2020年1月 弘前市内イベント情報
※天候や主催者の都合により、イベントの内容・日程等が変更・中止になる場合もございますので、主催者に予めご確認の上お出かけくださいますようお願い致します。

イベントピックアップ
日 曜日
1

2

令和元年 １２月 ２９日現在

イベント名

場所

水祝 初詣お山参詣安全祈願祭

木 年はじめの運だめし！中土手町お年玉抽選会

時間

弘前市まちなか情報センター調べ

お問い合わせ先・備考

岩木山神社

８：００～

旧暦８/１に実施される「お山参詣」の安全を祈願し、元旦に岩木山神社の参道を練り歩きます。雪を背景にしたお山参詣は、正月にふさわしい厳かな雰囲気。一般の方の参加もお待ちしております。
参加料無料 集合：岩木山神社 入口駐車場 ※当日半纏や装飾品の貸出もあります。
問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

弘前市まちなか情報センター

１０：００～１６：００

中土手町加盟店で１回￥５００以上お買い物すると抽選券が１枚もらえます。※抽選券限定１０，０００枚！各店なくなり次第終了。 期間：１２/１５～Ｒ２．１/２
その他：当日は会場にてお振る舞いもご用意しております。
問：中土手町商店街振興組合（０１７２－３３－７００１）

博物館特別公開 「２階ホールからの眺め」
（～２/２９※１/１９・２０・２６日、２/１６・１７日は除く）

弘前市立博物館

１０：００～１６：００

前川建築への高い評価を受けて、博物館２階ホールを特別公開します。冬季間は雪景色を楽しめます。
見学料無料※別途観覧料が必要※要事前申込
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。
その他：見学は１回あたり１５分程度で、職員が案内します。２階への昇降手段は階段のみです。
問：弘前市立博物館（０１７２－３５-０７００）※８：３０～１７：００、第３月曜日および年末年始は休み。

津軽錦絵節友会 作品展 佐藤大節 遺作展（～１３日）

弘前市まちなか情報センター ２階

９：００～１９：００
（最終日は１７：００まで）

観覧料無料

上土手町 お年玉夢くじ抽選会（～１２日）

弘前東栄ホテル ２階

１０：３０～１７：００

参加各店にてお買い上げ￥２，５００毎に抽選券１枚進呈。お買上￥５００毎に補助券１枚進呈(５枚で１回抽選)※抽選券・補助券なくなり次第終了
問：弘前上土手町商店街振興組合（０１７２－３８－７０３０）

弘前市民会館

１１：００～

対象：Ｈ１１．４/２～Ｈ１２．４/１に生まれた人 内容：式典、実行委員会による成人祭。
その他：当日は市民会館に駐車はできませんので、近くの有料駐車場等をご利用ください。
また、車での送迎は可能ですが交通渋滞緩和のため、１０：００～１３：００は市役所・茂森方面から市民会館への右折進入を禁止します。
問：生涯学習課（０１７２－８２－１６４１）

13 月祝 弘前市・西目屋村消防団出初式

中土手町通り・下土手町通り・一番町

９：３０～１０：３０

交通規制：８：５０～１０：３０ 土手町十文字から一番町十字路交差点まで
問：弘前市総務部 防災課 石岡さん（０１７２－４０－７１１７）

14

火 ＣＨＲＯＳＳ ＣＲＯＳＳ

弘前市まちなか情報センター

１８：３０～

－ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ １ｏｎ１ バトル １２歳以下 ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ １ｏｎ１ バトル 年齢制限なし－
観覧料無料 問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

25

土

4

土

11

土
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日 二十歳の祭典

弘前市りんご公園 ウインターフェスティバル２０２０
（～２６日）

りんご公園で雪と遊ぶ２日間。雪上りんご取りゲームなど各種イベントが盛りだくさん！
問：弘前市りんご公園（０１７２－３６-７４３９）

弘前市りんご公園

弘前公園内 特設コース

26

31

第６回弘前城リレーマラソン冬の陣

開場７：３０～／参加チーム受付９：００～９：３０／
チーム代表者会議９：３０～９：４５／開会式９：４５～９：５５／競技開始１０：００～

ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ 感謝祭 ２０２０

土手町コミュニティパーク

日

金 岩木山神社七日堂神賑祭

参加料：１チーム￥１０，０００※要事前申込 定員：５０チーム限定（１チーム ３～１０名）
カテゴリー：【リレーマラソンの部】小学生チーム／中学生チーム／高校生チーム／職場仲間チーム／一般チーム／マスターズチーム(全員５５才以上）
【ファンラン仮装の部】（全員必ず仮装して参加）目立ちたい方、笑いで大会を盛り上げたい方！９０分だけ走ろう！
※悪天候の場合中止あり ※周回チェックについてはＩＣチップによる計測システムを導入します。
申込方法：１/１０（金）までに、申込用紙を大会事務局に持参するか、ＦＡＸか郵送またはＨＰ申込みフォームからの送信での受付となります。
入金の確認をもって参加確定となります。※ＴＥＬ申込は受付いたしません。
問：ＮＰＯ法人スポネット弘前（ＴＥＬ０１７２－３２－６５２３ ＦＡＸ０１７２－８８－６２３９ Ｅメール：info@sponet-h.com ＨＰ：http://relay.sponet-h.com）
皆様への感謝の気持ちを込めて、今年も開催します！ダンスショーやプレゼント抽選会、毎年恒例のおもしろ企画や余興など、楽しい企画が盛りだくさん！踊って騒いで楽しもう♪♪♪
今年のＪ－ＰＯＰバトルを制するのは誰だ？！※ダンスショーは定員になりましたので応募を締め切らせていただきました。
チケット：￥１，０００ プレイガイド：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ A / Bスタジオ※観覧・出演すべての方にチケットが必要となります。
※未就学児の観覧は無料（チケット不要）となります。半券をプレゼント抽選会で使用いたします。
問：ＦＵＮＫＹ ＳＴＡＤＩＵＭ Ａスタジオ（０１７２－３２－８２２４） Ｂスタジオ（０１７２－８８－６４９９）

１３：３０～１８：３０

国選択無形民俗文化財にも指定されているその年の稲作を中心とした五穀の豊凶などを占い、豊作を祈願する神事です。毎年、旧暦の１/７に行われています。
問：岩木山神社 （０１７２-８３-２１３５）

岩木山神社

デパートのお正月催し
日 曜日

イベント名

場所

時間

備考

【中三弘前店】
１日（水祝）は休業

2

２日（木）より通常営業（１０：００～１９：００）

ＴＥＬ：０１７２－３４－３１３１

タピオカおしるこ、温かいウーロン茶、ホットカルピスを無料にてご用意。※各日先着１００名様
※なお、おしるこなどを新春価格でご提供させていただきます。

無料新春振舞い（～３日）

土手町側店頭

初夢食品千円福引

１階 スパイラル

１回￥１，０００で今年の運試し！たらばガニ、毛ガニ、黒毛和牛などが当たる福引です。
１，０００本限定。

５階 エレベーター前 特設コーナー

ブランドコートやオールシーズンアイテム、何が当たるか運試し！アウトレット福引開催！
１回￥１，０００ 各日２００本限り

木 ファッション初夢千円福引（～３日）
下土手町商店街特別企画
弘前タピオカランド（～３日）
弘玄書道展 第５４回 弘玄展（～４日）

９：３０～

１階 ガレリア

９：３０～１６：００

人気のタピオカドリンクを色々楽しめます。お正月らしくＳＮＳ映えする華やかなフォトスポットもございます。
【出店ショップ】Ｎ４０℃コーヒースタンドｂｙホームワークス／タピオカマン（仙台）／生タピオカｈｅｒｍｉｔ／櫻屋（２日のみ）

８階 スペース・アストロ

１０：００～１７：００
（３日のみ１８：００まで）

問：弘玄書道会 對馬さん（０１７２－３３－２０４９）

【さくら野弘前店】
１日（水祝）は９：００～１９：００(４階レストラン１１：００～２０：３０)

