
イベントピックアップ 令和 ５年 ２月 ２６日現在　まちなか情報センター調べ

日 曜日 イベント名 場所 時間 お問合せ先・備考

4 土
ＦMアップルウェーブ開局記念特別番組
アップルウェーブミュージックフェア　公開生放送

土手町コミュニティパーク １２：００～１６：００
マスク着用でご参加ください。　入場料無料
問：アップルウェーブ（０１７２－３８－０７８８）

第１５ 回自然環境学習会
ひろさき環境パートナーシップ ２１（ＨＥＰ２１）による
学習会

弘前市立観光館　多目的ホール １３：００～１６：００
参加料無料　　内容：「定点カメラが捉えただんぶり池の動物たち」、「弘前藩のカラス対策～烏打ちと烏移し」などの発表
問：ひろさき環境パートナーシップ２１自然環境グループ　白戸さん（０１７２－３４－７８３４）

ブランデュー弘前　サッカー教室 サッパドゥ弘前 １８：００～１９：３０

成長への近道はどれだけサッカーと向き合うか。この冬でライバルと差をつけよう。
本サッカー教室は、ブランデュー弘前ＦＣトップチームの現役選手がコーチを務め、
アジリティへと繋がる重要なトレーニングメニューでひとりひとりの可能性を広げます！
この冬ライバルに差をつけたい選手、サッカー選手を目指したい選手大歓迎です。ぜひご参加ください。
参加料：￥５００　定員：先着１５名　対象：現小学２～５年生
申込：チラシのＱＲコード、またはＨＰより専用フォームへアクセスし、お申し込みを。
問：ブランデュー弘前　スクール担当 黒部さん（ＴＥＬ０１７２－２６－６６０７　Ｅメール：bhfc.school2012@gmail.com）

19 日 ２０２３ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ Ｕｎｉ-ｄａｎｃｉｎｇ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ
全日本一輪車競技大会　舞台演技部門

弘前市民会館
開場１２：００　
開演１２：３０～　
終演１６：００

チケット料金（全席指定）：Ｓ席￥２，０００／Ａ席￥１，５００／Ｂ席￥１，０００
問：豊田児童センター内　ＡＬＬ　ＪＡＰＡＮ　ｕｎｉ－ｄａｎｃｉｎｇ　Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ実行委員会（０１７２－２７－７８２８）

26 日 第２３回青森県ちびっこ手踊り王座決定戦 弘前市民会館
開場９：１５
開演１０：００～　
終演１６：００

問：株式会社陸奥新報（０１７２－３４－３１１１）

弘前れんが倉庫美術館展示・イベント 弘前れんが倉庫美術館には駐車場はございません。公共交通機関をご利用いただくか、近隣駐車場をご利用ください。
       問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

日 曜日 イベント名 場所 時間 お問合せ先・備考

２０２２年度秋冬プログラム
「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
奈良美智展弘前２００２ー２００６ドキュメント展
　（第一期　～１２/２５、第二期　１/２～３/２１）

本展は、美術館になる前の煉瓦倉庫で開催された、
弘前市出身の現代美術家・奈良美智（１９５９－）による三度目の展覧会の軌跡を、
さまざまな資料、写真や映像で振り返ります。
　※展示している奈良美智さんのドローイング作品（線で描いた作品）が、１月から入れ替わります。
観覧料：一般￥１，３００(￥１，２００)　大学生・専門学校生￥１，０００（￥９００）※（）内は２０名様以上の団体料金　
　　※高校生以下の方、弘前市内の留学生の方、満６５歳以上の弘前市民の方、ひろさき多子家族応援パスポートをご持参の方、
　　　　障がいのある方と付添の方１名は無料。

ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＥＸＣＨＡＮＧＥ＃０５
「ナラヒロ」ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ
佐々木怜央
雪の様に降り積もる／２００６年の記憶から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～３/２１）

美術館になる前の煉瓦倉庫で三度開催された「奈良美智展」をきっかけに地域の人々にひらかれた創造性のひとつの形を、
展示によるアウトプットを通して紹介します。
佐々木怜央は、高校２年生の時、２００６年の展覧会「ＹＯＳＨＩＴＯＭＯ ＮＡＲＡ + ｇｒａｆ Ａ ｔｏ Ｚ」のボランティアに参加。
この経験が大きなきっかけとなり、アーティストの道へと進みました。
「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」の会場内で、ガラス素材を用いて制作する作家の現在の表現を紹介しています。

