
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
（～１０日）

弘前公園観光人力車（～１０日） １０：００～１５：３０

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（～１０日）

弘前城植物園 ９：００～１７：００

三の丸庭園 お茶会（～１０日までの日祝曜限定） 弘前城植物園 菊人形コーナーそば １０：００～１５：００

弘前公園中濠紅葉観光舟〈期間限定〉（～４日）
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）

1 金 ライトアップ特別津軽三味線演奏（～３日） 物産館横 １８：００～（２０分程度）

3 日祝 菊人形の菊着せ替え体験（～４日） 菊人形の菊着せ替えコーナー １３：００～（１時間程度）

7 木 錦石美石展示会（～１０日） 植物園内展示場
９：００～１７：００
（入園は１６：３０まで)

弘前城菊と紅葉まつり◆ステージイベント◆
日 曜日 イベント名 場所 時間

津軽手踊り披露 １０：３０～

夢弦会　津軽三味線披露 １３：３０～

木庭袋靖子　箏演奏披露 １０：３０～

黒石八郎ショー １３：３０～

忍者ショー＆手裏剣体験 １０：３０～

高瀬まみ＆八甲田まりこ「演歌の女王？対決」 １３：３０～

オータムジャズライブ １０：３０～

木村誠　歌謡ショー １３：３０～

リンゴミュージックＬＩＶＥ １０：３０～

小山内創祐ＬＩＶＥ １３：３０～

イベントピックアップ
日 曜日 イベント名 場所 時間

1 金 藤田記念庭園　夜間開園（他２・８・９日）

弘南鉄道　大鰐線　りんご園徐行運転
（他３・４・９・１０日）

徐行運行区間：津軽大沢駅～松木平駅 大鰐駅・中央弘前駅
９：３０発～１５：３０発

あずましフェスタ２０１９

第２３回津軽塗りフェア（～４日） 弘前市立観光館
１階　多目的ホール

９：３０～１７：３０
（最終日は１６：００まで）

9 土 きかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

弘前市民会館　大ホール ①開場１１：００　開演１１：３０
②開場１３：３０　開演１４：００

弥生いこいの広場　閉園感謝祭 弥生いこいの広場　ハイランドハウス前 ９：００～１６：３０
（雨天決行）

津軽ひろさき歴史文化観光検定
第１２回中級（おべ博士検定）試験

弘前市立観光館 １０：３０～

ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ
チームコンテスト／ＡＬＬ　ＳＴＹＬＥ　２ ｏｎ ２バトル

弘前市まちなか情報センター １８：３０～２０：３０

市役所パープルライトアップ（～２５日） 弘前市役所　前川本館 １７：００～２２：００ 内閣府で実施している「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中、女性への暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんでライトアップします。
問：企画課（０１７２－２６－６３４９）

14 木 世界糖尿病デー「弘前城ブルーライトアップ」 弘前公園　弘前城 １７：００～２１：００
１１/１４は「世界糖尿病デー」です。当日は世界各地の建物が糖尿病啓発のシンボルカラーである「ブルー」にライトアップされます。
弘前市では、弘前城のブルーライトアップを行います。
問：弘前大学医学部附属病院　内分泌内科・糖尿病代謝内科　佐藤さん（０１７２－３９－５０６２）

16 土 第１７回文化センターフェスティバル（～１８日） 弘前文化センター １０：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

エンターテイメントフェスティバル２０１９

アクティブラーニング教育旅行
「ファシリテーター育成講座」
（他１８・１９・２３・２４日）

弘前城（有料区域）、弘前城植物園　営業最終日 弘前城（有料区域）、弘前城植物園 ９：００～１７：００
（入園券の販売は１６：３０まで）

藤田記念庭園（洋館・高台部以外）営業最終日 藤田記念庭園 ９：００～１７：００
（入園券の販売は１６：３０まで）

弘前市場まつり 弘前水産地方卸売市場 ７：００～
弘前市場まつりは市場のしくみや役割を消費者の皆様に理解していただくとともに、市場にふれあうために、毎年秋に開催しています。
今年で第２５回目の開催となり、津軽地方の秋の名物行事として親しまれています。
問：弘前水産地方卸売市場（０１７２－２７－５５１１）

第８３回津軽地区職域対抗囲碁大会 陸奥新報社　６階ホール

りんご公園「りんごトラック市」 りんご公園　第一駐車場 １０：００～１５：００

2019年11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。

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

お問い合わせ先・備考

日祝3

月 振4

土9

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。

※今シーズンの人力車運行は１１/１０(日)で終了となりますので、この機会にぜひご乗車ください。
料金：２名様￥３，０００～※詳しいコースや乗り場、料金などについてはお問合せください。　乗車定員：２名まで
問：シルバー人材センター（０１７２－３６－８８２８）／ 蔵人力車（０１７２－３４－２２３３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

    　　　　　　　　　　　　　　　 令和元年 10月 30日現在　弘前市まちなか情報センター調べ

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。

１０/２５
（金）～

電車の車窓から「りんご」を感じてみませんか？弘南鉄道大鰐線でりんご園を徐行します。弘南鉄道大鰐線は全国でもあまり例がない「りんご園の中を走る電気鉄道」です。
りんごの収穫シーズンが始まり、たわわに実ったりんごを車窓からゆっくり楽しんでいただけるような期間限定で徐行運転を実施します。
なお、徐行運行は駅の時刻表に合わせ、駅間の速度調整による運行となりますので運行ダイヤには影響が無いよう運行します。※運行状況によっては徐行できない場合があります。
問：弘南鉄道株式会社（０１７２－４４－３１３６）

日10

※屋外イベントの為、悪天候の場合は中止になる場合もあります。
※イベント名・時間等は、変更になる場合があります。
主催：弘前城菊と紅葉まつり運営委員会

弘前公園内
「弘前城植物園」

入園料：大人￥３２０ 　子供￥１００
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

藤田記念庭園
１７：００～２０：００（大正浪漫喫茶、匠館は１７：００まで）

市内近郊の農家がトラックで集結し、主力品種のふじ・王林等のりんごの他、加工品の展示販売をします。
問：りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

24 日

【１７日】講座①１０：００～１２：００、講座②１３：００～１５：００
　　　　　　まちなか情報センター交流室
【１８日】講座①１８：００～２０：００　市立観光館多目的ホール
【１９日】講座②１８：００～２０：００　市立観光館多目的ホール
【２３日または２４日】モニターツアー実践訓練９：００～１７：００

大学生および社会人を対象に、ファシリテーターを育成する講座を開催します。
参加料無料
内容：【講座①】青森県探究プログラムの意義とファシリテーション技術基礎編／【講座②】ツアー知識の習得とファシリテーション技術応用編
　　　※講座①、②は都合のいい日を組み合わせて両方の受講が必要。
問：弘前観光コンベンション協会　観光振興部　白戸さん、村岡さん（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１　ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２　Ｅメール：hirokan5@jomon.ne.jp）

武徳殿は冬期開館（喫茶・着付け体験）
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

問：陸奥新報社（０１７２－３４－３１１１）

洋館・高台部は冬期開館
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

１０/１８
（金）～

お問い合わせ先・備考

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。《中級試験は、初級試験を合格した人が対象です》
受験料：一 般 ￥３，０００（中級既合格者￥２，０００）／高校生以下￥１，５００ （中級既合格者￥１，０００）
その他：中級試験３回合格者は「おべ博士マスター」に認定するとともに合格者名をＨＰ等で発表します。
問：（公社）弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

観覧料無料　問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

弘前文化センターで活動しているグループによる祭典！発表会や作品展示、体験コーナーを通じて日頃の活動成果を発表します。どなたでも気軽においでください。
入場料無料
内容【作品展示】
　・手編みの会・七宝焼宝友会・書道愛好会・やきもの愛好会・彩友会（塗り物）・籘の会・バッグサークル・パッチワークサークル・みちのく天文同好会・こぎん刺しの会
　・刺しゅうの会・俳句会さわやか・茜短歌会・桜松会シニアパソコンクラブ※１４グループ
【発表会】１７日（日）１３：００～１５：００
　・弘前地区女性会コーラス部・アップルレディース（エアロビクス）・桜松会詩吟クラブ・桜松会カラオケクラブ・八尺グループひびきの会※５グループ
【体験コーナー】
　・籘の会（籘あみコースター作り体験）・八尺グループひびきの会（演奏体験）・古典を読む会（音読体験）・みちのくふるさと会（昔の遊び体験）・ロシア語講座弘前（学習体験）
　・弘前地区女性会（ワンコイン手芸体験）※６グループ
問：弘前市立中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

プロの振付師と地元のダンサーによるダンスショーです。
チケット（全席自由席）：￥２，５００※各公演１２０枚限定。小学生未満のお子様は抱っこで鑑賞される場合無料
チケット取扱：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、３階 市民文化交流館受付窓口）
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

①ＪＲ弘前運輸区、弘南鉄道弘前駅、城東口緑地、自由通路
   １０：００～１５：００

②弘前駅ビルアプリーズ　３階特設会場
   １０：００～１６：００（最終受付１５：００）

ヒロロ　４階　弘前市民文化交流館ホール
昼公演：１３：００～１５：００（開場１２：３０～）
夜公演：１７：００～１９：００（開場１６：３０～）

日10

土2

演奏：和三絃會

料金：一服￥５００（お菓子付・税込）

2 土

唐塗、七々子塗、紋紗塗、錦塗、津軽塗四技法の伝統的な技術・技法で作られた商品の展示販売、津軽塗後継者育成事業の研修生による研修作品の展示や販売。
弘前市補助事業「津軽塗デザインプロジェクト」にて試作された作品の展示をします。
津軽塗相談コーナーを設け修理などの相談に応じます。是非、ご覧ください。お待ちしています。
問：青森県漆器協同組合連合会（０１７２－３５－３６２９）

17 日

参加料無料※事前申込不要（いずれも先着順）　内容：木の実の工作（１０：００～）／餅の振る舞い（１１：００～）／かるたとり（１３：００～）／動物のごはん無料配布（１４：００）～
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

①【～地域を支える車大集合～】
　内容：ＪＲ弘前運輸区の特別公開／陸上自衛隊やＪＡＦ、消防・救急車両の展示／各会場スタンプラリー（景品がなくなり次第終了）／ミニこまち号の運行／オープンデッキミニコンサート
　その他：イベント内容や展示内容が変更になる場合があります。駐車場はありませんので、公共交通機関などをご利用ください。トイレは弘前駅のトイレをご利用ください。
問：弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会　弘前観光コンベンション協会内（０１７２－３５-３１３１）
②【～こぎん刺しワークショップ～】
　津軽の刺し子「こぎん刺し」。ＪＲ五能線のリゾートしらかみ列車３兄弟の青池（青）・ぶな（緑）・くまげら（赤）のからーをイメージした糸を使ってオリジナルの小物を作りませんか？
　料金：しおり￥５００／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（※事前申込不要。時間帯によってはお待ちいただく場合もございます。）
問：ｍｉａｓａ（ＴＥＬ０８０－６０３０－６７８０、Ｅメール：pisces.a.a.7503@outlook.com）