1

水祝

３階 催事場

新春食料品 福引大会（～３日）

１階 食品特設会場

渋谷和生氏 新春 津軽三味線披露

１階 正面玄関

①８：４５～ ②１０：３０～

弘前市消防団第一方面 東地区団による 纏ふり

１階 正面玄関外

１０：００～

甘酒・ホットレモン・昆布茶 お振舞（～２日）

１階 正面玄関

佐藤ぶん太、氏 津軽笛演奏

１階 アクアリウム渡嘉敷前

１４：３０～

五代獅子舞保存会による 獅子舞披露

１階 正面玄関前

1１：００～

１階 アクアリウム渡嘉敷前

①１１：００～ ②１４：００～

2

木

3

金 新春 サックスフォンコンサート

２日（木）より通常営業（１０：００～２０：００）

ＴＥＬ：０１７２－２６－１１２０

豪華家電をはじめ生活必需品が当たります。１日３，０００名様 ２日７００名様 ※各日とも先着
１回￥２，０００（税込）／空くじなし ※各日商品が無くなり次第終了。※福引はさくら野ポイント除外となります。

新春恒例 初夢福引大会（～２日）

生鮮食品から一般食品、ギフト商品まで豪華景品を数多く取り揃えております。 １日２，６００名様 ２日４００名様 ３日２４０名様 ※各日とも先着
１回￥２，０００（税込）／空くじなし ※各日商品が無くなり次第終了。※福引はさくら野ポイント除外となります。

各日先着２００名様

サクソフォンユニット「サウンドシェイカーズ」による演奏を行います。同時開催といたしまして、楽器をお年玉価格にて販売いたします

【イトーヨーカドー弘前店】
１日（水祝）２日（木）は全館９：００～２０：００
開運 ５人に１人が当たる！！開運１００本引き
セブン＆アイ共通商品券があたる！
1

３日（金）より通常営業（９：００～２０：００※Ｂ１Ｆは２１：００まで）

開店～景品がなくなり次第終了

水祝
専門店街特別企画
新春はろうきてぃ オリジナルお重箱プレゼント

各専門店
※一部、実施していない専門店あり

「津軽じょっぱり太鼓」演奏

１階 エントランス

各専門店でお買上げ、またはご利用のお客様におひとつ先着で差し上げます。 各店先着６０名様※景品が無くなり次第終了
※より多くのお客様にお楽しみいただくためご参加は１回までとさせていただきます。
①１１：３０～ ②１４：００～

【ＨＩＲＯＲＯ
１日（水祝）全館休業

2

3

4

5

木

２日（木）９：００～２０：００

ヒロロ】

３日（金）より通常営業（１０：００～２０：００）※一部の施設を除く

ＴＥＬ：０１７２－３５－０１２３

振る舞い
甘酒・おしるこ

１階 大町側入口

今年こそ当てちゃう？ ヒロロ激アツ！！福袋 抽選販売
（～３日）

「２日」応募券配布９：００～１０：３０（並木側エントランスにて）
抽選会１１：００～（４階 特設会場にて）
「３日」応募券配布１０：００～１１：３０（並木側エントランスにて）
抽選会１２：００～（４階 特設会場にて）

今年リニューアルオープンを迎えるヒロロから感謝大還元の“超”お得な福袋！！
●３万円福袋（１０～１５万円相当の商品＋ヒロロお年玉券￥１５，０００分）／●２万円福袋（５～６万円相当の商品＋ヒロロお年玉券￥６，０００分）
●１万円福袋（２～３万円相当の商品＋ヒロロお年玉券￥３，０００分）※ヒロロお年玉券の有効期限２０２０年１月１５日
応募方法：応募券を希望商品の応募箱へ。４階特設会場の抽選会にて、お買い上げいただける当選者が決定。
※お一人様 応募券１日１枚限り。現金のみでのご購入となります。抽選会においでにならない場合は無効とさせていただきます。

ヒロロ映画まつり（～４日）

４階 弘前市民文化交流館ホール

開場９：１５

どなたでも入場無料、出入り自由です！入口特設コーナーにて８ｍｍ映写機上映コーナーもあります！
【３日上映作品】①９：３０～劇映画「チャップリン短編集」（６２分） ②１０：４０～アニメ「峰の王者羊のフラッグ」（２３分） ③１１：１０～アニメ「バックスバニー」（６０分）
④１２：３０～劇映画「風の又三郎」（４９分） ⑤１３：３０～アニメ「白雪姫」（８３分） ⑥１５：０５～アニメ「アテルイ」（９３分）
【４日上映作品】①９：３０～劇映画「チャップリン短編集」（７０分） ②１０：５０～アニメ「りゅうの目のなみだ」（２５分） ③１１：２５～アニメ「キャスパー」（５０分）
④１２：３０～劇映画「鉄人２８号」（１１４分） ⑤１４：３５～アニメ「芝浜」（２０分） ⑥１５：０５～劇映画「東京物語」（１３６分）
問：弘前市民文化交流館内 ヒロロスクエア賑わい創出委員会（０１７２－３５－０１５４）

Ｈｅａｒｔ Ｂｅａｔｉｎｇ Ｃｒａｆｔ ｖｏｌ．４
ハンドメイド ワークショップ フード

３階 多世代交流室２

１０：００～１６：００

内容：ハ－バリウム、こぎん刺し、レザークラフトなど
問：Ｌｅａｔｈｅｒ Ｈｅａｒｔｓ（０９０－２８８３－８５８９）

ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ ２０２０
新春ライブ ｉｎ ヒロロ

４階 特設会場（アニメイトとなり）

①１１：００～②１５：００～

観覧無料

ヒロロだよ！全員集合！冬の陣

３階 イベントスペース・健康ホール
４階 市民文化交流館ホール

１０：００～１５：００
（受付１４：３０まで）

遊びのコーナーで体を動かそう！
参加料￥１００※事前申込不要 対象：小学生以上
【同時開催】 りな先生による楽しい！サイエンスショー！（学校法人大和山学園 松風塾高等学校 科学コミュニケーション部）
時間：１３：００～１４：００（開場１２：３０～） 場所：４階 弘前市民文化交流館ホール 参加料無料（出入り自由）
問：弘前市民文化交流館内 ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）※１/１は休み。詳細はＨＰ（http://www.hirorosquare.jp/） のイベントカレンダーで確認を。

弥生いこいの広場 写生大会入賞作品展（～１３日）

３階

動物キャラナビ 知ろう！ 自分やこどもの「トリセツ」
個性心理學プチ講座（他１５日）

３階 「５日」多世代交流室１
「１５日」多世代交流室Ｂ

無くなり次第終了

９：００～

金

土

ＴＥＬ：０１７２－３３－５５１１

「１等」￥５０，０００分のセブン＆アイ共通商品券 「２等」￥２０，０００円分のセブン＆アイ共通商品券
「３等」￥１２，０００円分のセブン＆アイ共通商品券 「末等」￥１０，０００円分のセブン＆アイ共通商品券
１回￥１０，０００（空くじなし）※先着５００名様
※お１人様１回限り、現金でのお支払いでお願いいたします。※中学生以上の方のご参加に限らせていただきます。

日

市内小学校児童を対象に開催した写生大会の入賞作品約１００点を展示します。かわいらしく描かれた動物の絵をお楽しみください。
観覧料無料 問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３-８７３３）
個性心理學との出会いがきっかけで風水師にまでなっってしまった「青森県第１号」の認定講師による講座です。
受講料￥５００ 講師：青風帆香（せいふうほのか）さん
申込・問：青風帆香さん（０８０－３１４３－８０３２ Ｅメール：harmonia891@softbank.ne.jp）

１３：３０～１５：００
（開場１３：１０～）

【アプリーズ】
１日（水祝）９：００～１９：００※一部の店舗・施設を除く
新春お年玉抽選会！（～２日）
1

元旦ご来店先着プレゼント
水祝 しかないせんべい「令和せんべいセット」

土 お買い上げノベルティ（～１３日）

「１日」 ９：００～
「２日」１０：００～

抽選当日のレシート合計￥２，０２０（税込）毎に１回抽選が出来ます。※商品が無くなり次第終了
※お一人様最大１０回まで。また、￥２，０００以上の福袋についている特別抽選券でも抽選頂けます。