1 水 近藤親子Ａｒｔ展（～６日）
弘前れんが倉庫美術館　
市民ギャラリー

イラストを描きはじめたのは、６０代はじめの頃。
ふと描きたい衝動にかられ、子供時代のバレエの記憶か踊り子たちがつぎつぎと現れました。
この１０数年の間、作品数は形を変えながらも数百枚となりました。
現在、静岡県に在住ですが、生まれ故郷黒石に近い弘前ではじめての機会をいただくことになりました。
作品のコンセプトは、モダン、喜び、躍動と、少しでもみなさまのお目に留まれたらうれしい限りです。　
問：近藤親子さん（ＴＥＬ０９０－４１６５－５６２８　Ｅメール：kondouchicaco@gmail.com）

「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
関連プログラム
「もしもし、れんが倉庫で映画の上映は
できませんか？」（～４日）

弘前れんが倉庫美術館　
展示室／スタジオＢ

展覧会「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」に出展している写真家・細川葉子がスチールを担当した『もらとりあむタマ子』、
奈良美智が好きな映画の１本としてあげている『リンダ リンダ リンダ』を展示室内の特設会場で上映します。
２作品を監督した山下敦弘の初期を代表する『リアリズムの宿』の主人公たちの１７年後を描いた短編映画『ランブラーズ２』をスタジオで特別上映。
『もらとりあむタマ子』上映後は、山下敦弘と細川葉子によるトークも開催します。
　※事前申込優先
　※展示室での上映のため、音が聞き取りにくい場合がございます。あらかじめご了承ください。
チケット料金：●『リンダ　リンダ　リンダ』／『もらとりあむタマ子』…一般￥１，５００、Ｈ－ＭＯＣＡメンバーズ￥１，３００、高校生以下￥１，０００　
　　　　　　　　　●『ランブラーズ２』…￥５００ ※他２作品いずれかのチケット提示で無料　
内容：３/３（金）１８：３０～　『リンダ　リンダ　リンダ』　場所：展示室　定員：５０名　
　　　　３/４（土）１７：００～　『ランブラーズ２』　場所：スタジオＢ　定員：３０名　
　　　　３/４（土）１８：３０～　『もらとりあむタマ子』　場所：展示室　定員：５０名※上映後、トークあり　
申込：ＨＰよりお申し込みください。

「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
関連プログラム
細川葉子 写真小屋「箱をあけてみませんか？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他１７日）

美術館になる前の煉瓦倉庫で開催された２００６年の展覧会「ＹＯＳＨＩＴＯＭＯ ＮＡＲＡ ＋ｇｒａｆ Ａ ｔｏ Ｚ」では、奈良美智と、
クリエイティブ・ユニットｇｒａｆとの協働によって煉瓦倉庫内に４０以上の小屋が建ち並び、奈良作品や、奈良やｇｒａｆと関わりの深い
アーティストたちの展示が行われました。
カタログとドキュメントを撮影した写真家・細川葉子は当時の写真を素材として用い、建てられたそれぞれの小屋を小さな箱の中に再現し、
本展で展示しています。箱の中をのぞくと、ひとつひとつの空間の記憶へと誘われます。
会期中通常は触れることはできませんが、左記日時では特別にお手に取ってご覧いただけます。
事前申込不要。
　※参加には当日の展覧会チケットが必要です。※ご希望の方は、直接展示会場にお越しいただきその場にいるスタッフにお声がけください。

4 土
「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
関連プログラム　
ワークショップ「箱をつくってみませんか？」

　※申込受付は終了しました。
展覧会「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」に出展している写真家・細川葉子を講師に招き、
小箱をつくるワークショップを開催します。
小箱の蓋には参加者が貼りたい写真や絵を貼り付けて、ひとつだけのオリジナル小箱を作り上げます。※要事前申込

5 日
「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
関連プログラム
学芸スタッフによるギャラリーツアー（他１９日）

集合場所：１階受付前
１１：００～
３０分程度

弘前れんが倉庫美術館の学芸スタッフが展示解説を行うガイドツアーです。

17 金 永野雅子写真展　弘前「かすかな光」（～３/２１） ギャラリーまんなか １０：００～１７：００

弘前れんが倉庫美術館で開催中の展覧会「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」に
出展している写真家・永野雅子による写真展を中央弘前駅駅舎内のギャラリーで開催します。
　※弘前れんが倉庫美術館より徒歩約３分。　※専用駐車場がございませんので近隣の有料駐車場をご利用ください。
観覧料無料
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