トーマスとパーシーが駆け巡る、映像を駆使した歌と踊りのファミリーミュージカル♪
入場料（全席指定）：￥２，８５０　ファミリー券（４枚以上まとめてご購入の場合１枚につき）￥２，５００
※２歳以上有料。２歳未満でもお席が必要な場合は有料。膝上鑑賞は１名のみ無料。
入場券取扱所：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：２２２８６）、チケットぴあ（Ｐ：４９５－８４５)
その他：１４：００公演ご来場のお子様に、特製トーマスシールプレゼント
問：弘前市民会館（０１７２－３２－３３７４）※第３月曜日は休み／ニュース・プロモーション（０２２－２６６－７５５５　※平日１１：００～１８：００）

23 土 祝

12 火
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日 曜日 イベント名 場所 時間

2 土 弘前大学フィルハーモニー管弦楽団
第５０回定期演奏会

弘前市民会館　大ホール 開場１５：３０　開演１６：００

第５８回 弘前市子どもの祭典 弘前文化センター ９：３０～１５：００

第７３回 弘前市合唱祭 弘前市民会館　大ホール 開場１２：３０　開演１３：００

4 月 振 第３９回　弘前俳句大会－弘前城菊と紅葉まつり吟行－ 弘前文化センター
２階　大会議室

受付１０：００～

10 日 人形劇まつり 岩木文化センター　あそべーるホール １３：００～

16 土 劇団弘演 第５５ 回公演　ぢらい（～１７日） スペース・デネガ １６日①１４：００　②１９：００
１７日①１１：００　②１４：００

23 土 祝 郷土芸能祭 弘前文化センター　ホール 開演１２：００

24 日 日本舞踊公演 弘前文化センター 開演１２：００

日 曜日 イベント名 場所 時間

開会式 岩木文化センター　あそべーるホール １０：００～１０：３０

こども芸能発表 岩木文化センター　あそべーるホール １１：００～１５：００

ふろしき市（～２４日） 岩木文化センター　あそべーるホワイエ

作品展示（～２４日） 中央公民館　岩木館

図書館まつり（～２４日） 岩木図書館、
中央公民館　岩木館小研修室

１１：００～１５：００
（２４日１０：００～）

出店コーナー（～２４日） 岩木文化センター
あそべーるこみせ・駐車場

スタンプラリー（～２４日） 中央公民館　岩木館、
岩木文化センター　あそべーる

24 日 芸能発表 岩木文化センター　あそべーるホール ９：００～１５：００

１１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

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

第１４回廃品おもしろ工夫展 ｉｎ プラザ棟
（～１１/１０）

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

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

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

みんなのりんごをたくさん実らせよう！
岩木図書館（～１１/２４）
ヒロロ３階 こども絵本の森（～１１/１０）

りんごのかたちのカードにお気に入りの本の名前を書いて図書館にあるりんごの木に貼ってね。
みんなが紹介してくれた本は図書館で展示、貸し出します。みんなで図書館の木をりんごでいっぱいにしよう。
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）
　　 ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

お子様向け催し・
子育て・教育

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） アート・展示会

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） アート・展示会

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－(～１１/１０）

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）

アート・展示会

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）

アート・展示会

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：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）
お子様向け催し・
子育て・教育

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～１１/２０） イトーヨーカドー弘前店
織物教室・横糸ししゅう・絵手紙
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

アート・展示会

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

１１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

現在活躍中の作家展（～１２/２８） 弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

鎌田慧、三浦雅士、工藤正廣、根深誠、古川智映子ら、県内外で活躍する津軽ゆかりの文筆家たちの著作・色紙など紹介します。
入館料：高校生以上￥１００　中学生以下￥５０
※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
　年齢や住所を確認できるものの提示を。
問：弘前市郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

津軽塗技術保存会「秋の特別発表会」 旧紺屋町消防屯所 １０：００～１５：００
制作作品等の展示・販売、津軽塗に関する解説パネルの展示など。
観覧料無料
問：文化財課内　津軽塗技術保存会事務局（０１７２－８２－１６４２）

カサイコ企画６２
ビンハウス「楓蔦黄 秋の更紗」（～９日）

ＣＡＳＡＩＣＯ １１：００～１８：００
（最終日１６：００まで）

シルク更紗とは、バティックとも呼ばれるインドネシア・ジャワ島の伝統的な織染布で、ろうで伏せて色を残す、ろうけつ染が特徴です。
熟練の職人による繊細な文様は息をのむ美しさです。首元にさらりと巻ける三角ストールから、巻きスカートとしても使える大盤のものまで、
多数サイズをとり揃えております。ギフトや旅行にもおすすめです。
入場料無料※会期中無休
問：ｇａｌｌｅｒｙ　ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

市民躰道教室（～２９日の毎週月・水・木・金曜日）
月・木曜日：青森県武道館　柔道場
水・金曜日：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柔道場

１９：００～２０：００
参加料：￥８００（保険料込み）　対象：小学生以上　　内容：躰道の動きを使った軽い運動、躰道の基本的な構えと技の練習※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：弘前市躰道協会（０９０－３７５９－３６４８）

スポーツ

お仕事体験会＆弘前就労支援センター見学会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１７：００

ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥの歌とトークイベントと、お仕事体験会＆弘前就労支援センター見学会を開催します。
参加料無料※事前申込必要。歌とトークショーのみの参加は不可。（見学会はハローワークを利用したことがない人を優先）　その他：服装自由
※面接会参加企業は「みんなのお仕事サポート事務局」ホーページ（https://minnano-oshigoto.ims-hirosaki.com）で確認を。
問：Ｉ・Ｍ・Ｓ みんなのお仕事サポート事務局（０８００-８００-２４７５）

その他

打田十紀夫 Ｎｅｗ ＣＤ
ビヨンド・オールド・メモリー発売記念
打田十紀夫ＬＩＶＥ！

弘前ＡＳＹＬＵＭ ＯＰＥＮ１９：００　ＳＴＡＲＴ１９：３０ 「どこかで春が」（キングレコード）から約３年ぶり１１枚目　打田十紀夫のルーツともいうべきブルースを詰め込んだ集大成！
チケット：￥３，０００（１ドリンク付）　問：ＴＡＢ　Ｌｔｄ（０４２-３８５-３２６２）

ライブ・コンサート

第６回　「今。切り撮る」展
ＢＡＲに集う写真家が撮るそれぞれの今（～４日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

趣味の作品展（～３日） ＮＨＫ弘前支局ギャラリー ★１０：００～１７：００ 問：ＮＨＫ弘前支局　ギャラリー係（０１７２－３２－５４１１）

さいとうあさこの絵本原画展
「おにのこ ぴゅうたのすもうたいかい」（～１０日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入場料無料　休館日：５日（火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

肖像画家・佐藤すきま
×ドライフラワー作家・クドウユブネ
×服飾デザイナー・ＭａｙｏＳａｔｏによる三人展
　すきまバンド「沈黙の歌」（～３日）

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ　ＧＡＬＬＥＲＹ １０：００～１９：００

肖像画家 佐藤すきま、ドライフラワーアーティスト クドウユブネ、服飾デザイナーＭａｙｏＳａｔｏ、青森にルーツのある３人が
「すきまバンド」として初のエキシビションを行います。
入場料無料　※３日は１７：００より撤収作業を行いますがご入場頂けます。
問：ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ（０１７２－３２－１７９４）

弘前市立郷土文学館 ラウンジのひととき ２０１９
県民参加アマチュア<声優>劇団
津軽カタリスト太宰治ドラマリーデング公演
「太宰治が描く危険な女たち」

弘前市立郷土文学館
２階　ラウンジ

１４：００～１５：００
入館料：高校生以上￥１００　中学生以下￥５０（事前予約不要・全席自由）※障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、
           ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。年齢や住所を確認できるものの提示を。
問：津軽カタリスト代表　平田成直さん（０９０－３１２３－３８６１）

映画・演劇・舞台

１１月のおたのしみおはなし会
弘前図書館
１階　閲覧室おはなしコーナー

２日・１６日の１１：００～１１：３０
９日１５：００～１５：３０

『お仕事・家族』をテーマに、絵本の読み聞かせ、紙しばい、昔ばなし、エプロンシアター、なぞなぞなど。
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）

お子様向け催し・
子育て・教育

あおもり発酵食品教室 弘前市総合学習センター
２階　調理実習室

１３：３０～１５：００
参加料無料　定員：３０名（先着順）　内容：健康や美容への効果・調理法のコツの紹介、発酵調味料の新商品を使った料理のデモンストレーション、試食
申込・問：ファクスかＥメール（氏名・年代・性別・電話番号を記入）で、サンブラッソａｔｖ
（ＴＥＬ０１７－７６２－７０１０　ＦＡＸ０１７－７６２－７０１１、Ｅメール：aomori.hakko@gmail.com）へ。※青森県地域産業課委託事業。

健康セミナー

問：岩木文化祭運営委員会　中央公民館岩木館内（０１７２－８２－３２１４）

備考

１０/２８
（月）～

金1

百石町展示館
１０：００～１９：３０（初日１７：００から　最終日１７：００まで）

★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。

アート・展示会

アート・展示会

2 土

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

１０：３０～１５：００
（２４日は９：００～）

１０：３０～１５：００
（２４日９：００～）

市内の中学生と高校生の実行委員が子どもたちのために開催するお祭りです。
入場料無料　テーマ：「児遊」　内容：開会式、子どもの作品展示会と表彰式、舞台発表、体験コーナー（押し花のしおり作り、大道芸、プラバン作りなど）、お楽しみ抽選会、閉会式
その他：公共交通機関で来場を。会場で飲食の販売はありません。
問：弘前市子どもの祭典実行委員会事務局　中央公民館内（０１７２－３３－６５６１）※火曜日は休み

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）

備考

日 祝3

入場料：￥５００　プレイガイド：ヒロロ、中三弘前店、シェリア（弘前大学文京キャンパス）　※詳しいプログラムは当日会場で差し上げます。※未就学児無料
問：弘前大学フィルハーモニー管弦楽団（ＨＰ：https://www.hirodai-phil.com）

入場料：￥３００（中学生以下は無料）　プレイガイド：弘前市社会教育協議会（文化センター内）、中三弘前店、まちなか情報センター　※プログラムは当日差し上げます。

１０/１
（火）～

岩木図書館　９：３０～１９：００（土日祝は１７：００まで）※毎週月曜日休館

ヒロロ３階　こども絵本の森　１０：００～１８：００※毎月第３木曜日
                                                                        （祝日の時は翌日に振替）

１０/８
（金）～

１０/１９
（土）～

１０/２７
（日）～

１０/３０
（水）～

チケット：大人￥２，０００　学生（高・大）￥１，０００※小・中学生は無料
プレイガイド：弘前市民会館、黒滝書店、平山萬年堂、弘前市社会教育協議会、まちなか情報センター、さくら野百貨店
問：劇団弘演事務局　秋本さん（０１７２－３５－４６７０）、伊藤さん（０９０－７３２２－９９７９）

