世から古典、近代までの主にイタリアの歌曲やオペラアリア、オルガンソロ曲など
入場券取扱所：市民会館／弘前文化センター／中三弘前店／平山萬年堂／弘前大学生協／うつわ珈琲豆や豆人
問：三浦音楽事務所　三浦さん（０７０－５３２０－１９７５）

組子を体験しよう！
①１０：３０～
②１３：３０～

伝統技術・組子（くみこ）を４種類から１つ選び制作します。
参加料:￥１，０００　対象：小学生以上、①２８組　②２０組　※小学生は保護者同伴。
申込・問：１０/５（土）からヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５-０１５４）へ。

津軽塗の職人気分を体験しよう！ １１：００～１４：００

津軽塗を４種類の中から１つ選び、研ぎ出し体験をします。
参加料：￥１，５００　対象：小学生以上各回１５組　※小学生は保護者同伴。
その他：作品は艶出し加工をし、後日市民文化交流館窓口で受け取れます。
申込・問：１０/６日（日）からヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）へ。

お姫さまと王子さまになっちゃおう！
（顔はめパネル）コーナー（～１１/１０）

ヒロロ
３階　こども絵本の森

１０：００～１８：００ 問：こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

まちなか体操教室 サンタハウス弘前公園 １３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。　対象：５０歳以上の中高齢者１５名（先着順）
内容：椅子に座ってのストレッチ、ボールを使った運動、チューブトレーニングなど
※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。
申込・問：１０/７（月）～サンタハウス弘前公園　阿保さん（ＴＥＬ０１７２－８８-７７０７　Ｅメール：santa-kouen@gaea.ocn.ne.jp）へ。

健康セミナー

はじめての山登り教室　第７回「雛岳１２２８Ｍ」 集合：弘前市運動公園駐車場 ９：００～１４：００

参加費：１人￥３，０００／月（他、スポネット弘前入会金￥５００＋年会費〈大人〉￥５，０００／子ども〈中学生以下〉￥４，０００）
※途中の月からでも参加は可。参加できない月に関しては、事前に申し出ていただければ参加費は頂きません。
対象：高校生以上３０名（先着）　内容：雛岳登山　下山後、箒場できのこ狩り＆実食
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）

国際理解講座
「日露外交の隠れた側面」

弘前文化センター
３階　視聴覚室

１４：００～１５：３０

日露関係の歴史や日露外交の現在と未来、ロシアの国民性などについて日本語で紹介します。
受講料無料　　対象：市民３０名程度（先着順）　講師：エドワード･フォーサイスさん（弘前学院大学文学部教授）
申込・問：１０/２６（土）までに、電話かファクスまたはＥメール（住所〈町名まで〉・氏名〈ふりがな〉・電話番号を記入）で、
中央公民館（０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。※火曜日は休み

第６回ダブルスゴルフコンペ 岩木川市民ゴルフ場 ８：３０～

参加料：１名３，５００（昼食付き）※各自傷害保険に加入を。　対象：１０組２０名（先着順）
内容：１８ホールズストロークプレイ、ダブルペリア方式（打ち切りなし）
※飲み物、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：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６-７８５５）

スポーツ

休日納税相談
弘前市役所
２階　収納課

９：００～１６：００
収納課では、平日の日中に納税相談ができない人のために、休日納税相談日を設けています。
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

相談会

Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｓｈｏｗ
ハロウィンファッションショー

さくら野弘前店
１階　アクアリウム渡嘉敷前特設会場

１３：００～

観覧料無料　　親子で楽しめる歌のミニコンサートも開催。
仮装してきた小学生以下のお子様はカラオケドリンク代無料（さくら野弘前店 ラフォルテ２階　カラオケスタジアム）、
ボウリング１ゲーム＆貸靴代無料（さくら野弘前店 ラフォルテ２階　弘前ファミリーボウル）
問：さくら野百貨店 弘前店３階　フォトスタジオスマイリー（０１７２－５５－６０６７）

令和元年度 ひろレクデー
宮川交流センター
研修室・和室

受付１０：００～１４：００
参加料：大人￥５００　子ども￥３００ 　※事前申込不要。
内容：防災紙芝居読み聞かせ・防災クイズ、新聞紙などを使った災害時に役立つグッズ製作、体力低下防止体操や避難行動体験など
問：ひろさきレクリエーション協会（０７０－３９９６－３８７３）