１階 駅側入口

整理券配布：８：４５～
商品引換え：９：３０～１０：３０

先着１００名様限定※無くなり次第終了
【応募方法】①アプリーズ公式インスタグラム（@abc_appliese）をフォロー ②アプリーズのバーゲンの投稿に「♥いいね！」
③後日抽選で１０名様にアプリーズ限定ショッピングチケット￥３，０００分をプレゼント
【当選通知】当選者には投稿者のインスタグラムアカウントにアプリーズより後日ダイレクトメールをお送りいたします。

２階 特設会場

１０：３０～

当日のお買い上げシート、税込￥１，０００で各日先着５０名様にヴィ・ド・フランスの「弘前メロンパン」をプレゼント！※無くなり次第終了

１月以前からの継続イベント
日 曜日
通年

ＴＥＬ：０１７２－３６－２２３１

２階 特設会場

アプリーズインスタフォロワー限定
ショッピングチケットプレゼントキャンペーン（～１０日）
11

２日（木）より通常営業（１０：００～２０：００）※一部の店舗・施設を除く

イベント名

場所

時間

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

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）

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：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）

冬に咲くさくら ライトアップ（～Ｒ２，２/２９）

弘前公園 追手門付近外濠

日没～２２：００
【オールナイト点灯】
２/１４

さくらの名所として名高い弘前公園ですが、実は冬にも人知れず咲いていることをご存知ですか？桜の枝に綺麗に積もった雪がライトアップされ、
まるで満開の桜が咲いているように見える幻想的な光景をお楽しみください。
問：弘前市観光課（０１７２－３５－１１２８）

令和元年 あずましろ～どイルミネーション（～Ｒ２．２/２９）

あずましろ～ど
（弘前駅２階 東西自由通路）

７：００～２４：３０

問：（公社）弘前観光コンベンション内 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会（０１７２－３５－３１３１）

きものリメイク展（～２/３）

ギャラリーあねっこ

★９：００～１７：００

約１６０点を展示、販売。※１/６～１０日休館
問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

お殿様・お姫様衣装着付け体験
（～３/３１）

１１/１６ 《弘前市誕生１３０周年記念》企画展４
（土）～ 「殿さまのくらし－五感で味わう大名文化－」
（～Ｒ２．３/２２）

弘前公園内 武徳殿休憩所
（有料区域のため入園料が必要）

１２/１
（日）～

１月のイベント情報
日 曜日

4

5

6

7

8

イベント名

４日・１８日１１：００～１１：３０
１１日・２５日１５：００～１５：３０

２０２０年新春セッション

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ

１９：００～

問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ新春ライブ２０２０（他５日、１１日～１３日）

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１４：３０ ＳＴＡＲＴ１５：００

チケット（各日）：前売り￥１，０００ 当日￥１，５００ ５日間共通￥３，０００ ※ドリンクチャージとして別途￥５５０
日程：【４日】～第一日～ 【５日】～第二日～ 【１１日】～第三日～ 【１２日】～第四日～ 【１３日】～第五日～
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

新春ヴァイオリンコンサート

藤田記念庭園 洋館
１階 ホール

１４：００～１５：３０

観覧料無料
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

映画にがお切り絵展「ちょきちょきシネマ～初笑い」（～１３日） 鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００
（最終日１５：００まで）

観覧料無料 内容：切り絵作品展示 ※１/７（火）休館
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

月例登山 「新春登山」

こどもの森ビジターセンター

９：３０～１４：３０

参加料無料※要事前申込 対象：登山の経験があり、当日に冬山登山の装備で参加できる人。 持ち物：飲み物、昼食、替えの下着・靴下、雨具・防寒着
【冬季開館日】土・日曜日、祝日、小・中学校の冬休み期間。ただし１２/２９～１/３は休み。
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８-３９２３）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３-８７３３）

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

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
問：齋藤さん（０１７２－３４－２６４９）

～出張版～高齢者健康トレーニング教室（～１０日）

①【７日】石川公民館 ②【８日】千年公民館
③【９日】総合学習センター ④【１０日】堀越公民館
１３：３０～１５：００（受付１３：００～）

参加料無料※事前申込不要。各自傷害保険に加入を。 対象：６５歳以上の市民 内容：健康に関する知識講座、脳トレ、ストレッチ、筋トレなど
※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。②・④のみ室内用シューズの持参を。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）

弘前市保健センター

９：００～１１：００

本人や家族のこころの悩み、家族を自死で亡くした人の悩みについて。要事前予約。
問：弘前市保健センター健康増進課（０１７２－３７-３７５０）

はじめての山登り教室 月例講習会 第１０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：雪山の魅力と怖さについて学ぶ 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）

ウェイストアート教室

ヒロロ
３階 多世代交流室１

１３：００～１６：００
（所要時間３０分）

参加料無料 対象：小学生以上＝各２５名（先着順） 内容：ペットボトルのキャップ、空き缶、野菜の皮などを使ったアート作品づくり
問：もったいないつがるの会 三國さん（０８０-１８３１-８４３２）

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７回】１/８（水）統計データで見る あおもりの「働く」 【第８回】１/２２（水）〈神〉と〈仏〉がコラボする信仰正解～図像学からのアプローチ～
※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）

弘前文化センター ホール

１３：３０～１６：００

青森県北方領土返還促進協議会と北方領土返還要求青森県民大会弘前市実行委員会では、北方領土返還の実現に向けて、北方領土問題の正しい認識と理解を深めるとともに、
政府の外交交渉を支える幅広い世論の結集を図るため、県民一体となり北方領土返還要求青森県民大会を開催します。
内容：記念講演、パネル展示、参加記念品の配布 その他：駐車場の台数には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
問：法務文書課（０１７２－４０-０２０５）

高岡の森弘前藩歴史館

９：３０～１６：３０

戦乱の時代が終わり、旅がより身近になった江戸時代。当時の観光ガイドブックや道中日記から、名所・名物を求める旅や寺社参詣の様子を紹介します。
観覧料：一般￥３００（￥２２０） 高校・大学生￥１５０（￥１１０） 小・中学生￥１００（￥５０）
※（ ）内は２０人以上の団体料金。障がい者、６５歳以上の市民、市内の小・中学生、外国人留学生、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。住所や年齢を証明できるものの提示を。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

土

日

月

11

火 こころの健康相談

水

木 北方領土返還要求 青森県民大会

12

金 鳴撮り２人展 四季折々の野鳥（～１３日）

土

百石町展示館

９：００～１６：００

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ギャラリーまんなか

１３：００～２０：００

入場料無料
問：ギャラリーまんなか（mannakazukuri@gmail.com）

『道見舞美の春夏秋冬－冬－』
～冬ＥＰ“天衣無縫”リリースツアー弘前編～

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

ＯＰＥＮ１８：３０ ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：前売￥２，０００ 当日２，５００※１ドリンク付
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０）

弘前大学教育学部付属特別支援学校
造形作品展「みんなのすき～Ｒのミライへ～」（～１３日）

ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ

１０：００～１７：００

本展覧会は、豊かな個性と多様性に富む本校児童生徒の造形作品を展示し、表現のよろこびと素晴らしさを広く伝え、多くの人と共有することを目的としたのもです。
入場料無料 問：弘前大学教育学部付属特別支援学校（０１７２－３６－５０１１）

ＨＩＲＯＳＡＫＩ伝承シアター「人間失格」

Ｓｗｉｎｇ Ｈａｔ Ｈａｌｌ
（かだれ横丁２階）

開場１８：３０ 開演１９：００

太宰治の名作の一人芝居です。 入場料：￥１，０００（飲み物代含む）※事前申込不要 ※高校生以下無料。ドリンク無し 定員：１００名
問：ひろさき演人 鎌田さん（０８０-３３２２-７７６３）