入場料無料　※詳しいプログラムは当日会場で差し上げます。

会費￥２，０００（昼食代含む)※兼題投句時に同封のこと　　高校生以下無料　※兼題投句時だけの参加者は￥１，０００※申込は既に締切

入場料無料　※詳しいプログラムは当日会場で差し上げます。

通年

１/１２
（土）～

23

７/２９
（月）～

９/２７
（金）～

９/２１
（土）～

９/１４
（土）～

１０/１２
（土）～

鏡開き、振る舞い餅など

園児による踊り、小・中学生の吹奏楽や三味線など

歌や踊りなどの披露

ふろしき１枚分のフリーマーケット

絵画、書道、写真などの展示、伝統文化体験コーナー

劇、紙芝居、読み聞かせ、手づくり絵本など

焼きそば、ラーメン、りんご、野菜、喫茶、食堂コーナー

スタンプを集めてアンケートに答えると抽選会に参加できます

土 祝

岩木文化祭



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

働きながら学ぶ制度 自力進学説明会 ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１回目１０：００～１２：００
２回目１３：００～１５：００

参加費無料
内容：保護者の方に負担をかけずに自力進学できる働きながら学ぶ制度について詳しく説明いたします。
　　　　保護者の方の参加も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。
問：働きながら学ぶ事務局（０１２０－３７－１２４５）

アムネスティ・インターナショナル日本
弘前グループ設立３０周年企画市民フォーラム２０１９
「耐え難いほど正義に反する」袴田裁判を問い直す！
－袴田秀子さんを迎えて－

弘前市民会館
１階　大会議室

１４：００～１６：３０
参加費￥５００（当日券のみ）
内容：【第１部】いま、袴田冤罪事件について語る　【第２部】パネル・ディスカッション「市民生活と冤罪と・・・」
問：横田さん（０９０－８７８１－３５８３）

百人一首を楽しく読む～文学作品として～
（他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
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。

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１６日、３０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：①２日（土）手のしびれの原因を早期発見！女性に多い手根管症候群 ／②１６日（土）腸は健康の源／③３０日（土）温度で味は変わるかな
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.。

健康セミナー

寺ｂｏｓｓａ（てらぼっさ） 曹洞宗　桜庭山　陽光院 昼の部：開場１４：００　開演１４：３０
夜の部：開場１７：３０　開演１８：００

秋の寺庭を眺めながら、ボサノバを聴きませんか？
料金：昼の部￥５００　夜の部￥１，０００（ご予約をオススメします）※いずれもワンドリンク付
申込・問：陽光院（０１７２－３２－２６８２）

ライブ・コンサート

二人展　～金秋を弘前から（～４日） 百石町展示館 １０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第２９回ＭＯＡ美術館　弘前児童作品展（～４日） 弘前市総合学習センター 問：実行委員会事務局（０１７２－３６－３５５８）

おとなの朗読会～２０１９ 秋～ 温水プール石川　研修室 開場１３：００～　開演１４：００～ 入場料￥５００（ワンドリンク付）　朗読者：三上あきこ氏
申込・問：温水プール石川（０１７２－４７－７０８１）

映画・演劇・舞台

落ち葉であそぼう！ こどもの森ビジターセンター １０：００～１２：００ 参加料無料　対象：小学生以上　内容：落ち葉狩り、焼き芋作り　持ち物：手袋、飲み物、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）／ 市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

お子様向け催し・
子育て・教育

「青森県の裁判員裁判―
　　　　　　　　　　　　これまでの１０年間を振り返る」

弘前大学人文社会科学部
多目的ホール（文京キャンパス内）

１４：００～１７：３０

裁判員制度が施行されて１０年が経ちました。本シンポジウムでは、法曹三者、市民（裁判員経験者）、研究者それぞれの目に裁判員裁判が
どのように映っているのか、１０年目を迎えた裁判員制度の成果と課題は何かを検証していきます。
その上で、次の１０年に向けて、裁判員制度をどのように育てていくべきかを参加者を交えて議論したいと思います。
入場料無料※事前申込不要
プログラム：【第１部】裁判員裁判１０年の成果と課題　【第２部】裁判員経験者が感じた裁判員裁判　【第３部】市民、法曹の目から見た裁判員制度
問：弘前大学人文社会科学部　平野さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３９－３１９９　Ｅメール：k-hirano@hirosaki-u.ac.jp）

弘前大学人文社会科学部　国際公開講座２０１９
「日本を知り、世界を知る」
人文学で／人文学を探究する

弘前大学創立５０周年記念会館
２階　岩木ホール

１０：００～１６：３０
（開場９：３０）

文化の日は、弘前大学へ行こう！文化の日に、津軽や日本そして世界の文化や歴史を、楽しく学んでみませんか？
人文学研究の最先端を、わかりやすくお伝えします。関心のある方はどなたでも、お気軽にご来場ください。
入場料無料※事前申込不要（入退場自由）　定員：１００名
プログラム：【特別講演』】津軽海峡、リンゴと太宰治－青森と南国台湾の繋がり－　【講演１】『ジェイン・エア』の「著者」は誰？
               【講演２】日本中世の〈うらない・まじない〉世界　【講演３】北日本の縄文文化を深く知ろう　【講演４】お坊さんの学問のヒミツ
その他：駐車場が狭いため、公共交通機関を利用してお越し下さい。
問：弘前大学人文社会科学部総務グループ　福士さん（ＴＥＬ０１７２－３９－３１９２、Ｅメール：jm3192@hirosaki-u.ac.jp）

第２３回日本尊厳死協会東北支部　弘前大会
「市民公開講演会」

土手町コミュニケーションプラザ １３：３０～１６：００

参加料無料　定員：１８０名（先着順）　テーマ：納得の在宅緩和ケア
プログラム：【第１部】基調講演「大往生するための在宅医療～大往生の秘訣教えます～」（１３：４５～１４：４５）
                 【第２部】パネルディスカッション　テーマ「納得の在宅緩和ケア」（１４：５０～１５：５０）
問：日本尊厳死協会東北支部（０２２-２１７-００８１）

アルハート大人気企画　お茶婚 ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

①１１：００～１３：００（受付１０：４０）
②１４：００～１６：００（受付１３：４０）

お茶を飲みながらみんなで楽しくお話しませんか？お菓子やお茶をご用意しております。（アルコールなし）当日はちょっびりお洒落な服装でお越しください。
参加費：男性￥５，０００　女性：￥２，０００（当日受付にてお支払ください）
定員：男女各９名　　対象：①４５歳～５５歳くらいの独身男女　②５５歳～６９歳くらいの独身男女
その他：ご本人確認のため、身分証明書の提示をお願いします。プライバシー保護のため、パーティーネームで開催します。
　　　　　お見合い・交際にはセッティング料金が発生します。詳しくはお問い合わせください。
キャンセル料：開催日４日～前日８０％、当日１００％（ご連絡なく不参加された場合、プラス￥２，０００）
申込・問：アルハート　工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

谷村志穂
『ききりんご紀行』文庫化出版記念トーク＆サイン会

弘前中三　イベントホール 開場１２：００　開演１３：００

東奥日報で連載したエッセイが集英社より出版。かねて、文庫化が決定し県内主要書店にて発売！出版を記念し、著者谷村志穂さんのトーク&サイン会を
開催いたします。著者は、平成２９年度「青森りんご勲章」を受賞。正解者には賞品ありの「ききりんごクイズ」開催予定！
入場料無料　定員：８０名
問：（株）東奥アドシステム（０１７－７７６－３７７１）

第４回青森弘前りんご同人祭 ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

第１部(即売会）１２：００～１４：３０
第２部(ライブ)１５：３０～１９：００

一般参加者入場料：【第１部】即売会￥１，０００　学生証提示（高校生まで）で￥５００
　　　　　　　　　　　　  【第２部】ライブ￥１，０００円（第１部参加者は￥５００）学生証提示（高校生まで）で￥５００
コスプレ参加者入場料：￥１，０００（別途更衣室使用料￥５００の予定）　カメラ登録（カメラ撮影の方）：￥５００（予定）
内容：【第１部】オールジャンル同人誌即売会　【第２部】ライブ※詳しくはＨＰでご確認ください。
問：弘前りんご同人祭実行委員会（Ｅメール：irisviel.v.einzbern@gmail.com　ＨＰ：http://eruorne.wixsite.com/hirosak-ringo）

パーソナルカラー診断＆眉デザイン ヒロロ
３階　多世代交流室Ａ

９：３０～１４：３０

【パーソナルカラー診断】診断料：￥２，５００　定員：８名
　※素顔でお越し頂くか口紅とチークは落として頂きます。お一人２０分～２５分程度。シーズン別カラーカード＆リップお試し付
【眉デザイン体験】体験料：￥５００　お一人１０分程度。ヒアリング後にお客様のご要望に添った眉をデザインしていきます。
申込・問：工藤さん（０９０－８２５１－６７８７）、岡部さん（０９０－２０２１－８４５２）

体験

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

圓明寺本堂　Ｊａｚｚコンサート
長谷川　健　ＪＡＺＺ　ＱＵＡＲＴＥＴ＋Ｖｏ

真宗大谷派　法涼山　圓名寺　本堂 ＯＰＥＮ１７：３０　ＳＴＡＲＴ１８：００ チケット：￥２，０００（１ドリンク付）　※椅子席をご用意しております。
問：長谷川　健さん（０９０－１０６１－１７９５）

第１９回ふたごちゃんとみつごちゃん 家族のつどい
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場、
　　　　イベントスペース

１０：００～１２：００

ふたごちゃん・みつごちゃんお待ちしてます。（年齢制限無しです。）　対象：多胎児とその家族・多胎児妊娠中の方、多胎児育児に関心のある方
定員：１５組※当日参加ＯＫ！（人数把握のため、予約可能な方は予約をお願いします。）
内容：弘大生と遊ぼう！「紙コップランド」、サークルの紹介、フリーマーケット、子育て情報交換、子育て相談
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

７０歳からの健幸増進
ヘルシーエイジング２０１９年度後期公開講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他１１日）

ヒロロ　３階　健康ホール １３：１５～１５：３０

どなたでも７０歳未満の方もどうぞ！
参加費：１講座￥２００（講師謝礼一部）※事前申込不要　　持ち物：飲み物・タオル
内容：【４日】体操たっぷり＆うたごえ音楽会　【１１日】体操＆歌＆健幸講話
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

健康セミナー

無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業
おもてなし中国語セミナー「実践編　第４回」
（他１４日「接客編　第４回」）

　４日：弘前公園追手門（黒門）　集合
１４日：ヒロロ　３階　多世代交流室２

　４日１４：００～１７：００
１４日１８：００～２０：００

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

講演・講座・セミナー

ひろさき就職説明会・面接会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：0０～１６：００
（受付は１２：３０～１５：００）

市内の事業所に就職を希望する人を対象とした、企業説明会および面接会です。
参加料無料※事前申込不要　　対象：ハローワークに求職登録している人。　内容：企業の採用担当者との面接、仕事内容などの相談
持ち物：履歴書、ハローワークカード（ハローワークに求職登録している人）※ヒロロ３階の託児室を利用する人は事前に申し込みを。　参加企業数：３０社程度
その他：雇用保険受給者は求職活動実績の対象になるため、雇用保険受給資格者証の持参を。参加企業は、森労働局または市ホームページでご確認ください。
ＵＪＩターン求職者を対象とした、スカイプ（インターネットによるテレビ電話）での面談ができます（要事前申込）
問：ヒロロ３階　弘前就労支援センター内　Ｉ・Ｍ･Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

その他

陸上自衛隊 第９音楽隊　自衛隊弘前　音楽祭 弘前市民会館 開場１６：００　開演１７：００ 観覧料無料（自由席）※要事前応募、当日券はありません
問：陸上自衛隊　弘前駐屯地 広報室（０１７２－８７－２１１１　内線２０５）