18 土
「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
関連プログラム
クロージングトーク

弘前れんが倉庫美術館
ライブラリー

１４：００～１５：３０
（受付１３：３０～）

２００１年、横浜美術館を皮切りに奈良美智の個展「Ｉ　ＤＯＮ’Ｔ　ＭＩＮＤ，　ＩＦ　ＹＯＵ　ＦＯＲＧＥＴ　ＭＥ．」が全国を巡回しました。
全て新作で構成され、その後の奈良の国内での活動のひろがりの契機となった同展では、
当初の予定にはなかった吉野町煉瓦倉庫（現・弘前れんが倉庫美術館）が最終会場となりました。
本トークでは、横浜美術館で同展を担当した天野太郎氏、弘前での開催につなげた立木祥一郎氏、
トーク出演や執筆等で展覧会を支えた児島やよい氏をゲストに迎えます。
横浜での企画のはじまりから、弘前を含む全国巡回への経緯、当時の奈良の作品など、
「奈良美智展弘前」開催前夜についてたっぷりお話しいただきます。

参加料無料※事前予約優先　定員：５０名　申込：ＨＰよりお申し込みください。

20 月 おおはた雄一ＬＩＶＥ「夜の歌が聴こえる」弘前編
弘前れんが倉庫美術館
スタジオＢ

開場１８：３０　
開演１９：００

シンガー・ソングライターおおはた雄一によるアコースティックライブ。アコースティックギターで紡がれる弾き語りと、
ルーツ色溢れるスライドギターを得意とし、シンプルで豊かな音世界に拡がります。
チケット料金：￥３，０００　定員：４０名（全席自由）
プレイガイド：ＪＯＹーＰＯＰＳ、ＡＳＹＬＵＭ、またはＨＰより特設フォームへアクセスしてお申し込みを。

21 火祝
「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」
関連プログラム　
夜のロック部ｉｎナイトミュージアム

弘前れんが倉庫美術館
展示室

開場１７：３０　
開演１８：００　
終演予定２０：００

　※申込受付は終了しました。
本展最終日は、特別に夜間開館を実施します。館内のとある場所から展示室に向けて一夜限りの“ラジオ番組”を生放送。
展覧会を鑑賞しながら、ディスクジョッキー・奈良美智のトークと選曲した音楽をお楽しみいただきます。※要事前申込（抽選）

建築ガイドツアー（毎月 第３土曜日）
館内を巡りながら建物の歴史や見どころについて当館スタッフが解説します。
参加料無料　 定員：１０名（当日先着順）　その他：新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため、ガイドマイクを使用します。

3 金
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「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」展示室２
　　　　　　　　　　　　　　　　　（「細川葉子 写真小屋」内）
１５：００～１６：００

集合場所：１階受付前
１１：００～（開始時間１０分前より受付）

弘前れんが倉庫美術館　スタジオＡ
午前の回１０：００～１１：３０
午後の回１３：００～１４：３０
（各回１０分前より受付開始）

18 土

弘前れんが倉庫美術館
９：００～１７：００
（入場は１６：３０まで）

※新型コロナウイルス感染防止のため掲載イベントが開催中止になる可能性、

または、 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、主催者にあらかじめご確認の上

お出かけくださいますようお願い申し上げます



3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 お問合せ先・備考

お殿様・お姫様衣装着付け体験
　　　　　　　　　　　　（～３/３１）※当面の間お休み※

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
※新型コロナウィルス感染予防と拡大防止のため当面の間お休みします。
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

弘前公園スマートグラスガイドツアー

最新のデジタル技術（スマートグラス）を利用した７０分間のガイドツアーです。 
スタート地点の藤田記念庭園でツアー概要やスマートグラスの操作方法の確認を していただいた後、
各ポイントでスマートグラスを利用しながら弘前公園を楽しめます。
体験料：￥１，０００※前日までに申し込みが必要　対象：中学生以上（保護者の同意があれば小学生以下も可）
対応言語：日本語、英語、韓国語、中国語、タイ語、フランス語