防災人形劇 カンカン塔のみはりばん

ヒロロ
３階 イベントスペース

１３：００～１３：３０

対象：小学校低学年くらいまでのお子さん 定員：８０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）

冬休みは公民館で学習を！（～１３日）

弘前文化センター
２階 第２・第３会議室

１２：３０～１５：３０

弘前大学の学生やボランティアの方々が学習をサポートします。会場では飲み物を飲んだり、食べ物を食べたりしてもかまいません。※ゴミは持ち帰りましょう。
利用料無料 ※事前申込不要 対象：市内の小・中学生および高校生
問：弘前市立中央公民館 学習支援係（０１７２－３３－６５６１）

弘前学院大学シンポジウム
「アイヌ語・アイヌ文化と東北・東北方言」

弘前学院大学 礼拝堂

１３：００～１５：００

アイヌ語とアイヌ文化の豊かさ、東北との関わりを知り、さらに消滅の危機にある言語としてのアイヌ語に対する保存と継承活動について考える機会といたします。
入場料無料※事前申込不要。
内容：①説明「危機言語としてのアイヌ語」、②基調講演「アイヌ語とアイヌ文化」、③報告１「日本マンガ史における『ゴールデンカムイ』の位置」、④報告２「アイヌ語地名と菅江真澄」
問：弘前学院大学総務課 成田さん（０１７２－３４－５２１１）

第３回弘前図書館市民講座

弘前図書館
２階 視聴覚室

１３：３０～１４：３０

参加料無料※要事前申込 対象：小学生以上６０名（先着順） 内容：「銀河の見える天文台」をテーマとした講演
申込・問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

第１４回自然環境学習会

弘前市立観光館 多目的ホール

１３：００～１６：３０

ひろさき環境パートナーシップ２１（ＨＥＰ２１） による学習会を開催します。
参加料無料※事前申込不要 内容：「新種クロビロードスカシバについて」、「海洋プラスチックゴミを解決する３Ｒ」などの発表。
問：自然環境グループ村田さん（０１７２－３３-４６８７）

公安系公務員 合同説明会

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：３０

自由参加！途中参加ＯＫ！
問：自衛隊弘前地域事務所（０１７２－２７－３８７１）

リサイクルそり作り教室

弘前地区環境整備センタープラザ棟

１０：００～１２：００

木材と竹ざおの切れ端を使ってそりを作ってみませんか。
参加料無料 定員：１５組（１人での参加も可。１組１台。小学生は保護者同伴。） 持ち物：金づち その他：そりを作った後は屋外でそりを使って遊びます。参加する人はスキーウエア、手袋の持参を。
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、月曜日と年末年始は休み）へ。

第３７回 ｓａｘｏｐｈｏｎｅ ｃｏｎｃｅｒｔ サクソフォーンコンサート

弘前文化センター ホール

開場１５：３０ 開演１６：００

チケット：一般・大学￥１，０００ 高校生以下￥５００（無料託児をご利用ください） プレイガイド：中三弘前店、弘前文化センター、弘前大学生協ＳＨＡＲＥＡ店、さくらミュージック
問：北の四重奏 今さん（０１７２－３２－２００７）

百人一首を楽しく読む～文学作品として～（他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。

岩木山と文学
－弘前市立郷土文学館開館３０周年記念－（～１２/２８）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

森鷗外、田山花袋、谷崎潤一郎ら津軽を訪れたことのある文人が描いた岩木山を、貴重な資料と美しい写真とともに紹介します。
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、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）

スポット企画展「新収蔵資料展」（～３/３１）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで。
最終日は午前で終了）

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）

ヒロロ
３階 イベントスペース

１０：３０～１２：００
（受付１０：００～）

国産の木材を使って体長約２０ｃｍのエコ・ロボットを作ります。 参加料：１組￥５００（１組１セット／子ども１人追加の場合は￥５００追加）
対象：年長～小学生とその保護者５０組※定員になり次第締切
申込・問：１/５（日）までに電話で、ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５-０１５４）、またはＥメールで、弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる（pepleoffice@major.ocn.ne.jp）へ。
※参加者全員の住所・氏名・電話番号・子どもの学年をお知らせください。

自然教室『弓矢体験』

こどもの森ビジターセンター

１０：００～１２：００

持ち物：飲み物、手袋、替えの下着・靴下、防寒着
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８-３９２３）／弘前市みどりの協会（０１７２－３３-８７３３）

こぎん刺し体験・ミニ展示販売会（他２６日）

鳴海要記念陶房館

１０：００～１５：００
（随時受付、体験受付は１４：３０まで）

料金￥２５０/１枚（コースター、しおり等） 毎月第２・４日曜開催
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

Ｄｒ．中路の健康ひろば（他１３日）

１２日：浄土宗 専求院
１３日：ヒロロ ３階 イベントスペース

１３：００～１５：００
（１３日は１５：３０まで）

参加料無料※事前申込不要 プログラム：中路重之先生の健康講座（または健康クイズ）／おたか静流ライブ＋声のお絵かき※１３日は弘前フランス料理研究会によるヘルシー・フレンチ講座もあり）
問：株式会社ウェバランス内 健康×地域活性化コンソーシアム事務局（０１７２－３９－７３３３）

第４９回弘前市スポーツ少年団スキー大会兼
第４回スノーボード大会

岩木山百沢スキー場（アルペン・スノーボード）
運動公園クロスカントリースキー常設コース（クロスカントリースキー）
９：３０～１２：３０（受付９：００～）

参加料：弘前市スポーツ少年団員無料 未登録の児童・生徒￥５００※各自傷害保険に加入を。
対象：令和元年度弘前市スポーツ少年団に登録している児童・生徒／保護者の承諾を得ている児童・生徒／スポーツ傷害保険等に加入している児童・生徒
※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：１/６（月）１６：３０までに、岩木小学校 柏田さん（０９０-３６４４-２５５３）へ。

はじめての山登り教室 第９回「阿闍羅山 ７０９Ｍ」

集合：大鰐駐車場
（バスでワイナリホテルへ）

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：雪難訓練とスノーシュー体験。ピーコンなどを使って実際に捜索訓練
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）

相馬地区・和徳地区
空き家対策講座・個別相談会（他２５日）

【相馬地区】中央公民館相馬館
【和徳地区】和徳公民館

あなたの就活を応援します！福祉のしごと移動相談

ヒロロ
３階 多世代交流室Ａ

日 ぷらっとキャンパス
ロボ木ー（ロボキー）をつくろう！１００人ワークショップ

地区保健衛生座談会 『ごみ減量チャレンジ！！』
水 （～１７・１９・２７・３０日）

９：００～１２：００

各地区に住んでいる人であれば誰でも無料で参加できますので、気軽においでください。
【相馬地区】１/１５（水）、【和徳地区】１/２５（土） 対象：各地区の居住者
※講座は事前申込不要。相談会希望者は相馬地区は７日まで、和徳地区は１７日までに事前の申込が必要。詳細は各地区の回覧板か市ＨＰで確認を。
問：建築指導課空き家対策係（ＴＥＬ０１７２－４０-０５２２、ＦＡＸ０１７２－３８-５８６６、Ｅメール：kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）
１３：００～１６：００

農村環境改善センター、東目屋ふれあいセンター、
新和地区体育文化交流センター、和徳公民館、
中央公民館岩木館、清水交流センター
１３：３０～※東目屋地区のみ１４：００～（２時間程度）
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福祉人材バンクの担当者が、仕事の魅力や資格のこと、就職活動のコツなど普段聞けないことを、分かりやすくお答えいたします。開設時間内にお越しください。
問：弘前市社会福祉協議会 弘前福祉人材バンク（０１７２－３６－１８３０）
「ごみを減らすにはどうしたらいい？」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、参加したみんなで考え、楽しくにぎやかに意見を出し合います。
ご近所、ご家族お誘い合わせのうえご参加ください。
日程：【裾野地区】１/１５（水）農村環境改善センター 【東目屋地区】１/１６（木）東目屋ふれあいセンター 【新和地区】１/１７（金）新和地区体育文化交流センター
【和徳地区】１/１９（日）和徳公民館 【岩木地区】１/２７（月）中央公民館岩木館 【清水地区】１/３０（木）清水交流センター
内容：市環境課職員による講話の後、グループに分かれてワークショップを行います。
問：町会連合会事務局（０１７２－３５-１１１１ 内線３４６）