弘前大学７０周年記念　スティールパン・コンサート ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

会場１３：３０　開演１４：００
カリブ海生まれのドラム缶から作られた打楽器スティールパンで、なじみ深いＪＰＯＰからカリブの音楽まで幅広い曲を演奏します。
入場料：￥５００
問：弘前大学スティールパン部（Ｅメール：hsb@hotmail.co.jp）

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：冬の登山攻略！雪山装備について知る　参加方法：初回無料で参加できます。体験したのち、スポネット弘前の会員登録が必要となります。
入会金（￥５００）＋年会費（保険料含む）　年会費：大人￥５，０００　子ども（中学生以下）￥４，０００
申込・問：特定非営利活動法人スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３　ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９　Ｅメール：info@sponet-h.com）

その他

Ａ－ｐｒｏｊｅｃｔ　りんご色に染まる弘前 りんご公園　りんごの家　研修室 １０：００～１２：００

りんご染めハンカチを作ろう。りんご草木染めはりんごの木、花、葉、実を活用した染め物。染め出した部位や季節、品種によってさまざまな色となり、
その時巡り合った色の一期一会を大切につくります。
材料費：￥１，３００　定員：２０名
問：草刈さん（０９０－３７５９－４２４８）

体験

空間を彩る布　ＴＵＬＬＥ ＴＡＰＩＳ 中舘庸子展（～１１日）

工藤信裕　２０１９　水彩スケッチ展　“信濃路”（～１１日）

若手社員で企業間連携しよう！
地域内同期ネット構築ワークショップ
（他１２/４、Ｒ２年．２/５）

コラーニングスペース　ＨＬＳ弘前 １８：００～２１：００

地域内に、若手社員がフラットに相談できる同期の仲間ができることにより、職場への定着率向上を図り、さらに、他社をしることで自社の良さを
改めてしることができる、ワークショップとなっています。また、毎回１０名程度の地域の大学生（就活生）も参加します。
学生に地元企業で働くことの魅力をしってもらうだけでなく、貴社の社員と学生との交流により、新たな採用チャンネルの確立も期待できます。
参加料無料　定員：各回１５名　対象：青森県内企業（津軽地域）の概ね社会人経験５年までの若手社員※１回ずつの参加も可能
内容：【１１/６】異文化理解「隣の芝は青い？」他社を知り、仕事と社会のつながりを見つめ直す
　　　　【１２/４】スキルアップ研修～問題解決トレーニング～地域同期との合同研修でともに成長する
　　　　【２/５】人材育成＆新卒採用サポート　大学生との対話を通した自社の魅力発信
申込方法：各回７日前までに、チラシのＱＲコードを読み取り申込フォームにアクセスして下さい。※定員に達し次第、受付を終了します。
問：株式会社ＢＯＬＢＯＰ　辻さん（０９０-１０２５-４７６９）

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

相談会

求人説明会・ミニ面接会（他２０日） ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

市内企業の人事担当者が、仕事内容などを生の声でお伝えします。求職中であれば、誰でも無料で参加でき、面接も可能です。
定員：２０名程度※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。正式に応募する場合はハローワーク紹介状と履歴書。
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：【６日】生活協同組合　コープあおもり（共同購入部）／弘南バス株式会社／株式会社　青南商事
　　　　　　　　 【２０日】社会福祉法人　津軽富士見会　老人保健施設ケアセンター弘前／株式会社ツクイ東北圏／ケアパートナー株式会社　ケアパートナー弘前
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

日本水彩画会青森県支部小品展（～１０日） 弘前文化センター　美術展示室 １０：００～１７：００
（最終日１５：３０まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

庵で遊ぶ・秋～初冬・器（～１２日） 杜のギャラリー陽久庵 問：杜のギャラリー陽久庵（０１７２－３２－８４６５）

第４回合同水墨画展（～１０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）

第１４回寺田沙舟とその仲間による書展（～１０日） 中三弘前店
８階　スペースアストロ

１０：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

問：中三弘前店（０１７２－３４－３１３１）

手あみ展示即売会（～１０日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

チャレンジ先生のエンジョイ講座
トンチンカンな熟年博士
滝山先生の楽しいユーチューバ―入門！
（他１５・２２日）

ヒロロ
３階　ヒロロスクエア

１８：３０～２０：００

今大人気の“ユーチューバ―”になる為のイロハを、熟年ＹｏｕＴｕｂｅｒ滝山が初歩から教えます。趣味と実益を兼ねた講座です。
高校生から中高年まで目指せ世界のＹｏｕＴｕｂｅｒ！
受講料：１講座（３回分）各￥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：高校生～一般　内容：【第１回】ホームページ活用方法　【第２回】作品のジャンル研究　【第３回】機材と留意点（著作権など）
持ち物：筆記用具　最低開講人数：１名　その他：開講の際は改めてお知らせを差し上げます。　申込期限：１１/５
申込・問：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。

学生限定　ＨＬＳキャリアラボｖｏｌ．５
仕事は仕事、アソビも仕事
～何も持たないバブル世代の僕が
　　　　　　　　　　　　　　２８年間やってこれたワケ～

ゲストの㈱ＪＴＢコミュニケーションデザインの宮下浩一さんから、どんな業界に進んでも活きてくる「ポータブルスキル」の重要性や、いい仕事をするうえで
必要なマインドセットや仕事術についてお話しいただきます。また、本業のプロモーション事業とは別に、ご自身の好きな地域やアーティストとの関わりなど
「アソビ」も全力で楽しみながら仕事にしてしまう、これからの時代のキャリアづくり・生き方についてもご紹介いただきます。
参加料無料　対象：大学生　※持ち物は特にありません。服装は自由です。
問：コラーニングスペースＨＬＳ弘前　ツジさん（０９０-１０２５-４７６９）

誰でも簡単にできる足もみ健康教室 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：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）

健康セミナー

アロマクラス（他２２日） ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

１８：００～２０：００ 参加料：￥１，０００（材料費込）　定員：３名（先着順）
問：ｇｒｅｅｎ．ｅａｒｔｈ 佐々木清美さん（Eメール：green.earth0502@gmail.com）

体験

弘前市誕生１３０周年記念　宝くじ まちの音楽会
岩崎宏美 ｗｉｔｈ 宗次郎～心のふるさとを求めて～

弘前市民会館　大ホール 開場１８：００　開演１８：３０

入場料（全席指定）：前売￥２，０００ （当日￥２，５００）
※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません。※未就学児入場不可。宝くじ助成による特別料金。
出演：岩崎宏美さん（歌手）、宗次郎さん（オカリナ奏者）、弘前混声合唱団　その他：車いす席、託児室を利用する場合は事前に問い合わせを。
入場券取扱所：弘前市民会館、弘前文化センター、ヒロロ１階インフォメーション、さくら野百貨店弘前店、中三弘前店
問：弘前市文化スポーツ課（０１７２－４０－７０１５）

ライブ・コンサート

百石町展示館
１０：００～１７：００（初日１３：００～、最終日１６：００まで）

月振

日 祝

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）
１０：００～１８：００
（最終日１５：００まで）

百石町展示館　

アート・展示会

水6

アート・展示会

火5

金8

7 アート・展示会

4

3

その他

講演・講座・セミナー

2 土

講演・講座・セミナー

★印はギャラリー会場の通常営業時間です。実際の展示時間と異なる場合がございますので、各会場へお問い合わせください。

ライブ・コンサート

アート・展示会

ライブ・コンサート

コラーニングスペース　ＨＬＳ弘前
１８：００～２１：００
（公演終了後その場で２１：００まで懇親会・参加自由）

講演・講座・セミナー

木



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

きのこ写真展（～１７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

おもちゃ病院 & おもちゃ広場 ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１３：３０～１５：３０
毎月第２土曜日の午後はおもちゃ病院がヒロロに来てくれます。大事にしていた壊れたおもちゃを持ってきてください。
同時開催のおもちゃ広場では、おもちゃコンサルタントさんが、グットトイを持参して一緒に遊んでくれます。親子で色々なおもちゃで遊んでください。
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

弘前記念病院市民公開講座
土手町コミュニティパーク内
コミュニケーションプラザ１階
　　　　　　　　　　　　　　　多目的ホール

１４：００～１６：００（開場１３：３０）

ロコモティブシンドローム（通称ロコモ）とは将来的に介護が必要になる可能性が高い状態のことです。まずはロコモについて知ることから始めませんか。
参加料無料　定員：５０名（先着順）　内容：講演「膝の痛みが気になる人のロコモ予防」、実技「ロコトレ指導」
申込・問：電話かＥメール（氏名・電話番号を記入）で弘前記念病院リハビリテーション科　鹿内さん
　　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－２８－１２１１　Ｅメール：ptkinen@jomon.ne.jp）へ。

第２４回弘前公開糖尿病教室 ホテルニューキャッスル弘前
２階 曙

１４：００～１５：４５
（受付１３：３０）

参加料無料※事前申込不要　定員：１５０名　内容：講演Ⅰ「糖尿病とうまく付き合うために」／講演Ⅱ「負けたらあかんで、糖尿に」
問：ノボノルディスクファーマ（０１７－７７３－００３１）

チャレンジ先生のエンジョイ講座
和服に魅せられた先生
しず先生のビギナーズかんたん着付け講座
（他２４日、１２/７）

弘前市立中央公民館 １３：３０～１５：３０

着物についての基礎知識、アイテムの調和からマナーまで。いつ、どこへ、何をきたらいいの？着物や帯、バッグなどの“格”って何！？など、
分からないことを一気に解消！簡単で苦しくない着付を伝授します。
受講料：１講座（３回分）各￥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：女性
内容：【第１回】これだけ押さえれば大丈夫！和服の知識と着付け
　　　　【第２回】日常着とオシャレ着の違いと着付けのコツ
　　　　【第３回】名古屋帯と袋帯の種類と結び方のコツ
持ち物：足袋、肌襦袢、襦袢（半襟付）、着物、腰紐（５）、伊達巻、帯（名古屋）、帯揚げ、帯締め、帯枕（襟芯）※ない方は相談にのります。
最低開講人数：２名　その他：開講の際は改めてお知らせを差し上げます。　申込期限：１１/６
申込・問：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。

２０１９東北女子短期大学　公開講座 後期
（他１６日）

東北女子大学
①　９日１０：００～１１：００
②　９日９：３０～１３：００
③１６日９：３０～１２：００

①音読で楽しむエリック・カールの絵本～やさしい英語で音やリズムを体験しましょう～
②おいしい津軽のおかずを作りましょう
③染色を楽しみましょう～板締め絞り～
受講料：①無料　②￥６００　③￥５００※各回要事前予約　定員：①１０名　②３０名　③１２名
対象：①中学生・高校生・一般　②高校生・一般　③高校生・一般※応募者多数の場合は抽選となります。
申込・問：講座の開講日１０日前までに、ＨＰ（東北女子短期大学Ｗｅｂサイトの申込フォームに必要事項を記入のうえ、送信して下さい）
　　　　　もしくはハガキ、メール、電話、ＦＡＸ（希望講座名・希望日・氏名・住所・電話番号を記入）で、東北女子短期大学　地域文化センター公開講座係
　　　　　（〒０３６－８５０３　上瓦ヶ町２５　ＴＥＬ０１７２－３２－６１５１　ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunsen＠toutan.ac.ｊｐ）へ。