問：藤田記念庭園（ＴＥＬ０１７２－３７－５５２５、ＨＰ：http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/stguide.html）

郷土文学館 第４６回企画展
「追憶と郷愁の詩人　一戸謙三」（～３/２１）

弘前市出身の一戸謙三（１８９９〈明治３２〉年～１９７９〈昭和５４〉年）は、ヨーロッパ近代詩の影響を受けた自由詩、津軽方言詩、
定型四行詩「聯（れん）」など、広く実作・評論などに取り組み、若い詩人らの指導にもあたりました。
『津軽方言詩集 ねぷた』（１９３６〈昭和 １１〉年）でその名を知られる謙三ですが、長く書き続けた抒情詩（じょじょうし）もまた
優れた魅力を持つものです。本展は、その抒情詩の魅力に光を当てるとともに、長い詩歴の変遷を読み解き、
一戸謙三の詩業の真価にあらためて迫ろうとするものです。　
入館料：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／あおもり県民カレッジ単位認定講座。

問： 弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

冬の企画展「岩木山と岩木川」（～３/２６） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

津軽の人々の拠りどころで青森県最高峰の岩木山、白神山地を源とし津軽平野を縦貫する岩木川。
津軽人にとって歴史的・精神的に大切な山と川について紹介します。　
観覧料：一般￥３００　高校・大学生￥１５０　小・中学生￥１００　
    ※市立博物館との共通券もあります。詳しくは歴史館または博物館へ。
    ※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。　
休館日：３/２０（月）　
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

特別企画展２「サルバドール・ダリ」（～３/２６） 弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

サルバドール・ダリ（１９０４～８９）は、スペインが生んだ２０世紀を代表する最も多才な画家です。
１９３０年代はパリを中心に、理性や道徳などの固定観念にとらわれない表現を追い求める
シュルレアリスム（超現実主義）という芸術運動が盛んで、幼い頃から芸術家を志したダリもこの運動に加わりました。
画家として活動するだけでなく、映画や演劇、ファッションなどの分野にも積極的に参画するなど、
ダリは芸術と芸術家のあり方を変革した、まさに現代美術の先駆者のひとりです。
本展では、その大胆かつ奇抜な発想と卓越した描写力で超現実的な世界観が描かれた版画作品を中心に、彫刻や写真などを展示。
ダリの新たな一面を発見できる展覧会をぜひご覧ください。

特別企画展観覧料：一般：¥８００(¥６００)　大学生・高校生：¥４００(¥３００）中学生・小学生：¥２００（¥１００）
　　　　　　　　　　　　 ※（ ）内は２０名以上の団体料金※６５歳以上の弘前市民、市内の小中学生、市内の障がい者、市内の留学生は無料です。
　　　　　　　　　　　　 ※期間中、高岡の森弘前藩歴史館との共通券は使用不可。
併設常設展「ひろさきの歴史と文化 ～原始から近現代へ～」
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

役員によるミニ作品展（～３/３１） 北門ギャラリー 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

全国アップルパイデジタルスタンプラリー（～４/３０） 市内参加店舗ほか

個性豊かでオリジナル性溢れるアップルパイを提供している１４店舗を回り、アップルパイを食べるとスマホでスタンプゲット。
スマホでスタンプを３つ集めると抽選で日本パイ倶楽部オリジナルトートバッグが１００名様に当たる
パイ好きにはたまらない楽しいイベントとなっています！
アプリダウンロードは不要で、各店舗にあるＱＲを読み込むだけ！どなたでも簡単にご参加いただけます。
　※スタンプは１店舗につき１回まで。※２/１（水）～４/３０（日）の期間中、何度でも参加可能です。
　※参加店舗等、イベント詳細はＨＰ（https://pie-japan.com/information/applepie_stamp_tally/）をご参照ください。
●市内参加店舗
　・ＣＡＦＥ＆ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＢＲＩＣＫ（弘前れんが倉庫美術館カフェ・ショップ棟）
　・アンジェリック弘前店

問：一般財団法人 日本パイ文化財団 運営事務局　大西さん（０６－６３０５－５７９０）

スポット企画展　現在活躍中の作家展（～４/１３） 弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００
入館は１６：００まで