ゲヌースＶＯＬ．１８ 藤田記念庭園　音楽ホール １５：００～１６：００

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

第６回ピアノミニコンサート ｉｎ プラザ棟
弘前地区環境整備センタープラザ棟
２階ホール

１５：００～１６：００
ピアノの連弾ハーモニーに耳を傾けながら秋のひとときをプラザ棟ですごしてみませんか。
入場料無料
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）

１００万人のクラシックライブ 東横ＩＮＮ弘前駅前 開場１５：３０　開演１６：００

東横ＩＮＮは一般財団法人１００万人のクラシックライブに協力し、音楽を通じ人と人をつなげていく活動を応援しています。
東横ＩＮＮのロビークラシックを身近に体験してみませんか。　演奏家によるトーク付きのミニライブです！！
料金：￥１，０００　※中学生以下は無料　乳幼児の参加も可。
問：東横イン弘前駅前　樋口さん（０１７２－３１－２０４５）

グループ秋色　手作り三人展 （～３０日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） 子育て・教育

第４４回弘前大学経済学会大会
弘前大学創立５０周年記念会館
みちのくホール

１４：００～１７：００

日本総合研究所の藻谷浩介氏をお迎えして人口減少時代の青森経済について討議する予定です。関心のある方はどなたでも自由に参加
できます。
参加料無料※事前申込不要　　【懇親会】１７：３０～１９：３０　弘前大学周辺で懇親会を予定。
参加希望者は１０/２１（月）までに事務局までご連絡ください。
問：弘前大学人文社会科学部 弘前大学経済学会事務局 黄さん
     （ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－３２８７　Ｅメール：keizaigakkai@hirosaki-u.ac.jp）

講演・講座・セミナー

弘前市生きがいセンター作品展 (～３１日） 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１） アート・展示会

観察会　お昼の金星観察会 星と森のロマントピア １４：００～１６：００
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）

お子様向け催し・
子育て・教育

津軽さつき会盆栽展（～１１/３） 緑の相談所 問：緑の相談所（０１７２-３３-８７３７） アート・展示会

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）

発達相談（ことばが遅い、落ち着きがないなど）。対象は市民で１歳以上の幼児とその家族。母子健康手帳の持参を。
※１０/３～２９日までに事前予約必要
問：弘前市保健センター（０１７２－３７-３７５０）

相談会

武士の暮らしぶり＆堪能アップルパイ
仲町　亀甲町まちあるき（他１１/３）

集合：弘前公園北門（亀甲門） １３：００～１６：００

保存地区に残る旧伊東家、旧梅田家、旧笹森家、旧岩田家はもちろん、川崎染工場では江戸時代から使用されている藍釜、
商家らしくお稲荷を祀る風景も見学します。ふらいんぐうぃっちでもお馴染みの石場家では、アップルパイ＆コーヒーブレイクもあります。
料金：￥３，５００（スイーツ、コーヒー付） 　　募集：各１０名（最少催行 ２回合計で１０名）
行程：弘前公園北門（亀甲門）→川崎染工場→旧岩田家→旧笹森家→旧伊東家→旧梅田家→石場家（休憩後、解散）
締切：１０/３０→１０/２８（金） 　１１/３→１０/３１（木）
申込・問：電話、ＦＡＸ、ホームページより、たびすけ
（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＦＡＸ０１７２－５５－０２５２　ＨＰ：www.tabisuke-hirosaki.jp　「たびすけ」で検索！）

ツアー

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

午前の部１０：１５～１２：１５ころ
午後の部１３：３０～１５：３０ころ

～ 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

住友生命「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」 ｐｒｅｓｅｎｔｓ　竹原ピストル
全国弾き語りツアー ２０１９-２０２０　Ｉｔ’ｓ Ｍｙ Ｌｉｆｅ

弘前文化センター　ホール 開場１８：３０　　開演１９：００
チケット（全席指定）：￥４，４００
チケット取扱：弘前文化センター／ローソンチケット（Ｌコード：２３０８１）／チケットぴあ（Ｐコード：１５９－８４８）／ｅ＋
問：ノース　ロードミュージック秋田（０１８-８３３-７１００）