第１２回青森土木フォーラム 弘前大学創立５０周年記念会館 １０：３０～ 参加料無料　内容：【ポスター展】岩木ホール（１０：３０～１６：３０）／【講演会】みちのくホール（１３：３０～１６：１５）
問：青森土木フォーラム実行委員会事務局　八戸工業大学工学部土木建築工学科（０１７８－２５－８０７６）

無料調停相談 弘前市立観光館　多目的ホール １１：００～１５：００（受付１０：３０～） 裁判所の調停委員が金銭問題などの調停手続きについて相談に応じます。
問：弘前調停協会　青森地方裁判所弘前支部内（０１７２－３２－４３２１）

相談会

きものの日～時代（とき）をつなぐきものショー ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
内容：きものショー、ワークショップ（浴衣着付け体験、風呂敷の使い方・包み方）　対象：年少から中学生まで
※詳細は青森わごころの会ホームページ（https://aomoriwagokoronokai.jimdo.com/）で確認を。
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

その他

かんたん楽しい　裂き織り体験教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

使わなくなった布と身近な道具でエコな裂き織り体験をしませんか。
参加料無料　対象：小学生以上１５名（小学生は保護者同伴）　持ち物：ハンカチサイズの不用になった布、大きめのフォーク、裁ちばさみ
その他：作業しやすく汚れてもいい服装で参加を
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）

体験

第４５回　「音楽展」 弘前学院大学　礼拝堂 １４：００～

青森作曲家協会会員による新曲発表会です。
入場料：一般￥１，５００　中学・高校生￥８００（小学生無料）　チケット販売所：平山萬年堂、煉瓦亭、弘前学院生協
※詳細は青森作曲家協会ホームページ（http://www.ongakuten.com）で確認を。
問：青森作曲家協会　奈良さん（０９０－１３９７－００１９）

ライブ・コンサート

子どもの能力を伸ばす目と頭の体操教室
目と頭の体操教室（他１２/１５）

ヒロロ
３階　多世代交流室Ａ

１３：００～１４：３０

参加料：【親＋お子様】￥１，０００（税別）※お子様１名追加￥５００（税別）
　　　　　 【教職員、指導者】￥１，０００（税別）※要事前予約　親子定員：１０組（先着順、定員になり次第締切）
対象：年長児～小学生のお子様と保護者、教職員、各指導者
　※都合の合わない方は、別日程もございます。直接目の学校に問合せください。中高生もご相談ください。
申込・問：開催日の３日前までに電話またはメールで氏名、年齢、住所、連絡先、電話番号をお知らせの上、目の学校・イプラスジム青森
　　　　　（ＴＥＬ０１７－７５２－９３６５　Ｅメール：aomori@eplus-gym.jp）へ。

えほんのもりのおはなし会－秋スペシャル－ ヒロロ
３階　こどもの絵本の森

１０：３０～１１：００ 秋にちなんだ絵本や歌を紹介するよ♪
問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

講演会 ブックトーク『上野千鶴子のサバイバル語録』 ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
（開場 １３：３０～）

平成２３年から弘前で開催した上野千鶴子さんの講演会は今回で８年目を迎える。
著書『上野千鶴子のサバイバル語録』で紹介された語録を振り返りながら、それらのメッセージの背景と東京大学入学式祝辞での思いを語っていただき、
日本社会の女性の地位等の現状とその問題解決への働きかけを一緒に考えましょう。
参加料無料※事前申込不要　対象：関心のある方２００名
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

はじめての山登り教室　第８回「高森山　３８６Ｍ」 集合：弘前市運動公園駐車場 ９：００～１２：００

参加費：１人￥３，０００／月（他、スポネット弘前入会金￥５００＋年会費〈大人〉￥５，０００／子ども〈中学生以下〉￥４，０００）※途中の月からでも参加は可。
参加できない月に関しては、事前に申し出ていただければ参加費は頂きません。
対象：高校生以上３０名（先着）　内容：浅虫の里山　陸奥湾を眺めながらの登山。登山後、鶴亀食堂で昼食
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）

こぎん刺し体験と小物販売（他２４日） 鳴海要記念陶房館
１０：００～１５：００
（体験の受付１４：３０まで）

体験料：￥２５０～
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

体験

ザ・一輪車～豊田・東部 ｏｎｓｔａｇｅ～２０１９ 弘前市民会館　大ホール
１８：００～２０：３０
（開場１７：３０～）

入場料（全席自由）：￥１，０００　チケット販売場所：東部児童センター、豊田児童センター
問：豊田児童センター一輪車クラブ（０１７２-２７-７８２８）、東部児童センター一輪車クラブ（０１７２-２９-５５１９）

映画・演劇・舞台

みんなで唄おう うたごえひろば 藤田記念庭園　洋館
１階ホール

１０：００～
観覧料無料
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

Ｔｏｏ ＯＬＤ　Ｔｏ　Ｒｏｃｋ’ｎ　Ｒｏｌｌ
ＴＯＯ　ＹＯＵＮＧ　ＴＯ　ＤＩＥ　４９ ＶＳ ５３

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：００　ＳＴＡＲＴ１８：３０ チケット：前売り￥１，０００（ドリンクチャージとして別途￥５５０）小学生以下無料
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

女声コーラス弘前うらら会　創立６５周年記念演奏会 弘前文化センター　ホール 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料無料
問：女声コーラス弘前うらら会　木村さん（０１７２－８４－２６９５）

11 月 受講者からの質問を中心とした消費税の研修会 ヒロロ
３階　多世代交流室２

１５：００～１６：３０

１０月に施行された消費税改正について、受講者からの質問を中心とした研修会です！！確認したいこと！わからないこと？ お答えします！
参加費無料※要事前予約　定員：３０名（定員になり次第締切）
※どなたでもご参加いただけます。準備の関係上、お申込は事前に電話でお願いいたします。
申込・問：弘前青色申告会（ＴＥＬ０１７２－５５－５５４６　ＦＡＸ０１７２－５５－５５４９　Eメール：aoiroh@r20.7-dj.com）

講演・講座・セミナー

北門書道展（～１４日） 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

弘前工芸舎メインテーブル企画展
「成田史子作陶展」（～２４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：成田史子さんの黒泥土を使った陶芸作品の展示販売
問：産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

吉澤秀香　書とともに生きる（～１２/２７） 鐵心ギャラリー 問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

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
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Ｒ元５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
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２６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：カイロプラクティック療法による体のバランスを整える運動
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）へ。

健康セミナー

家事家計講習会（他１４・１６日）
受講料：各￥３００　内容：①②③「ざっくりつかむ私の家計」／①③「光熱費について」、「食品ロスを考える」／②「教育費を知ろう」
※②は子ども同伴可。③は託児あり。②・③は要事前申込。
問：弘前友の会　工藤さん（０１７２－２８－３３５８）

講演・講座・セミナー

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

相談会

サエラサロン～みんなでうたいましょう～ 百石町展示館 開場１４：００　開演１４：３０ 入場券：￥１，０００　プレイガイド：中三弘前店、ＥＬＭインフォメーション
問：サエラ事務所（０１７３－２６－７７５５）

ライブ・コンサート

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！！（随時募集してます♪）
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　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

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～ 参加料：￥１，７００（お茶付）　※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）

地域未来創生塾＠中央公民館【第３回】
（他２７日、１２/１１・２５日、１/８・２２日、２/１２・２６日）

弘前文化センター
第３会議室

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。
参加料無料※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３回】１１/１３（水）地域イノベーションの考え方　【第４回】１１/２７（水）中東イスラーム世界から地域の特色を考える
※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）

『行政書士相談会』（旧：なんでも相談会） 弘前商工会議所会館
５階　相談コーナー

１３：００～１７：００ 当所では、日常、常務を行う中での困りごと、許認可の必要性や商取引でわからないことについて行政書士による相談会を開催しております。
問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

相談会

「語りの教室」発表会 百石町展示館 開場１３：００　開演１３：３０ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） その他

人気の“消しゴムはんこ”を名人に教わる
『—ユニーク似顔絵－消しゴムはんこ教室』

土手町コミュニティーパーク内 １４：００～１６：００

貴方の顔や好きな有名人の似顔絵のハンコを作ろう！
印章技術の各種競技会で多数受賞し「弘前マイスター」でもある印鑑名人にコツや技術を教わってユニークなオリジナルのはんこを完成させよう！
受講料：￥１，５００（材料費込）　定員：１０名
内容：２点作成します。①似顔絵はんこ（サイズ５ｃｍ×５ｃｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　②季節のモチーフ（サイズ５ｃｍ×３ｃｍ）　持ち物：顔部分の写真やイラスト（※下絵用　サイズ４ｃｍ×４ｃｍ位迄）
　※写真、画像やイラストをプリントアウトしたもの、切り抜きなど。　※不明な点はお申込時にご相談ください。
申込方法：講座開講日の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。
問：アップルウェーブ（０１７２－３８－０７８８）

体験

 ＩＣＥ　ＧＲＩＬＬＳ×Ａｌｗａｙｓ Ｓｕｍｍｅｒ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ
 ＩＮ ＨＥＲ ＯＷＮ ＷＯＲＤS
"ＩＮ ＨＥＲ ＯＷＮ ＷＯＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０１９"

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１７:３０　ＳＴＡＲＴ１８:００ チケット：前売り￥３，５００　当日￥４，０００※ドリンクチャージとして別途￥５５０　プレイガイド：Ｍａｇ－Ｎｅｔ ／ｅ＋
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

ライブ・コンサート

ベテランズセミナー
健康増進のためのお手軽ウォーキング

弘前文化センター
２階中会議室、弘前公園

１０：００～１１：３０
（雨天時変更あり）

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：運動不足やストレスを解消するために効果的なウォーキングの方法を学びます。
持ち物：動きやすい服装、スニーカー・ズック、汗拭きタオル、飲み物
申込・問：１１/１３（水）までに、電話かファクスまたはＥメール（住所〈町名まで)・氏名〈ふりがな〉・年齢・電話番号を記入）で、中央公民館
　　　　　　（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。※火曜日休み

健康セミナー

ミサワホーム ｄｅ フラワーアレンジメント教室
（他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：“２０１９．Ｘ’ｍａｓリース”　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。
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）

ひろさき就職説明会・面接会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
（受付１２：３０～１５：００）

求人を公開している企業採用担当者と、直接面接ができるほか、仕事内容相談もできますので、気軽にお越しください。
雇用保険受給者の方は、求職活動実績に該当しますので雇用保険受給資格者証をお持ちください。
参加費無料（事前申込不要、入退場自由）　対象：ハローワークに求職登録されている方。※当日会場での求職登録もできますが、
事前にハローワークで求職登録いただくとスムーズに相談・面接を受けられます。
持ち物：ハローワークカード、履歴書（当日会場で履歴書を記入することもできます）
参加企業：主に弘前市内に就業場所のある求人事業所等（３０社程度）　相談コーナー：若年者向けカウンセリング、中高年向けカウンセリング
託児室：２時間まで無料※１１/１１までに事前申込必要
その他：ＵＪＩターン求職者を対象とした、スカイプ（インターネットによるテレビ電話）での面談ができます（要事前申込）。
問：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）