求人説明会・ミニ面接会（他２８日）

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（予約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。 参加事業数：３～５社予定
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）

誰でも簡単にできる足もみ健康教室（他１/３１）

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：【１５日】糖尿対策編 【３１日】腰痛編
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（ＴＥＬ０１７２－８８－８４５３ Ｅメール：aciccosmile@gmail.com）

シニアエアロビクス（他３０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２５名 内容：軽く飛んだり跳ねたり、音楽に合わせて全身を動かす有酸素運動
※室内用シューズ・飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９-７０８１）へ。

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 接客編 第５回（他２/９）

ヒロロ
３階 多世代交流室２

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）

第５回 ＴＳＵＧＡＲＵ ＰＨＯＴＯ ＭＥＥＴＩＮＧ 写真展
（～１９日）

百石町展示館

９：００～１８：００
（最終日～１７：００）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前文化センター

１３：００～１５：３０

参加無料 定員：２０名 内容：採用されるための就職活動のポイント（応募書類・面接）※その他ご要望に応じてミニセミナーも開催いたします。
その他：再就職支援セミナーは、雇用保険受給資格者の求職活動として認められます。
問：ネクストキャリアセンターあおもり（ＴＥＬ０１７-７３２－６３５０、Ｅメール：chuukounen@ims-hirosaki.com、ＨＰ：https://a-ckn.ims-hirosaki.com/）

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）

木

４５歳以上の転職・
金 再就職を専門の相談員がサポートします。
再就職支援セミナー
電動ロクロ体験(～１９日）
樹木の冬芽展（～２６日）

★９：００～１７：００
緑の相談所

山野草の栽培講習

18

持ち物：飲み物・タオル 内容：体操たっぷり＆初めてのヨガ

Ｙｕｒｉｋａ Ｗａｔａｎａｂｅ 個展
今日も、電車の音がした－私が見た沿線の美－（～１４日）

13 月祝

15

★印はギャラリー会場の通常営業時間です。実際の展示時間と異なる場合がございますので、各会場へお問い合わせください。
お問い合わせ先・備考
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
内容：『冬・ぽかぽか』をテーマに、絵本の読み聞かせや紙しばい、昔ばなしやなぞなぞなどをしながら楽しい時間を過ごします。
問：弘前図書館（０１７２－３２-３７９４）

弘前図書館
１階 閲覧室おはなしコーナー

高岡の森弘前藩歴史館 江戸の旅と観光（～３/２２）

10

時間

１月のおたのしみおはなし会（他１８日、１１日、２５日）

地域未来創生塾＠中央公民館【第７回】
（他２２日、２/１２・２６日）

9

場所

１３：３０～１５：３０

参加料無料
問：緑の相談所（０１７２－３３-８７３７）※毎週月曜日、１/１～３日、１４日は休み。

第２回弘前市民・少年少女スキー教室（～１９日）

そうまロマントピアスキー場

１０：００～１５：００

参加料：￥３，０００（保険料込）※各自傷害保険に加入を。 対象：市民小学生～一般（初心者からエキスパートまで） 内容：スキー
※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：１/７～１４日に、弘前市体育協会（０１７２－３７-７９２６）、タケダスポーツ弘前バイパス店（０１７２－２８-１５３３）、スーパースポーツゼビオ弘前高田店（０１７２－２９-３１００）のいずれかへ。

外国人留学生から直接聞ける世界のおはなし

弘前文化センター
２階 大会議室

１３：３０～１６：００

参加料無料 対象：市内在住または、通勤・通学している人５０名（先着順） 内容：アメリカ、カナダなど９カ国の留学生による出身国の紹介、留学生と日本語でお話
問：１/１７までに、中央公民館（ＴＥＬ０１７２－３３-６５６１、ＦＡＸ０１７２－３３-４４９０、Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。※火曜日は休み

恋するウィンターパーティーｉｎ弘前

アートホテル弘前シティ

１７：００～１９：３０

参加料：￥３，０００ 対象：弘前市他圏域７市町村に在住または結婚後に住む意思のある２０歳～４９歳の独身男女各１０名
申込期限：１/１０（金）※詳細は市ＨＰで確認を。 問：ひろさき広域出愛サポートセンター事務局（０１７２－３５-１１２3）

未来をつくるナラティブＣａｆｅ＠ひろさき
第２回地域ぐるみの子育て
子だもたちのために私たちができることは？

弘前医療福祉大学
４階 セミナーホール

１３：３０～１６：３０

参加料無料 定員：７０名 対象：子育て世代の方、幼稚園・保育園などでお仕事をしている方、食育に関心がある、こども食堂を運営している方、保育・教育・医療・福祉などを学んでいる学生など
内容：人々の暮らしをテーマにしたドキュメンタリー映画を鑑賞し、その内容を「自分事」として考え、意見交換ができるカフェ形式のワークショップです。
地域の皆さんと子育てや福祉の専門職とが一緒になって話し合うことで、疑問や困りごとなどを専門職に橋渡しできるような、つながりの場を提供します。
上映映画：いただきます みそをつくるこどもたち
申込：①チラシのＱＲコードかＵＲＬ（https://ssl.formmailer.jp/fms/71cb3067644358）よりアクセスいただくか、電話（０８０－３７４２－１９０８）で担当木村さんへ１７：００以降にお申込みください。
問：ひろさきナラティブ．ｎｅｔ 代表 木村 匡宏さん（hirosakinarrative@gmail.com）

ＷＡのりんご～もっとりんごを身近に～
「りんごを使った料理教室」

総合学習センター 調理実習室

１０：３０～１４：００

材料費：￥５００ 定員：２０名 内容：りんごを使った主菜からデザートまでの調理、ミニ食育講座 持ち物：エプロン、三角巾
問：Ａプロジェクト 草刈さん（０９０-３７５９-４２４８）

近藤智洋「Ｂｌｏｗｉｎ’ ｉｎ THE ｓｎｏｗ」

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

ＯＰＥＮ１８：３０ ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット：前売￥２，５００ 当日￥３，０００※１ドリンク付
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０）

Ｐａｇｅ Ｏｎｅ Ｌｉｖｅ & Ｓｅｓｓｉｏｎ

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ

１９：００～

問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）
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朗読会 絵本「あらしのよるに」第６章 ふぶきのあした

鳴海要記念陶房館

１３：３０～（約１時間）

参加料無料
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

第４３回太宰治文学講座

太宰治まなびの家

１４：００～１５：００

入場料無料 演題：太宰の短歌と俳句
問：太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４）

２０２０ニューイヤーダンスパーティー

弘前文化センター 大会議室

１３：００～

入場料：前売￥１，５００ 当日￥２，０００
問：弘前社交ダンスクラブ（０９０-７５２９-９４２５）

２ｎｄ ヒロコスタ

ヒロロ全館（一部を除く）

１０：３０～１６：００

ヒロロへ集え！コスプレ衣装のままショッピングやお食事が楽しめる撮影イベント開催。３階イベントスペース（ヒロロスクエア）ではキッズの変身ブースあり♪あこがれのキャラクターに変身しよう♬
参加費：事前予約￥１，５００ 当日受付￥２，０００ その他：４階ホールが受付、更衣室、クロークとなります。 ※撮影可能エリア：当日配られるフロアマップをお読みください。
【ヒロロキッズ★コスプレスタジオ】あこがれのキャラクターに大変身！素敵なドレスやかっこいい衣装がそろっているよ！かぶりものやオモシロイ変身グッズもあるよ！
（サイズは概ね６０～１３０ｃｍまで）
参加料：￥１００※先着１００名にチェキで撮影した写真をプレゼント
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会（０１７２-３５-０１５４）