ライブ・コンサート

アート・展示会

★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。

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

土26

その他

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

日27

月28

火29

30 水

31 木

木24

金25

弘前文化センター　大会議室、美術展示室
９：００～１７：００（初日１０：３０～　最終日は１５：００まで）

百石町展示館
９：００～１６：４５（初日１０：３０から　最終日１１：３０まで）

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１１：００から　最終日１６：００まで）

弘前文化センター　美術展示室
１０：００～１７：００（初日１３：００から最終日１５：００まで）

ヒロロ
３階　イベントスペース



日 曜日 イベント名

5 土
お寺がずらり　英気を養うヒーリング体験
禅林街界隈と坐禅体験

集合：弘前市立観光館 １３：００～１６：００（約３時間）

6 日
歴代藩主の掛け軸を特別公開！！
墓前・泰然・完全・座禅　空前絶後の長勝寺

集合：長勝寺内 三門前 １３：００～１６：００（約３時間）

12 土
「夕暮れ路地裏散歩」スピンオフ企画第３弾！
酒場探偵兄妹とゆく！バル街呑み歩き散歩

集合：土手町コミュニティパーク １８：００～

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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】

日 曜日 イベント名

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）

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）

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】

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】

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）

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）

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】

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）

４/１
（月）～

通年

・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：　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

・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

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

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

※要予約：実施日の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。

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、心落ち着く坐禅体験を。日常を忘れ、無我の境地へ導かれて。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１週間前まで　料金：お一人様￥１，５００（税込※拝観料含む、記念品付）
定員：２０名まで（最少催行人数２名）　ガイド：弘前観光ボランティアガイドの会
コース工程：弘前市立観光館⇒栄螺堂⇒長勝寺⇒坐禅体験⇒弘前天満宮⇒大阪屋⇒弘前市立観光館
申込・問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１　ＨＰ：www.machi-aruki.sakura.ne.jp）

今回は弘前バル街開催日に、弘前路地裏探偵団とったん＆新橋と一緒に呑み歩きます。
この日だけは、探偵稼業お休み宣言！お酒をこよなく愛する２人と、ひたすら楽しく飲み歩きましょう。
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
料金：お一人様￥４，５００（税込※弘前バル街チケット５軒分含む）　定員：６名（最少催行人数３名）　ガイド：弘前路地裏探偵団
コース行程：土手町・鍛治町界隈の５店舗（当日のお楽しみ！）
申込・問：弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１　ＨＰ：www.machi-aruki.sakura.ne.jp）

ツアー内容・備考

※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。

※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）

集合時間・所要時間、集合場所・コース

集合時間・所要時間、集合場所・コース

※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）

弘前城築城の際、１６１０年弘前城における南西の押さえとしておかれた長勝寺。
津軽家の菩提寺として４００年を越える歴史を藩と共に歩んできた長勝寺を、ゆっくりと時間をかけて拝観します。
拝観の説明全てをご住職から直接伺え、さらに御成座敷での坐禅を組めるという極めて稀な体験ができる最高に贅沢かつ貴重なツアーです。
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
料金：お一人様￥４，０００（税込※大阪屋お菓子付）　定員：２０名
コース行程：長勝寺（本堂・庫裏・御影堂・御位牌堂等）⇒内部参詣（三門・蒼龍窟・千体地蔵・御霊屋等）⇒外部参詣（御成座敷にて坐禅）⇒
                  ご住職のお話とスイーツ
申込・問：ＴＥＬかＦＡＸもしくはＥメールにて、たびすけ合同会社　西谷さん（ＴＥＬ０１７２－５５－０２６８　ＨＰ：www.machi-aruki.sakura.ne.jp）へ。

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）

・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）

ツアー内容・備考

※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♪

※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）

ツアー内容・備考

※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￥１，２００（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。

問：たびすけ合同会社 西谷（０１７２－５５－０２６８）

※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。

通年

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）

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

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

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

集合時間・所要時間、集合場所・コース

１７：３０～１９：００（約１時間３０分　徒歩散策）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター （集合場所）
⇒弘前中央食品市場⇒ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＳ通り
⇒吉野町緑地⇒土淵川⇒一番町坂
⇒鍛冶町界隈⇒かくみ小路（解散場所）

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

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

通年

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

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒日本聖公会弘前昇天教会⇒土淵川⇒百石町展示館
⇒菓子処　笹の舎⇒カトリック弘前教会⇒日本基督教団弘前教会
⇒旧第五十九銀行本店本館⇒弘前市立観光館（解散場所）

・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）