地区保健衛生座談会 「ごみ減量チャレンジ！！」
（他１５・２２日）

ごみ減量の方法や、それを効果的に地域に広めるアイデアを一緒に楽しく考えてみましょう。
内容：市環境課からの講話、グループワーク
問：町会連合会事務局（０１７２－３５－１１１１）

オールあおもり進学相談フェア 市民体育館 １４：００～１８：００
県内の大学・専修学校等から直接話を聞いてみませんか。
対象：進学を検討している高校生とその保護者
問：青森県総務学事課学事振興グループ（０１７－７３４－９８６９）

相談会

講演・講座・セミナー
14 木

その他

お子様向け催し・
子育て・教育

ライブ・コンサート

日10

水13

講演・講座・セミナー

アート・展示会

弘前文化センター（役員の部：大会議室　会員の部：美術展示室）
１０：００～１９：００（最終日１４：００まで）

①１２日１０：００～１１：３０　ヒロロ　３階多世代交流室Ⅰ
②１４日１０：３０～１１：３０　ヒロロ　３階多世代交流室Ⅱ
③１６日１３：３０～１５：００　弘前友の家（中野５丁目）

１３：３０～１５：３０
【１４日】一大地区：大成小学校地域交流室
【１５日】城西地区：西交流センター　【２２日】堀越地区：堀越公民館

土9

講演・講座・セミナー

健康セミナー

12 火

★印はギャラリー会場の通常営業時間です。実際の展示時間と異なる場合がございますので、各会場へお問い合わせください。



日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考 イベント分類

第１４回　びぃどろの会　ステンドグラス展（～１７日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ＮＨＫ弘前文化センター講座「カメラで楽しく」写真展
（～１７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）

「冬の暮らし展」（～２７日） ａｏ+水玉 １０：００～１８：３０
寒い冬の日だって素敵な一日になるように。北国の静かな冬の暮らしを彩るあたたかなものを届けたいと思います。
※２１日（木）はお休みいたします。
問：ａｏ+水玉（０１７２-５５-９９６２）

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Ｓ４５年生まれ～Ｓ５４年生まれのママさんお待ちしてます。同じ年代だからこその「わかる・わかる」がきっとあるはず。
「弘前大学の先生によるリフレッシュ講座（ハンドクリーム作り）付き」です。
定員：１５名（託児１０名）※要事前申込
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場(０１７２－３５－０１５６)

お子様向け催し・
子育て・教育

電動ロクロ体験（～１７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：器づくり（約４５分）　予約優先・当日も受け付けています。作品は焼成後、後日お引き渡しになります。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

講演・講座・セミナー

《弘前市誕生１３０周年記念》企画展４
「殿さまのくらし－五感で味わう大名文化－」
（～Ｒ２．３/２２）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

弘前藩９代藩主の津軽寧親は、菓子に関心が高かったことが記録に残っています。
今回は、殿さまが食した菓子資料を中心に、茶道具・屏風など華やかな大名文化をご紹介します。
観覧料：一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０）　小・中学生￥１００（￥５０）
「高岡の森弘前藩歴史館」との共通券：一般￥４２０（￥３１０）　高校・大学生￥２１０（￥１６０）　小・中学生￥１４０（￥７０）
※（　）内は２０名以上の団体料金です。
※共通券とは、博物館及び高岡の森弘前藩歴史館に、それぞれ１回入館できる券です。
※６５歳以上の弘前市民、市内の小中学生、市内の留学生、
　ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方、障がい者は無料です。年齢、住所等を証明するものをそのつどご提示ください。
常設展：「ひろさきの歴史と文化 ～原始から近現代へ～」　休館日：１１/１８（月）、１２/６（月）・２９日（日）～１/３（金）、１/２０（月）、２/１７（月）、３/１６（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

第１６回　フォト光彩写真展（～１８日） 百石町展示館 １０：００～１６：３０
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

令和元年度　ＪＡ共済　青森県小・中学生
第６３回書道コンクール
第４２回交通安全ポスターコンクール
たゆまぬ努力が心に響く　入賞作品展示会（～１７日）

さくら野百貨店弘前店
４階　リコルソ前ホール

１０：００～１８：００
今年も書道、交通安全ポスター共に、豊かな感性で素晴らしい力作が多数寄せられました。展示作品は、最優秀賞・特選・純特選までとなります。
入場料無料
問：ＪＡ共済連 青森（０１７－７２９－８７２７）

かみさまとのやくそく
～あなたは親を選んでうまれてきた～

岩木文化センター
あそべーる　ミニシアター

午前の部１０：３０～
午後の部１３：３０～
（受付は各回３０分前から）

この映画の主人公はあなたです。おひとりおひとりがご自身のお母様や、身近な子どもたちとのつながりを考える時間を共有できたなら・・・
そのような思いで作られた映画です。
料金：￥１，０００　小学生以下無料（全席自由）
予約：以下の内容をｅメールにてお送りください。①氏名、②氏名のよみがな、③午前の部・午後の部どちらか希望、④参加人数（Ｅメール：info＠sottsott.com）
※ご予約受付はＥメールのみとなっております。電話での受付けはしておりません。　主催：Ｓｏｔｔ Ｓｏｔｔ（http://www.sottsott.com/Home.html）

映画・演劇・舞台

つるつるすべすべ赤ちゃん積み木作り ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１１：００～１２：００

ずーっと触っていることのできる、きもちいい木のおもちゃを作りましょう。紙やすりでみがくだけなので、お子さんも一緒に出来ます。
お気に入りの木をみつけてください。
参加料無料　定員：２０組（託児１５名まで）※要事前申込 、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

庭木の雪囲い実習 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

北の文脈文学講座 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００

受講料無料 ※事前申込不要ただし観覧料が必要
観覧料：一般￥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。
テーマ：古川智映子の文学作品について
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５)

文化グループ体験学習会（他１７日） 弘前文化センター　３階視聴覚室 ①【１６日】１３：００～１４：００
②【１７日】１０：３０～１１：３０

受講料無料※要事前申込。　定員：各２０名（先着順）
内容：①【１６日】ロシア語講座弘前体験学習　②【１７日】古典を読む会体験学習（日本古典（伊勢物語）の一節の音読）　持ち物：筆記用具
申込・問：中央公民館（ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）※火曜日休み

十腰内文化シンポジウム 弘前市総合学習センター
２階　多目的ホール

１０：００～１６：３０

重要文化財猪形土製品の時代である、縄文時代後期の「十腰内文化」をテーマに、青森県・秋田県・岩手県の考古学会との共催による
シンポジウムを開催します。
参加料無料※事前申込不要　内容：基調講演「十腰内文化概要」／報告「十腰内遺跡とは」）／討論など
その他：駐車場には限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
問：文化財課　岩木庁舎内（０１７２－８２－１６４２）

ＳＭＳＤ　ＦＡＳＨＩＯＮ　ＳＨＯＷ
音楽に乗せて私を発信する（～１７日）

弘前中三
８階　スペースアストロ

１６日【展示会】１０：００～１９：００
１７日【展示会】１０：００～１３：００
　　　 【ファッションショー】１５：００～

今回は学生が「ＭＵＳＩＣ～音楽に乗せて私を発信する～」をテーマにデザインしたオリジナル作品と、卒業生が個々にテーマを設定した
卒業研究作品を披露します。
入場料無料
問：学校法人白銀学園サンモードスクールオブデザイン（０１７２－３２－０１２９）

その他

ＤＥＡＤ ＳＴＯＣＫ ｐｒｅ． Ｍａｇ－Ｎｅｔ チケット：前売￥２，０００　当日￥２，５００※ドリンクチャージとして別途￥５５０
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

第１１回パイプオルガン演奏会 東奥義塾高等学校 礼拝堂 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料無料※事前申込不要
問：東奥義塾高等学校（０１７２－９２－４１１１）

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

月例登山　晩秋の山　ライオン岩ハイク こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 裸になった木々の下をライオン岩まで
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

親子体操 ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

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：３歳以上の幼児２０組※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　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

パラリンピック競泳金メダリスト
成田真由美さん　特別講演会

青森県武道館　補助競技場 １１：００～ 参加料無料※事前申込不要　内容：講演「自分の可能性を求めて」
問：文化スポーツ課内　弘前市国際スポーツプロジェクト実行委員会（０１７２－４０－０５８３）

二〇一九年度
旧弘前藩藩校稽古館　資料調査報告会

弘前市立観光館
１階　多目的ホール

１３：３０～１７：００
（開場１３：００）※予定

弘前大学では２０１４年から調査研究会を行い、毎年成果発表会を開催してきました。今年も、今年度調査における最新の成果を、
各専門分野の教員がそれぞれの立場から報告いたします。また、幕末の「教育力」について、大河ドラマなどを例えにわかりやすく公演いただきます。
津軽の歴史、文化に関心をお持ちの方はどなたでも自由にご参加下さい。
入場料無料※事前申込不要
プログラム：開会（１３：３０）／第１部　特別講演「幕末の『教育力』－画一化と個性化とー」（１３：４５）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第２部　研究報告（１４：５５）　コメント（１６：４０）　閉会（１６：５５）
問：弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター　古川さん・武井さん（０１７２－３９－３１９８）

２０１９ラストコールゴルフコンペ 岩木川市民ゴルフ場 ８：３０～
参加料：￥３，５００（昼食付き）※各自傷害保険に加入を。　定員：２８名（７組）　内容：１８ホールズストロークプレイ、ダブルペリア方式（打ち切りなし）
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。詳し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）

第２９回Ｂ＆Ｇ会長杯
レディースクラブ対抗バドミントン大会

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター ９：００～（受付８：３０～）
参加料：１チーム￥４，０００※各自傷害保険に加入を。　対象：センターの利用者含む社会人女性のチーム（６名～８名）　内容：バドミントン大会
※飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

第４９回　津軽王将位将棋大会 陸奥新報社　６階ホール 問：陸奥新報社（０１７２－３４－３１１１）

弘前クリエイターズバンク２０１９ ワークスペースＳＨＩＦＴ １５：００～１７：００

弘前クリエイターズバンクとは、デザイン制作スキルを持ちながら、活躍の場が無いクリエイターが、プロのゲーム開発会社スタッフと、青森に居ながら仕事を
一緒に行い、青森のクリエイターがスキルで自活できるようにする、青森の人材過疎化を抑制し、青森のＩＴ産業を活発にするプロジェクトです。
参加費無料※見学も大歓迎！　定員：２０名
申込：１１/１１（月）１７：００までに専用フォームよりお申込みください。（https://forms.gle/tkEC6Ab9os3vz4fL6）
問：弘前クリエイターズバンク事務局　安田さん（０３－６４３４－０５２５）

第３１回　農産物即売会 弘前文化センター　前庭
（津軽為信像が目印です）

９：００～１５：００
（雨天決行）

自分で作ったものを持ち寄って出店します。りんご・海産物・採れたて農産物・あったかフードなど。※会場から全国発送もできます。
催し物：餅つき実演・健康チェック・ジャズ演奏・津軽弁ラジオ体操・バザーコーナー・キッズコーナー
問：津軽農民組合（０１７２－３４－９３９８）