ＵＮＩＯＮセッション

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ

１９：００～

問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

雪とりんごのプレゼントｖｏｌ．２

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１６：４５ ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット：前売り￥２，０００※ドリンクチャージとして別途￥５５０ 。学生はドリンク代のみ、学生証必須。 取り置きは各演者又はTwitter(@misarinmusic)まで。
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

第５回ココナツクラブ 思い出のフォークソングを歌う会

土手町コミュニティパーク 多目的ホール

１３：３０～１５：００

いつまでも心に残るあの歌この歌一緒に歌いませんか。 参加料無料※事前申込不要
問：ココナツ・クラブ事務局（０９０－２０２２－７４０７）

弘前市立博物館 令和元年度 歴史講座（他２/１６、３/１５）

弘前市立博物館

１４：００～１５：１５

聴講料無料（別途 博物館入観料が必要）
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。
※要事前申込 定員：１００名（先着順。定員に達し次第、応募を締め切ります。） テーマ：植生から見た津軽三十三霊場の周辺環境
申込・問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）※お申込開始日を設定しております。詳しくは広報ひろさき又は博物館ＨＰをご覧ください。受付時間８：３０～１７：００

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）

夜間納税相談（～２４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（０１７２－４０-７０３２、４０-７０３３）

大森勝山遺跡と構成資産遺跡のパネル展（～２２日）

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー

★１０：００～１６：００

入場料無料 内容：史跡大森勝山遺跡と北海道・北東北の縄文遺跡群について紹介
問：弘前縄文の会 今井さん（ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３２-９２７２）

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。１/６日～２０日に要事前予約。
問：弘前市保健センター健康増進課（０１７２－３７-３７５０）

水泳教室 クロール（～２/２６の毎週水曜日）

温水プール石川

１０：００～１１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：クロールで２５ｍ泳げない市民１５名 内容：クロールの基本泳法
※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：１/１４（火）必着で往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上、
温水プール石川（〒０３６-８１２３ 小金崎字村元１２５、ＴＥＬ０１７２－４９-７０８１）へ。※家族や友人同士での参加ははがき1 枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。

ＯＰＥＮ ＭＩＣ ｖｏｌ．１７

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

１７：００～

「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）

古布と小物展（～２６日）

鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

入場無料 内容：干支小物、バッグなど販売
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

水泳教室 バタフライ（～２/２７）

温水プール石川

１３：００～１４：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：クロールで２５ｍ泳げる市民１５名 内容：バタフライの基本泳法
※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：１/１４（火）必着で往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上、
温水プール石川（〒０３６-８１２３ 小金崎字村元１２５、ＴＥＬ０１７２－４９-７０８１）へ。※家族や友人同士での参加ははがき1 枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。

弘前高校写真部写真展（～２６日）

ＮＨＫ弘前支局ギャラリー

９：３０～１６：００

問：ＮＨＫ弘前支局ギャラリー（０１７２-３２-５４１１）

第４１回高校文化連盟美術部 津軽支部展（～２７日）

弘前文化センター 大会議室

塚崎愛 個展（～２/５）

ａｏ＋水玉

１０：００～１８：３０

「水のような 空気のような 静かな陶」をコンセプトに瑞々しい硝子釉と素朴な白い土を用いて生まれる様々な作品たち。
それはアクセサリーだったり いつも片隅にいてくれるような器だったり。作品が織りなす空気感も感じられる展示にできたらと思います。 ※２４日（金）は作家在店日 ※３０日（木）休み
問：ａｏ+水玉（０１７２－５５－９９６２）

水泳教室 背泳（～２/２８の毎週金曜日）

温水プール石川

１０：００～１１：００

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：クロールで２５ｍ泳げる市民１５名 内容：背泳ぎの基本泳法
※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：１/１４（火）必着で往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上、
温水プール石川（〒０３６-８１２３ 小金崎字村元１２５、ＴＥＬ０１７２－４９-７０８１）へ。※家族や友人同士での参加ははがき1 枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。

こぎん ｄｅ おしゃれ ブックカバー作り教室
（他２６日）※いずれか１日

弘前地区環境整備センタープラザ棟

９：３０～１２：００

伝統工芸のこぎん刺しでおしゃれなブックカバーを作ってみませんか。 参加料無料 定員：各回１５名※小学生は保護者同伴。 その他：細かい作業が多いため、老眼鏡を持っている人は持参を。
申込・問：１/１０（金）の９：００から弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６-３３８８）へ。※９：００～１６：００、月曜日と年末年始は休み。

プールで筋トレ・脳トレ水中ウォーキング教室
（～２/１４の毎週月・金曜日）

河西体育センター

１３：３０～１４：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を 対象：市民１５名 内容：基本、ストレッチ、ゲームをしながら出来る筋トレ、脳トレ等
※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：１/１４（火）必着で往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上、
河西体育センター（〒０３６-８３１６ 石渡１丁目１９の１ ＴＥＬ０１７２－３８－３２００）へ。※家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。

町会担い手育成塾

弘前市役所
４階 食堂（レストランＰｏｍｍｅ）

１３：００～１６：３０

子どもたちのための行事を通じて、子育て世代と町会活動の関わりについて考えます。
参加料無料 対象：町会長、町会役員、青少年育成委員、子育て世代の人など５０名（先着順）
その他：ラジオ体操、ねぷた、もちつき、夏祭りの中から、町会で実施したい行事ごとにグループを組むため、申込時に希望を２つお知らせください。
問：１/２（火）までに、電話、ファクスまたはＥメール（町会・氏名・連絡先を記入）で、市民協働課（ＴＥＬ０１７２－４０-０３８４ ＦＡＸ０１７２－３５-７９５６ Ｅメール shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

剣道寒中稽古会（～２６日）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

６：３０～７：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：幼児～一般 内容：剣道の朝稽古 ※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
問：弘前剣道連盟 堀内さん（０９０-３３６２-７４６５）

弘前市青年交流会
～農業青年とのスイーツな出会い２０２０～

ホテルニューキャッスル 「麗峰の間」

１６：００～１９：００

農業青年とステキなひとときを過ごしませんか。 参加料：男性￥４，０００ 女性￥２，０００※要事前申込
対象：おおむね２５歳～５０歳の独身男女（男性は市内に居住する農業青年）男女各１５名 内容：農業青年と一緒に料理とスイーツを楽しむ交流パーティー
その他：男性は、スーツまたはジャケット着用でお越しください。参加女性には、りんごとりんごを使った焼き菓子をプレゼントします。
申込・問：１/１５（水）までに、市農業委員会事務局内 弘前市青年交流会実行委員会事務局（ＴＥＬ０１７２－４０-７１０４ Ｅメール：nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

お肉を使った料理教室

弘前医療福祉大学
１階 調理実習室

１０：００～１３：００ごろ

参加料無料 定員：２４名 持ち物：エプロン、三角きん、筆記用具
申込・問：往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、１/１１（土・必着）までに青森県食肉事業協同組合（〒０３０-０１１３ 青森市第二問屋町３丁目５の２５ ＴＥＬ０１７-７２９-８０７８）へ。
※はがき１枚で２人まで（必要事項は２人分記入を）。応募多数の場合は抽選で決定します。

歴史と伝統の里「鬼沢の旅」
鬼神社 しめ縄奉納 裸参り見学バスツアー

集合：弘前駅 城東口

集合：８：００

参加料：「見学のみコース」￥２，０００（税込）※しめ縄奉納裸参りの見学とお土産（お守り）のコース。
「見学＋昼食コース」￥４，０００（税込）※しめ縄奉納裸参りの見学と、裸参り祝賀会での昼食、お土産（お守り）のコース。 定員：先着２０名
コース行程：弘前駅城東口集合・バス出発（８：００～）→水垢離見学〈鬼神社〉（９：００～）→しめ縄奉納行列の見学（１０：００～）→見学のみコース終了／
見学＋昼食コースは裸参り祝賀会〈昼食〉（１１：００～）→見学＋昼食コース終了（１３：００～） ※自家用車による現地集合の場合は鬼沢地区コミュニティ消防センターに８：５０集合。
締切：１/１０（金)※定員になり次第締切 ※各見学場所等には貸し切りバスで移動します。※天候により一部のスケジュールが変更になる場合があります。
申込・問：チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえＦＡＸ送信か、お電話で、歴史と伝説の里「鬼沢の会」事務局 葛西さん、鳴海さん（ＴＥＬ０１７２－９８－２１４１ ＦＡＸ０１７２－９８－２１５３）へ。