本展では、現在活躍中の県内出身作家・文筆家の著作などを紹介します。
観覧料：一般￥１００、小・中学生￥５０
　※市内の６５歳以上、小・中学生、留学生、市内外の障がいのある方、ひろさき多子家族家族応援パスポート持参の方は無料。
　※企画展展示入れ替えのため、３/２２（水）～３/３１（金）は休館。
問：弘前市立郷土文学館（ＴＥＬ０１７２－３７－５５０５　ＦＡＸ０１７２－３６－８３６０　Ｅメール：kyoudo@city.hirosaki.lg.jp）

こころの健康づくりに関する展示（～３/１５）
弘前図書館
１階　ロビー

★９：３０～１９：００
土日祝は１７：００まで

３月は、卒業や入学準備、就職などによる環境の変化で、体調やこころの調子を崩しがちになります。
この時期に合わせて、こころの健康づくりに関するポスターを展示します。
テーマ：生きづらさを抱えるあなたへ～こころの健康を守るポイント～
内容：ポスターの展示、相談先やこころの健康づくりに関するリーフレット等の設置、こころの健康づくりに関する書籍の紹介
問：弘前市保健センター内　健康増進課（０１７２－３７－３７５０）

弘前城跡史跡指定７０周年記念写真展（～５/２８）

弘前城跡は、１９５２（昭和２７）年に国の史跡に指定され、令和４年度に史跡指定７０周年を迎えました。
これを記念し、史跡指定当時の写真のほか、近年行われている整備の様子を紹介する写真展を開催します。
観覧料無料※ただし入館料が必要。
問：文化財課（０１７２－８２－１６４２）

令和４年度「協働によるまちづくり川柳」作品展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～３/２）

協働によるまちづくりのさらなる推進のために募集した「協働によるまちづくり川柳」の選考結果発表と作品展です。
市内外から集まった１７１点の力作をご覧ください。
問：市民協働課　協働推進係（０１７２－４０－７１０８）

「協働によるまちづくり　学生ジャーナリスト
　Ｎｏ．１決定戦２０２２」パネル展（～３/２）

市のまちづくりの主体に位置付けられている「学生」のまちづくりへの参加促進、
市内で行われているさまざまなまちづくりを幅広くＰＲすることを目的に募集した「学生ジャーナリストＮｏ．１決定戦２０２２」の作品展です。
学生ならではの視点で取材した、すてきな活動の紹介記事をご覧ください。
問：市民協働課　協働推進係（０１７２－４０－７１０８）

星耕硝子 個展　“冬の星耕硝子２０２３”（～３/６） ＴＨＥ　ＳＴＡＢＬＥＳ ★１１：００～１８：００

今回は定番作品とともに星耕硝子といえばまず名前の挙がる蓋物にクローズアップし、様々ないろ・かたちを紹介します。
冬の優しい光のなか、ぜひご覧ください。
火・水曜日は定休
問：ＴＨＥ　ＳＴＡＢＬＥＳ（０１７２－３３－９２２５）

青森の和ハーブ
 ～身近な植物を活かす～（～３/１２）

鳴海要記念陶房館 ★９：００～１６：００
青森県内で見られる和ハーブのパネル展示をメインに物品展示を行う。　
休館日：３/７（火）
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

郷土文学館　第１１回文学忌（～３/５）

郷土の小説家・今官一に関するロビー展示を行います。
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。
●３/１（水）　忌日は観覧料無料。
　　２階ラウンジで弘前文学会・後藤隆さんによる講話、林元恵美子さんによる朗読があります。（１０：００～）
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

あねっこ「ひなまつりと手芸展」（～３/３）

嵯峨寛之書道作品展（～３/３）

ロビー展　自然風景＆星景写真展（～３/３） みちのく銀行 松森町支店
　９：００～１１：３０／
１２：３０～１５：００
※土日祝日を除く

全日本写真連盟会員の工藤亮裕さんによる、津軽地域の四季や暮らしを捉えた写真６点や、今年度の鶴の舞橋コンテスト入賞作品などが並ぶ。　
問：工藤さん（０９０－７１７５－４４９１）

お雛様展（～３/３） ギャラリー芭蕉 ★１０：００～１７：００ 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～３/２０）
イトーヨーカドー弘前店
５階・７階

★９：００～２０：００
５階：実用書道、美しい文字を書こう、月一書道、オルゴナイト
７階：人物画＆絵画基礎、やさしい絵画、日曜絵画教室
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