華麗なるリンゴもぎコンテスト 春陽園
９：００～
（受付は８：３０～）

子どもから大人まで誰でも参加できる楽しい収穫祭です。
参加料無料
内容：【スピード部門】制限時間内にどれだけりんごを傷つけず正確に収穫できるかを競います。
　　　　【ミュージック部門】音楽に合わせて踊りながらりんごを収穫し、美しさと面白さを競います。
問：１１/１３までに、Ｉｔａｎｉｉｔｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ実行委員会　竹浪さん（０９０－３３６９－２０３４）へ。

体験

ＬＩＶＥロックンロール合コン２０１９秋
【磁石～１６：００の街～五郎】

Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１５：３０　ＳＴＡＲＴ１６：００ チケット：前売り￥１，５００(１ｄｒｉｎｋ付)
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

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

ヒロロすこやか相談
ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

受付：１０：００～１０：３０
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。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　健康増進課（０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

人材不足の解消に繋がる
仕事と育児／介護の両立支援セミナー

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１７：００
（受付１３：００～）

育児・介護休業法の概要をお知らせするほか、育休復帰や介護休業の取得などに備えるための「育休復帰・介護支援プラン」の策定や
活用方法を事例に合わせてご紹介いたします。終了後に個別支援・相談会もあります。両立支援等補助金についても紹介！
受講料無料　対象：経営者および人事労務担当者の方５０名（先着順）
申込方法：チラシ裏面の参加申込書にご記入の上、ＦＡＸまたは、企業名、参加者、個別支援当日相談か後日相談、住所、電話番号、Ｅメールアドレスを書い
　　　　　　　てＥメールでお申込み下さい。
申込・問：弘前市健康子ども部こども家庭課　健全育成係（ＴＥＬ０１７２－４０－７０３８　ＦＡＸ０１７２－３９－７００３　Ｅメール：kodomokatei@city.hirosaki.lg.jp）
※「参加証の発行」はいたしません。当日は名刺または申込書の控えをご提示ください。

講演・講座・セミナー

夜間納税相談（～２２日） 弘前市役所　２階　収納課 １７：００～１９：３０
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、夜間納税相談日を設けています。
※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：弘前市収納課（ＴＥＬ０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

女性のための困りごと相談 青森地方法務局弘前支局　２階 ９：００～１５：００
弘前人権擁護委員協議会では、女性ホットライン強化週間中、家庭や職場における男女差別や配偶者等からの暴力など、人権侵害の特設相談会を行います。
問：青森地方法務局弘前支局（０１７２－２６－１１５０）

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。
※１１/１～１８日に、事前予約が必要
問：弘前市保健センター 健康増進課(０１７２－３７－３７５０）

お子様向け催し・
子育て・教育

講演「心理学から考える恋と愛」
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１８：３０～２０：００
恋愛は素敵なものですが、同時に悲しむ人や、苦しむ人もいます。恋愛が私たちに与える影響を一緒に考えます。
参加料無料　対象：高校生以上　テーマ：良い恋愛って何？—心理学から考える恋愛関係とコミュニケーション－※託児あり（希望の方は１２日までに申込を）。
問：１１/１５までに、電話かファクスまたはE メールで企画課（ＴＥＬ０１７２－２６－６３４９　ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６　Ｅメール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp）へ。

講演・講座・セミナー

名画鑑賞会 ヒロロ
３階　多世代交流室２

９：３０～１１：２０

上映作品『黄昏』　１９世紀末。田舎からシカゴへ働きに出た娘キャリーを一流料理店の支配人ハーストウッドが見そめた。しかし、ハーストウッドは、
強欲な妻の尻に敷かれ、離婚もままならない。そこで二人は店の金を盗みニューヨークへ駆け落ちするが・・・。Ｗ・ワイラーが監督した悲恋ドラマの秀作。
入場料無料　定員：３８名
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）

映画・演劇・舞台

げんねんＥＣＯスクール
「ロウで編む」クリスマス風花かご

弘前商工会議所 １０：００～１２：３０

〈第一部〉身のまわりの放射線　〈第二部〉ロウで編むクリスマス風花かご
※すでに出来上がっている蝋のカゴにお花を詰め込み、ご自分でカゴの手を編んで完成させていただきます。（かごサイズ約Ｈ８センチ×Ｗ９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：１１/１０（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。

講演・講座・セミナー

中弘教美展（～２４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）

着物リメイク教室の作品展（～２５日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

服、バッグ、小物の販売もあります。
入場料無料
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

女性の“はたらく”を応援します！
女性のための合同企業説明会

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
（受付１２：００～）

働きたいと考えている女性の就職を支援するため、女性の積極的採用に取り組む企業が参加する合同企業説明会を開催します。
当日は、企業ブースのほか、保育園相談ブースやビジネスメイクブース、証明写真撮影ブースなど、就職活動に役立つ特設コーナーもありますので、
これから就職を考えている皆さまはぜひご参加下さい。※一部のブースは予約者優先となりますので、事前のご予約をお勧めします。
参加料無料※無料託児付（要事前予約）　対象：女性
イベント内容：◆企業ブース（約１５社予定）◆ハローワークマザーズコーナー◆保育園相談（市役所各担当課）◆福祉・保育のお仕事相談
　　　　　　　　◆個別相談会（キャリアコンサルタント担当）◆「好印象のビジネスメイク講座」※先着３０名！予約者優先となります。
　　　　　　　　◆「プロによる証明写真撮影会」※先着２０名！予約者優先となります。◆「よくわかる！履歴書のポイント講座」（キャリアコンサルタント担当）
その他：雇用保険受給者は雇用保険受給資格者証の持参を。
問：労政・能力開発課（０１７－７３４－９３９８）／こそもり事務局（０１２０－９１－５２５１）

その他

木21

日17

相談会

月18

火19

水20

アート・展示会

15 金

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

16 土

アート・展示会

百石町展示館
９：００～１８：００（初日１２：００～　最終日１６：００まで）

その他

スポーツ

講演・講座・セミナー

お子様向け催し・
子育て・教育

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。



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

木の葉展（～１２/１） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

第１９回「カメラと遊ぶ」（～２５日） 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

福島悠起　絵画展(～２５日） ＣＡＳＡＩＣＯ １０：００～１７：００

入場料無料
２３日（土祝）：「ｒｈｉａｎｎｏｎによるライアー演奏会」
自然界と共通する４３２Ｈｚで調弦され、振動を受け取ることで体、心、魂を本来あるべき自然な姿へと導きます。
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

ベビー広場（他２６日）

ベビー広場は『赤ちゃんとママの広場』です。楽しくおしゃべりしながら、簡単な製作をしたり、親子リズム遊びをします。今月は冬の製作を持ち帰ります。
身長体重を測りますので１０分前までにきてください。お誕生日会もします。１１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：２２日１０：３０～１１：３０『７か月～１１か月 まで』　１３：３０～１４：３０『～６か月まで』
　　　 ２６日１０：３０～１１：３０『１歳～１歳４か月まで』※１歳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

青森県立障害者職業訓練校
オープンスクール（体験実習）

県立障害者職業訓練校 １３：３０～１５：３０

対象：知的障がいのない障がい者で、職業訓練および就職に意欲のある人（見学のみの申込は誰でもできます）
実習定員：各科１０名（定員を超えた場合は見学のみ）
内容：①「デジタルデザイン科」イラスト作成・写真加工実習／②「ＯＡ事務科」伝票整理・表計算実習　　持ち物：筆記用具
申込・問：１１/５～１５日（必着）に、申込書（同校のＨＰからダウンロードできるほか、ハローワークでも入手できます）に必要事項を記入の上、
　　　　　 郵送かファクスまたはE メールで県立障害者職業訓練校訓練課　阿保さん
           （〒０３６－８２５３ 緑ケ丘１丁目９の１、ＴＥＬ０１７２－３６－６８８２　ＦＡＸ０１７２－３６－７２５５　Ｅメール：shokunko@pref.aomori.lg.jp）へ。

その他

スキマスイッチ ＴＯＵＲ ２０１９ー２０２０
ＰＯＰＭＡＮ’Ｓ ＣＡＲＮＩＶＡＬ　ｖｏｌ．２

弘前市民会館 大ホール
開場１７：４５～  開演１８：３０～

チケット：前売￥７，７００（全席指定）※小学生以上の方はチケットが必要となります。
チケット販売場所：ローソンチケット（Ｌコード：２２９８９）、チケットぴあ（Ｐコード：１５６-１８４）、ミニストップ、セブンイレブン、ｅ+、ファミリーマート
問：キョウードー東北（０２２－２１７－７７８８）

ライブ・コンサート

ｈａｒａｐｐａ映画館＃３２
いまを感じる　－この映画３本

弘前中三
８階　スペースアストロ

①１０：３０～②１３：３０～③１６：００

人気若手俳優が出演する近年話題の邦画３作品を上映します。
チケット（各回入替制）：〈１回券〉前売￥１，０００（当日￥１，２００、学生￥５００）　〈３回券〉￥２，５００（前売のみ）※１作品ごとに１回券が１枚必要。
チケット販売所：中三弘前店、まちなか情報センター、弘大生協、コトリｃａｆｅ
上映内容：①「夜空はいつでも最高密度の青色だ」　②「きみの鳥はうたえる」　③「さよならくちびる」※③上映後、監督の塩田明彦さんによるシネマトークを実施。
問：ｈａｒａｐｐａ事務局（０１７２－３１－０１９５）

映画・演劇・舞台

小学生に贈るおはなし 弘前図書館　２階　視聴覚室 １３：３０～１５：００

絵本の読み聞かせ、昔話、紙芝居、ストーリーテリングなど。※おはなし会のあとには、絵本をとりかえっこするコーナーがあります。
参加する人はとりかえっこする絵本を持参ください。
参加料無料※事前申込不要　対象：小学生。読み聞かせに関心のある方。　語り手：おはなしボランティアと弘前図書館スタッフ
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

お子様向け催し・
子育て・教育

フジとブドウの剪定 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

「皮膚の日」市民公開講座 土手町コミュニケーションプラザ　１階 １１：００～１２：３０ごろ 参加料無料※事前申込不要　　テーマ：「赤あざのお話」／「黒あざのお話」
問：ＥＳＴクリニック皮膚科（０１７２－２９－５５０１）

小さな音楽室　発表会 百石町展示館 開演１４：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） ライブ・コンサート

第１回市立博物館歴史講座 弘前市立博物館 １４：００～１５：１５
参加料無料（別途観覧料が必要）※要事前申込　　観覧料：一般￥３００　高校・大学生￥１５０　小・中学生￥１００　定員：１００名（先着順）
テーマ：観音信仰と三十三霊場巡りの歴史
申込・問：１０/３０から弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）へ。

講演・講座・セミナー

認知症の人と家族のつどい ｉｎ 弘前 弘前市社会福祉センター
２階

１３：３０～１５：３０

認知症の方を抱える介護者同士がお互いに話し合い、介護の知識を知ることが出来る場所です。一人で悩まず語り合い、和やかな介護にしましょう。
男性介護者の参加も歓迎いたします。
参加費無料※事前申込不要
問：青森県支部　弘前地域世話人　中畑さん（０１７２－４４－４９５９）※日中不在につき、１８時以降にお願い致します。