弘前ジャズプレーヤーズサークル「ジャズ友」セッション

Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ

１９：００～

問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

Ｔｒｏｍｂｏｎｅ今井鈴海＆Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ甲田絢香
デュオコンサート

百石町展示館

開場１４：００ 開演１４：３０

入場料：￥１，５００※未就学児無料 チケット販売：さくらミュージック（０１７－２２８－１１７１）
問：甲田絢香さん（０８０－６０５５－４８０３）

ふたり ｈａｌｏｓ

Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ

ＯＰＥＮ１８：３０ ＳＴＡＲＴ１９：００

入場料￥２，０００（＋１ｄｒｉｎｋ）
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ Ｎｅｓｔ（ＴＥＬ０９０－６４５０－１７３０ Ｅメール：shoichi.narita@gmail.com）

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。

冬のトモロー塾（他２/２・９・２３日）

①岩木山百沢スキー場
②③岩木山総合公園

①１３：３０～１５：００
②１０：００～１４：００
③１０：００～１２：００

参加料：①②￥１，０００ ③￥２００※各自傷害保険に加入を。
定員：各５～２０名 内容：①スキー教室（１/２６、２/２） ②イグルー作り（２/９） ③親子でスノーシュー（２/２３）
※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：１/１４（火）９：００から各種開催日の７日前までに岩木山総合公園（ＴＥＬ０１７２－８３－２３１１ ＦＡＸ０１７２－８３－２６３５ Ｅメール：info@iwakisansportspark.com) へ。

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。今月の休日納税相談日は第４日曜日です。
この日は電話での相談や、市税などの納付もできます。※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、４０-７０３３）

まぢながサミットを開催します！

ヒロロ
３階 健康ホール

１４：００～１６：００

講話や交流を通じて自分にできる身近なまちづくりについて考えてみませんか。誰でも気軽に参加できるまちづくりフォーラムです！
参加料無料 定員：４０名程度（先着順） 内容：講話「まちづくりを始めたきっかけや活動を通しての課題、解決策、達成感など」
申込・問：１/１７（金）までに市民協働課（ＴＥＬ０１７２－４０-７１０８ ＦＡＸ０１７２－３５-７９５６ Eメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

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互いに話し合い、介護の知識を知ることができる場所です。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。
参加料無料※事前申込不要
問：青森県支部 弘前地域世話人 中畑年子さん（０１７２－４４－４９５９）※日中不在につき、１８：００以降にお願いします。

熊谷ヴァイオリン・ヴィオラ教室 発表会

百石町展示館

開場１２：３０ 開演１３：００

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第２４回 ＢＥＧＩＮコンサートツアー２０２０

弘前市民会館 大ホール

ＯＰＥＮ１６：１５ ＳＴＡＲＴ１７：００

「恋しくて」・「島人の宝」・「涙そうそう」・「三線の花」・「海の声」の名曲たちを持って、ＢＥＧＩＮが弘前に来ます！
チケット：一般（高校生以上）￥６，９００ 小中学生￥２，０００ ※未就学児童は、保護者１名につき、膝上観覧１名まで無料（座席が必要な場合はチケットをご購入ください。
未就学児童、小中学生チケットをお持ちのお客様は、ご入場の際、身分証明（保険証や学生証など）を確認させていただく場合がございます。当日はご用意の上、ご来場ください。
小学生、未就学児童のみでのご入場はできません。 プレイガイド：ローソンチケット（Ｌコード：２１９１０）、チケットぴあ（Ｐコード：１６８－１９９）、イープラス、弘前市民会館
問：Ｃｏｏｌｍｉｎｅ（０２２－７９６－８７００）

ヤナギサケビ ミニアルバム
「俺とあなたが出会えた確率」リリースツアー

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１７：００ ＳＴＡＲＴ１７：３０

チケット：前売￥１，５００ 当日￥２，０００※ドリンクチャージとして別途￥５５０
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

基礎から学ぶＬＧＢＴ

ヒロロ
４階 市民文化交流館ホール

１８：３０～２０：００

性的マイノリティの人たちはすぐそばにいます。どのような人たちで、何に困りがちなのかを学び、誰もが安心して暮らせるまちづくりについて考えます。
参加料無料 演題：私の「ふつう」はだれの「ふつう」？－性の多様性と人権 その他：託児を希望する人は、１/２３までに連絡を。
申込・問：１/２７（月）までに、電話かＥメールで企画課（０１７２－２６-６３４９ Ｅメール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp）へ。

農業者の皆さんへ青色申告研修会のお知らせ

弘前市民会館
１階 大会議室

１３：００～１６：３０

参加料無料 対象：市内農業者 内容：青色申告、収入保険のポイントについて（初心者向け） 持ち物：筆記用具、電卓
申込・問：１/２３（木）までに、農政課内 弘前市担い手育成総合支援協議会（０１７２－４０-０７６７）へ。

Ｅｎｊｏｙスノーウォーキング教室
（～２/２７の毎週木曜日）

金属町体育センター他市内

１０：００～１１：３０

参加料無料※各自傷害保険に加入を。 対象：市民１０名 内容：スノーシューを履き、市内をウォーキング
※飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。
申込・問：１/１５（水）必着で往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢（生年月日）・電話番号・教室名（希望コース）を記入の上、
金属町体育センター（〒０３６-８２４５ 金属町１の９、ＴＥＬ０１７２－８７-２４８２）へ。※家族や友人同士での参加ははがき1 枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。

弘前大学ＣＯＩヘルシーエイジング・イノベーションサミット

アートホテル弘前シティ プレミアホール

１３：００～１７：１５

短命県脱却と健康寿命の延伸に向けた研究成果を発表します。
参加料無料 定員：３００名（先着順）
申込・問：ファクスまたはＥメール（氏名・会社名または団体名・電話
番号を記入）で、弘前大学ＣＯＩ研究推進機構（ＦＡＸ０１７２－３９-５２０５ Ｅメール：coi_info@hirosaki-u.ac.jp）へ。

ＨＯＬＬＯＷＳ ＆ ｎｏｘｉｃ 「睦月を駆けるＴＯＵＲ」
ＨＯＬＬＯＷＳ ２ｎｄ ＥＰ ｢落ちるビー玉｣
ｎｏｘｉｃ ３ｒｄ ｄｅｍｏ ｢僕ら覚悟していよう｣

Ｍａｇ－Ｎｅｔ

ＯＰＥＮ１８:００ ＳＴＡＲＴ１８:１５

チケット：前売り￥１，５００ ※ドリンクチャージとして別途￥５５０
問：Ｍａｇ－Ｎｅｔ（０１７２－３８－１２３６）

月

火

水

木

金

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

土

日

木

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

金

※下記ツアー以外にもたくさんのコースがございます。
詳細は｢ひろさき街歩き｣ホームページ(http://machi-aruki.sakura.ne.jp)をご覧下さい。
※ツアーの参加はいずれも事前予約が必要です。 ※年末年始はお休みです。
◆申込・問：(公社)弘前観光コンベンション協会（ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１ 受付時間 平日９：００～１７：００）

津軽ひろさき街歩きツアー
日 曜日

通年

イベント名

集合時間・所要時間、集合場所・コース

ツアー内容・備考

お城が動いた！今しかみられない限定風景
【弘前城２時間１本勝負！】
（※さくらまつり期間中、９/２３、年末年始
３/２０・２１は休み）

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

※要予約：実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥１，０００（税込・弘前公園有料区域入場料含む）
・定員：毎回１０名（最少催行人員１名） ・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
弘前の観光スポットといえばご存じ、弘前城。
２０１５年には石垣修理工事に伴う天守の曳屋工事で「動く城」として世間を賑わせました。
東京ドーム約１０コ分の広大な城郭をいいとこどりでご案内します♪