企画展「石器からみる縄文のくらし」（～３/２６） 旧弘前市立図書館
２階　展示コーナー

９：００～１７：００
市内の遺跡から出土した遺物を展示するとともに、石器の種類や使われ方、素材の種類などについてパネルで解説します。
入場料無料
問：文化財課（０１７２－８２－１６４２）

冬のお抹茶点て体験（～４/９） 藤田記念庭園　和館
１０：００～１５：００
所要時間２０分程度

流派を気にせず、抹茶を点ててみませんか。
点て終わった後は、雪景色を眺めながら抹茶と季節の和菓子で一服。茶道に関する簡単なガイド付きです。
体験料：￥１，０００
※前日までに電話で予約を。ただし、当日でも空きがあれば体験可能。小学生未満は保護者同伴の場合のみ体験可能。
申込・問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）★９：００～１７：００

旧第五十九銀行本店　本館　１階　営業室
９：３０～１６：３０
※さくらまつり期間中（４/２１～５/５）は１８：００まで
※毎週火曜日は休館、さくらまつり期間中は無休。

ヒロロ　
３階　大町側エスカレーター付近

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

★８：３０～２１：００

２/１７
（金）

R４．
４/１
（金）

１/１
（日）

１/２
（月振）

２/２７
（月）

２/２３
（木祝）

冬のＭｕｓｅｕｍ　５館巡りスタンプラリー

２/１
（水）

１/１４
（土）

１/１９
（木）

２/１６
（木）

藤田記念庭園～追手門～南内門～城下橋～
弘前城天守～本丸展望所～武徳殿
①１０：３０～②１４：００～（所要時間７０分）

通年

弘前市立郷土文学館
９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

市立博物館、高岡の森弘前藩歴史館、郷土文学館、鳴海要記念陶房館、弘前れんが倉庫美術館の５館にある
来館記念スタンプをそろえて応募すると、抽選で商品が当たります。
　●応募方法
　　各館で、観覧手続き後に備え付けの専用台紙へスタンプを押し、５館全てそろったらいずれかの施設の窓口でご応募ください。
　●賞品
　　特賞：米（青天の霹靂）５ｋｇ…１人
　　Ａ賞：招待券引換券（令和５年度内に１回利用可※鳴海要記念陶房館は除く）…２２人
　　　　　　〈市立博物館特別企画展＝２人、それ以外＝各館５人〉
　　Ｂ賞：図録等…７人
　　　　　　〈鳴海要記念陶房館〈絵はがきセット〉＝３人、それ以外＝各館１名〉
　　Wチャンス賞：絵はがきまたはクリアファイル等…２０人（各賞の落選者から再抽選）
　●当選発表など
　　抽選は３～５月に行い、当選者の発表は賞品の発想をもって代えさせていただきます。
※イベント詳細は広報ひろさき２０２３．１/１５号の表紙をご参照ください。

問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

（～３/２１）
・弘前市立郷土文学館
・弘前れんが倉庫美術館

（～３/２６）
・弘前市立博物館
・高岡の森弘前藩歴史館
・鳴海要記念陶房館



3月のイベント情報 ★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 お問合せ先・備考

1 水 ２０２３【兎と人】展（～７日） ギャラリーまんなか １１：００～１７：００
小山莉奈、引敷林さやかの初めての２人展開催のお知らせです。頑張って描いたので、ぜひ見に来てください！！
観覧料無料
問：インスタグラム（sayarina_coten）

シルクロード・ペルシャ絨毯展（～７日）
さくら野弘前店
３階　催事場

１０：００～１８：３０
最終日は１６：００閉場

問：さくら野弘前店（０１７２－２６－１１２０）

りんご栽培講座（～３日） 広報ひろさき２０２３．２/１号　２１Ｐ参照　
申込・問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