障害者週間記念大会　福祉・教育懇談会 身体障害者体育館 ９：４０～１３：００
参加料無料（昼食付き）　テーマ：「知ることで広がる理解」—障がいがあたり前の地域を目指して－　内容：基調映像「ヘン子の手紙」／シンポジウム／意見交換
問：１１/１５までに、電話またはファクス（住所・氏名を記入）で、身体障害者福祉センター（ＴＥＬ０１７２－３６－４５２１　ＦＡＸ０１７２－３２－１１４４）へ。
※月曜日休み。電話での受付は、９：００～１６：００。

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。
※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：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

相談会

第１３回弘前音楽祭
音楽ネットワーク合同コンサート

弘前市民会館 １３：００～１７：００（開場１２：３０～） チケット：￥５００（全席自由）　チケット販売場所：市民会館、弘前文化センター、中三弘前店、弘前大学生協シェリア店※10月下旬から販売予定
問：音楽ネットワーク弘前　今さん（０１７２-３２-２００７）

ライブ・コンサート

あねっこ「クリスマスとお正月手芸展」（～１２/２５） 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

これから迎える季節にワクワクする
『季節のキャンドル＆プリザーブドフラワー教室』（他１２/
１６）

土手町コミュニティパーク内 １０：００～１２：００

受講料：￥１，５００※別途材料費￥２，５００
内容：もうすぐＸｍａｓ　プリザーブドフラワーのクリスマスリース。（直径２５ｃｍ）お好きな木の実を選んでアレンジメント。３年以上きれいなまま飾ることができます。
申込方法：講座開講日の５日まえまでにアップルウェーブのカウンターでお申込み下さい。
問：アップルウェーブ（０１７２－３８－０７８８）

体験

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～
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。

職業訓練説明会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
（受付１３：３０～１４：００）

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

キッズ広場(～２９日） ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：３０～１１：３０

キッズ広場は『１歳５か月以上のお子さんとママの広場』です。親子で音楽に合わせて運動したり、製作したりします。今月は冬の製作をします。
身長・体重をはかりますので、１０分前までに来てくださいね。２歳・３歳以上の子のお誕生会もします。１１月うまれのお子さんは申込の時に教えてくださいね。
定員：各２０名※要事前申込（定員になり次第締め切ります）　対象：２７日（水）１歳５か月～１歳１１か月、２８日（木）２歳～２歳８か月、２９日（金）２歳９か月～
申込・問：ヒロロ３階　弘前市駅前こどもの広場まで（０１７２－３５－０１５６）

お子様向け催し・
子育て・教育

ひろさき広域出愛サポートセンター１１月休日登録会 ヒロロ
３階　多世代交流室Ａ

１２：００～１６：００ 問：ひろさき広域出愛サポートセンター事務局（０１７２－３５－１１２３　受付時間：日・月曜日と祝日を除く１０：００～１９：００） その他

我家のエネルギーを考える 百石町展示館 １３：００～（受付１２：３０～） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００） 講演・講座・セミナー

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？！

ヒロロ
３階　多世代交流室１

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)※要事前申込
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

チーズ好きの必須科目！？
『チーズ面白ゼミナール－２０１９秋・冬編－』
（他１２/１４）

土手町コミュニティパーク内 １８：３０～２０：００

受講料：￥１，５００※別途材料費￥２，５００
内容：ボジョレーだけじゃない？チーズで呑もう！ドリンクのペアリング。ワイン、紅茶、コーヒー等とのペアリング／
　　　　チーズティー、サンクスギビングのプラトー（切り方・盛り付け）を作ろう！
※お酒の試飲があります。お車でお越しの方は講師にお申し出ください。　申込方法：講座開講日の５日前までにアップルウェーブのカウンターでお申込みください。
問：アップルウェーブ（０１７２－３８－０７８８）

体験

大仁田厚 ＦＩＲＥ ＴＡＬＫ ＳＨＯＷ－ココだけの話－ ｂａｒ ＲＩＺＥ（北川端町３２） １９：００～

チケット￥３，０００＋１Ｄｒｉｎｋ（ドリンクチャージとして別途￥５００）　定員：３０名限定
※聖水浴びを体験！（別途￥５００／激写ショット付）　※当日グッズお買上げの方、２ショット撮影＆サイン（カメラはご持参下さい）
チケットはポスターのＱＲコードからご予約できます。
問：(株)ＴＰＷ　佐々木さん（０９０－８６１０－３０１５　Ｅメール：tpw20191101@gmail.com）

その他

弘前市社会福祉大会 弘前市民会館　大ホール １２：３０～１６：００（開場１２：００～）

入場料無料
内容：オープニング（ＤＶＤ上映）／福祉協力校活動体験発表（城東小学校、自得小学校、第二中学校）／社会福祉事業の功労者表彰／
　　　　記念講演「まちおこしダヨ！おらが弘前」（大仁田厚さん〈プロレスラー・元参議院議員〉）／福祉施設などで作った野菜や加工品などの販売
問：弘前市社会福祉協議会（０１７２－３３－１１６１）

その他

～Ｎ響メンバーと仲間たちによる室内楽の響き～
ドリームコンサート

弘前文化センター　ホール 開場１８：３０　開演１９：００

入場料（全席自由）：ペア￥３，０００　一般￥２，０００※高校生以下無料
チケット取扱：弘前文化センター、弘前市民会館、ヒロロ、中三弘前店、弘前市まちなか情報センター、さくら野百貨店弘前店、さくらミュージック
その他：無料託児室を用意しております。お気軽にご利用ください。
問：弘前交響楽団　二川原さん（０９０－４５５９－９３４３）

【あなたもプロのレッスンを！　第２１回ドリームゼミナール（～１２/１）】
　場所：弘前文化センター　時間：「３１日」受付：１１：４５～１２：１５　１日９：３０～９：５５／開催：３１日１２：２０～１７：００　１日１０：００～１５：４０
　受講料：￥１，０００（１日）※今年から高校生以下も一律￥１，０００になります。
　　※楽器は各自ご用意ください。見学は自由です。受付にお申し出ください。受講のための無料託児室を用意しております（要予約）。
        どちらか１日のみの受講も可能です。
　申込・問：１１/２２までに、弘前文化センター（ＴＥＬ０１７２－３３－６５７１、ＦＡＸ０１７２－３３－６５７０、Ｅメール：hirosaki-bunka@hi-it.jp）へ。
　※申込書は弘前交響楽団のホームページ（https://hirosakisinfonie.wixsite.com/homepage）からもダウンロードできます。
　※ＦＡＸおよびＥメールで申込書を送信された方は、必ず文化センターへ確認のお電話をお願いいたします。
 
【弦楽器を弾いてみませんか？〈弦楽器体験コーナー〉】３０日（土）
　場所：弘前文化センター　２階大会議室　　どなたでも無料で参加できます（事前申込不要）　お子様の体に合わせたサイズの楽器も用意しております。
　問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

ライブ・コンサート

プレママさんの赤ちゃんニギニギおもちゃ ヒロロ
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００ 材料費：￥６００　対象：プレママさん６名（要事前申込　託児１０名　※定員になり次第締め切ります）　内容：編み物でおもちゃ作り予定
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～
（他１２/２１、１/２５、２/２９）

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。

弘前学院大学　地域総合文化研究所講演会
弘前藩の古武術

弘前市民会館　大会議室 １４：００～１６：００
入場料無料※事前申込不要　定員：１１０名　内容：「弘前藩の古武術」に関する概要説明と実演、座談会
問：弘前学院大学　総務課　成田さん（０１７２－３４－５２１１）

裾野地区空き家対策講座・個別相談会 農村環境改善センター １４：００～１６：００

参加料無料　　対象：裾野地区の居住者　内容：講座（１４：００～１５：００）、相談会（１５：００～１６：００）
※相談会希望者は１１/２２までに要事前申込。詳細は裾野地区の回覧板か市ＨＰ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)

日本消化器病学会東北支部　第８１回市民公開講座
～短命県返上へ！最近増えている消化器の病気～

ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
最近増えている消化器の病気を話題に「短命県返上」に必要なことを一緒に考えてみませんか。
参加料無料※事前申込不要　定員：先着１００名程度
問：弘前市立病院総務課総務係（０１７２－３４－３２１１）

弘前医療福祉大学　まちの保健室
弘前駅　２階
（ドトール側の一番奥の通路）

９：００～１２：００
相談料無料※事前申込不要　内容：健康チェック（血圧・血管年齢、筋肉・骨量、ストレスチェック）、リハビリに関する相談
問：弘前医療福祉大学地域貢献室　成田さん（０１７２－２７－１００１）

弘前学院大学　地域総合文化研究所主催
弘前藩の古武術

弘前市民会館　大会議室 １４：００～１６：００ 入場料無料※事前申込不要　　定員：１１０名　内容：概要説明、実演、座談会「武術の継承」
問：弘前学院大学　総務課　成田さん（０１７２－３４－５２１１）

先輩起業家訪問ツアー＆交流会 集合：Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町） １３：００～

地元の先輩起業家を訪ね、起業までの経緯や現在の仕事状況のお話を直接聞くことができるツアーです。貸し切りバスで移動します。
参加料無料（ツアー後の交流会参加者は別途￥４，５００が必要）　定員：１５名（応募者多数の場合は抽選）　訪問場所：ＡＮＥＫＫＯ、集会所ｉｎｄｒｉｙａ、Ｐｅｔｉｔ Ｂｏｕｒ
申込・問：１１/１５までに、電話かファクスまたはＥメール（住所・氏名・電話番号を記入）で青森商工会議所 経営相談課
　　　　　（ＴＥＬ０１７－７３４－１３１１　ＦＡＸ０１７－７７５－３５６７　Ｅメール：keiei1@acci.or.jp）へ。

弘前バッハアンサンブル
チャンバーパイプオルガンによる
クリスマス教会コンサート

弘前学院大学　礼拝堂 開演１５：００ チケット：￥２，５００
問：弘前バッハアンサンブル　島口さん（０１７２－３３－１５３９）

人間椅子「バンド生活三十周年記念ワンマンツアー」 Ｍａｇ－Ｎｅｔ ＯＰＥＮ１８：００　ＳＴＡＲＴ１８：３０ チケット：前売￥４，０００　当日￥４，５００（ドリンク代別） ※小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

弘前ジャズプレイヤーズサークル「ジャズ友」セッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～ 問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

火26

月25

27 水

木28

土30

29 金

金22

土祝23

講演・講座・セミナー

その他

アート・展示会

24 日

ヒロロ　３階　駅前こどもの広場
２２日１０：３０～１１：３０／１３：３０～１４：３０　２６日１０：３０～１１：３０

講演・講座・セミナー

ライブ・コンサート

講演・講座・セミナー

その他

弘前文化センター　美術展示室
１０：００～１７：００（初日１２：００～、最終日１６：００まで）

★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

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）

※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）

午前コース：１０：３０～１１：４０
午後コース：１４：００～１５：１０　※所要時間７０分
コース行程：藤田記念庭園⇒弘前公園追手門口⇒南内門⇒下乗橋
⇒弘前城本丸⇒北の郭・武徳殿

・（約３時間）
コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒栄螺堂⇒長勝寺
⇒座禅体験⇒弘前天満宮⇒大阪屋⇒弘前市立観光館（解散場所）

４/１
（月）～

通年

・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。

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）

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）

・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￥２，０００（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。

集合時間・所要時間、集合場所・コース

・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）

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？

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。

集合時間・所要時間、集合場所・コース