みちのくの小京都 ぶらり歴史探訪
【五重塔と新寺町界隈めぐり】
（※９/２１～２３、年末年始、３/２０・２１は休み）

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

※要予約・実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥１，２００（税込）
・定員：毎回１０名（最少催行人員１名） ・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
弘前の歴史がたくさん詰まっている新寺町界隈には、東北一の美塔とされる五重塔をはじめ
津軽ならではのお庭など、見どころがたくさん！
ただ歩いただけじゃ気付かない古のロマンを体感してみてはいかが？

老いも若きも集まれ 街ぶらしたい女子達よ！
「弘前のメインストリート〈かっちゃ〉と歩く
土手町界隈ぶらぶら散歩」
※女子限定ツアー （カップルはOK！）
（※９/２３年末年始、３/２０・２１は休み）

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

※要予約・実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥２，０００（税込・施設入館料・おみやげ代含む）
・定員：１０名（最少催行人員１名） ・ガイド団体：弘前路地裏探偵団 チーム アパ・テ・ドラ
婦人探偵チームアパ・テ・ドラと歩く女子限定（カップルはＯＫ♪）の街歩きツアー。
教会や洋風建築が自然と生活圏内に溶け込む土手町界隈を
「どてぶら」しながら、独特の文化が薫るハイカラな街を体感♪

タクシーで巡る すてきな洋館とおいしいフレンチ
【ハイカラ洋館めぐりと「弘前フレンチ」】
（※各店舗定休日、さくら・ねぷた期間中、
年末年始はお休み）

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

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

タクシーで巡るレトロな洋館 ほっと一息ゆったり時間
【ハイカラ洋館めぐりとティータイム】
（※各店舗定休日、さくら・ねぷたりまつ期間中、
年末年始はお休み）

・１３：００～１６：００（ティータイムを含む３時間程度 タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）⇒日本聖公会弘前昇天教会
⇒百石町展示館⇒日本基督教団弘前教会
⇒カトリック弘前教会⇒旧第五十九銀行本店本館
⇒追手門広場⇒喫茶店

※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥５，０００（税込※タクシー代・喫茶代・施設入館料含む） ・定員：２名様より催行
・喫茶店：下記よりお選び下さい
「サロン・ド・カフェ アンジュ」 営業時間９：３０～１８：００ 休み：無休
「大正浪漫喫茶室」
営業時間９：００～１７：００ 休み：無休
「ブラッスリー・ル・キャッスル」 営業時間１１：００～２１：００ 休み：無休
海もないのに、弘前には明治時代の洋風建築物が。生活圏に溶け込む洋風建築を物識りタクシードライバーがご案内。
たっぷり洋館を堪能したあとは喫茶店自慢のスィーツを召し上がれ♪

津軽家ゆかりの古刹を訪ねて
【タクシーで巡る「古都ひろさき」と和料理満喫】
（※店舗定休日、さくら・ねぷたまつり期間中、
年末年始はお休み）

・１０：００～１３：００（食事時間を含む３時間程度 タクシー移動）
・コース行程：市内宿泊施設（集合場所）⇒石場家住宅⇒誓願寺
⇒革秀寺⇒長勝寺⇒最勝院五重塔⇒おまかせ料理 すゞめのお宿

※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥７，０００（税込）※タクシー代・お食事代・施設入館料含む
・定員：２名様より催行 ・ガイド団体：北星交通 ・お食事処：「おまかせ料理 すゞめのお宿」
弘前市の名所旧跡を物識りタクシードライバーがご案内し、弘前藩のルーツを巡ります。
往時に思いを馳せた後は、津軽の和食の名店、すゞめのお宿でちょっぴり贅沢な昼食を♪
古都ひろさきを大満喫できるスペシャルな旅を、どうぞご堪能ください。

弘前城の裏鬼門を守る地・お寺がずらり！
【禅林街界隈 寺町さんぽ】
（※９/２０～２３、年末年始、３/２０・２１はお休み）

・午前の部１０：００～１２：００（約２時間 徒歩散策）
・午後の部１３：３０～１５：３０（約２時間 徒歩散策）
・コース行程：弘前市立観光館（集合場所）⇒栄螺堂⇒長勝寺
⇒弘前天満宮⇒大阪屋⇒弘前市立観光館（解散場所）

※要予約：実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥１，０００（税込）
・定員：毎回１０名（最少催行人員１名） ・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
曹洞宗３３ヶ寺と杉並木がずらりと立ち並ぶ禅林街。厳かな雰囲気で、いるだけで不思議と心が落ち着きます。
有事の際は第２の城としての機能を併せ持っていたこの地。今も残る往時の町割が歴史を物語ります。

弘前の思い出形に残そう 一針ひと針に想いを込めて
【津軽の手しごと「こぎん刺し」体験とレトロ洋館散歩】
（※毎週日曜日、９/２３、年末年始、
３/２０・２１はお休み）

・１３：３０～１６：００
（約２時間３０分 こぎん刺し体験約１時間を含む）
コース行程：弘前市まちなか情報センター（集合場所）
⇒土手町界隈⇒一番町界隈⇒旧第五十九銀行本店本館（外観のみ）
⇒日本基督教団弘前教会⇒カトリック弘前教会
⇒しまや（手芸店・こぎん刺し体験）

※要予約：実施日の３日前まで ・参加料：お一人様￥２，５００（税込※こぎん刺し体験料含む）
・定員：１～１０名 ・ガイド団体：路地裏探偵団チームアパ・テ・ドラ
今ふたたび注目をあつめる津軽の工芸「こぎん刺し」の製作体験と中心地商店街の土手町界隈を散策するツアー。
明治大正時代に建てられら教会や洋風建築物と津軽の伝統を守りながら生活に息づく工芸品の数々・・・。
歴史と文化が薫る街並みとレトロかわいい弘前をご堪能ください。

あなたがつくる世界にひとつだけのＢＵＮＡＣＯ
【ブナコ製作体験 タクシ―プラン】

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

※要予約：実施日の１４日前まで ・参加料：お一人様￥１６，０００（税込※タクシー代、ブナコ製作体験代、飲食代を含む）
・定員：２名様より催行 ・ガイド団体：北星交通
いまや日本のインテリアブランドとなった「ブナコ」製品。生活に溶け込む多彩な商品が揃っていますが、
今回は使いやすいサイズの器づくりに挑戦です。
自身の手で生み出す造形の美しさとモノづくりの喜びを体験してみませんか？ＢＵＮＡＣＯ ＣＡＦÉでの飲食付きです。

目の前に広がる名場面！最先端技術で体感
【弘前公園スマートグラスガイドツアー】

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

・体験料お一人様￥１，０００ ・対象：中学生以上※保護者の同意があれば小学生以下の体験も可。 ・定員：１～２０名
※スマートグラス…装着することにより音声付映像や３６０度のパノラマ映像が楽しめるメガネ型の機器
・対応言語：日本語、英語、北京語、韓国語、タイ語、フランス語
※ご予約のお客様を優先しております。催行時間や所要時間等、左記以外でのご希望がございましたらお問い合わせ下さい。
今話題のスマートグラスを使って、弘前城の満開の桜や２０１５年に曳屋工事でお城が動いた様子を見てみませんか？
専門ガイド付きでご案内。目の前の風景と３６０°パノラマ映像を見比べながらの散策は必見です。
予約・申込：弘前市みどりの協会 藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）

お寺がずらり 英気を養うヒーリング体験
【禅林街界隈と座禅体験】
（※日時はお問い合わせください）

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

※要予約：実施日の７日前まで ・参加料：お一人様￥１，５００（税込※拝観料含む・記念品付）
・定員：２０名（最少催行人数２名） ・ガイド団体：弘前観光ボランティアガイドの会
曹洞宗３３ヶ寺がずらりと立ち並ぶ“禅林街”は出城の機能を併せ持った，津軽藩ゆかりの寺院やスポットがたくさん残る場所。
途中立ち寄る寺院で、心落ち着く座禅体験を。日常を忘れ、無我の境地に導かれて。