求人説明会・ミニ面接会（他１０日） ヒロロ　
４階　市民文化交流館ホール

各日
１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

定員：各日２０名　対象：求職中のどなたでも。　
託児：無料※３/３分は３/１（水）１６：００まで、３/１０分は３/８（水）１６：００までに要事前申込。※託児対象は生後６ヶ月～就学前まで。　
内容：【各日】●前半（１３：３０～）求人説明会…人事担当者がプレゼンテーション形式で説明します。　
　　　　　　　　　●後半（説明会終了後～）ミニ面接会…説明会終了後に、お申込みにより人事担当者と個人面談を実施します。　
持ち物：ハローワーク受付表。雇用保険受給者の方は、求職実績活動に該当しますので、雇用保険受給資格者証等、関係書類をご持参ください。　
参加事業所：【３日】特定非営利活動法人　ｔｅａｍ．Ｓｔｅｐ　ｂｙ　ｓｔｅｐ／佐藤製菓／株式会社国際パトロール 青森支店弘前営業所／
　　　　　　　　　　　　　　株式会社トスネット北東北 弘前営業所　
　　　　　　　　【１０日】株式会社 土屋／株式会社ツクイ東北圏／津軽りんご加工センター／青森綜合警備保障株式会社／社会福祉法人千年会
申込：当日までに、チラシ裏面下部の申込書でお申し込みください。
　　　　※正式に応募する場合は、ハローワーク紹介状・履歴書をご持参ください。
　　　　※事前にハローワーク（又は弘前就労支援センター）で求職登録いただくと、スムーズに個人面談を受けることができます。　
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）

友部正人　ソロ２０２３ ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ
開場１８：３０　
開演１９：００

チケット料金：前売￥３，５００／当日￥４，０００※ドリンクチャージとして別途￥６００　
問：ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ（０１７２－２６－６９６８）

ｒｉｅ　ｓｈｉｋｉｙａ　ｃｎｒ　ｂｙ　ｃｈａｈａｔ（～１３日）
ＴＨＥ　ＳＴＡＢＬＥＳ
※火・水曜定休
　祝日・会期中は営業

★１１：００～１８：００

インド・タイ・ネパールなどのアジアの国から集められたビーズをアクセサリーに仕立てるシキヤリエさん。
会期中は普段はご覧いただけないアンティークビーズを使ったネックレスやブレスレットなども様々ご覧いただけます。
ほか、前回も好評だったインドの普段使いの布もご紹介予定です。
新しい季節のはじまりに色とりどりのカラフルなアクセサリーをお楽しみください。　
問：ＴＨＥ　ＳＴＡＢＬＥＳ（０１７２－３３－９２２５）

津軽塗後継者育成研修事業成果発表会（～５日） 藤田記念庭園　匠館　
２階ギャラリー

１０：００～１６：００
最終日は１５：００まで

「２年ぶりの一般公開」研修作品・四技法の工程見本等の展示。
入場料無料※一部販売もあり。　
問：青森県漆器協同組合連合会事務局（０１７２－３５－３６２９）

ペイントプラスのワークショップ　ミニ黒板作り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他１１・１８・２５日）

ペイントプラス

①９：００～
②１０：３０～
③１３：３０～
④１５：００～

ミニ黒板づくりを行います。※準備等ございますので、事前のご予約をお願いします。
参加料：￥７７０／１人（１人一枚）　定員：各時間帯２組限定
対象：幼児（３歳）～大人まで※釘やビスなども使用しますので、未成年の方は保護者同伴にてお願いいたします。
申込：チラシのＱＲコード、またはＨＰより申込フォームにアクセスいただくか、お電話にてお申し込みください。
問：ペイントプラス（ＴＥＬ０１７２－３４－９２９２　ＦＡＸ０１７２－３４－９２８２　ＨＰ：https://www.paintplus-aomori.com/）

電動ラジコンカーお試し走行会〈第２回〉 弘前市立堀越公民館　集会室 １０：００～２０：００

電動ラジコンカーの操縦が趣味の皆さんが屋内でお気軽に走行を楽しむ集いです。
トイラジコンなどでも走れます。走行を体験してみたいひとに向けて、無料で走れるラジコンカーも用意します。
途中参加、早退、見学自由。　
参加料：￥５００※体験走行は無料　申込：当日受付にて。　
問：葛西さん（ＨＰ：http://nrc2014hirosaki.blog.fc2.com/）

認定ＮＰＯ法人あおもりいのちの電話 公開講演会　
「それでも」生きる意味はある

ヒロロ　
４階　市民文化交流館ホール、
またはＺｏｏｍによるオンライン

１３：３０～１５：００
（開場１３：００）

参加料無料　定員：会場８０名・ＷＥＢ１００名（いずれも申込順）　
申込：１．参加方法（会場またはＺｏｏｍ）　２．氏名 　３．メールアドレスをご記入の上、
　　　　申込専用メールアドレス〈aomori.inochi@gmail.com〉へ送信してください。
　　　　※申込後こちらから受付状況を送信致します。しばらくたっても返信がない場合は問い合わせ先までご連絡ください。
　　　　※Ｚｏｏｍによる参加ご希望の方は申込後こちらからミーティングＩＤおよびパスワードをお知らせ致します。　
問：認定ＮＰＯ法人あおもりいのちの電話（０１７２－３８－４３４３）

ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏアートのたまご　ワークショップ
「たまごで台湾カステラ＋イースターエッグ」（～５日）

広報ひろさき２０２３．２/１号　１６Ｐ参照　
問：アートワールドひろさき　出〈いで〉さん（０１７２－３９－３３８３）

春の庭木の剪定講習会 緑の相談所 １３：３０～１５：３０
参加料無料※要事前申込　
申込・問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

令和４年度 第２回歴史館講座 高岡の森弘前藩歴史館 １４：００～１５：００

参加料無料※ただし観覧料が必要　定員：２０名※要事前申込、先着順　テーマ：霊峰岩木山への祈り　
【無料送迎バス】
　弘前市立観光館バスプール～歴史館の間で送迎バスを運行します。※定員２０名・要事前申込
　行き…バスプール発１３：１０／帰り…歴史館発１５：４５　
申込・問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

青森産カシスリーフティー試飲会＆特別セミナー
「カシスが秘める新たな保健機能」／
カシスリーフの魅力発見ワークショップ

ナチュロロジーハウス １３：３０～１６：００

青森の身近なスーパーフルーツ カシスの「葉っぱ」に注目！
近年、果実の機能性がどんどん明らかに。そして「葉」に注目した研究も始まり、今回特別セミナーも実施。
試飲会やワークショップで、楽しみながら、「葉っぱ」の活用法、その可能性を探ってみませんか？一緒にカシスの新しい魅力を発見しましょう！　
参加料無料※ハーブティーのお土産付き　定員：１０名　
タイムスケジュール：１３：３０～カシスリーフティー試飲会　
　　　　　　　　　　　　　　１４：００～特別セミナー「カシスが秘める新たな保健機能」　
　　　　　　　　　　　　　　１５：００～カシスリーフの魅力発見ワークショップ
申込：ナチュロロジーハウス店頭、または（株）プランツプラネット　境さん（sakai@plantsplanet.jp）まで。　
問：ナチュロロジーハウス（ＨＰ：https://naturologyhouse.com/）

Ｐａｇｅ　Ｏｎｅ　Ｌｉｖｅ＆Ｓｅｓｓｉｏｎ Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ １９：００～２１：００
ページワンのライブと熱いセッションが楽しめます。　
ライブチャージ ：￥５００（オーダー別）　
問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

フォーラム「散在地域の多文化共生と
日本語指導の充実に向けて」

弘前大学教育学部　
２階　大教室、
またはＺｏｏｍによるオンライン

１３：００～１６：３０

弘前大学では、外国人散在地域の大学として、２０２０年度から２０２２年度にわたり
文部科学省委託事業「多文化共生に向けた日本語指導の充実に関する調査研究」に実践的に取り組んでまいりました。
当調査研究のまとめとして、フォーラム「散在地域の多文化共生と日本語指導の充実に向けて」を開催します。
参加料無料　定員：対面８０名　オンライン４８０名　
対象：教育関係者、地域支援者、学生、市民など　青森県など散在地域の「多文化共生の学校づくり」や「日本語指導の充実」に関心のある方。　
内容：●１３：００　開会挨拶
　　　　●１３：２０　報告「３年間の取組の概要と青森県版外国につながる子どもの教育支援ガイドブック紹介」
　　　　●１４：２０　休憩　
　　　　●１４：３０　パネルディスカッション「散在地域での日本語指導の充実と多文化共生の学校づくり」　
　　　　●１６：３０　閉会挨拶
申込：２月末日までに、チラシのＱＲコード、またはＨＰより対面・オンラインのいずれかのフォームにアクセスし、入力・送信のこと。　
問：弘前大学教育学部 多文化リソースルーム（ＴＥＬ・ＦＡＸ０１７２－３９－３４５４　Ｅメール：tabunka3454@hirosaki-u.ac.jp）
　　※１０：００～１４：００

葛西愛子サクソフォンリサイタル２０２３ 喫茶れもん 開場１３：３０　
開演１４：００

希望の春を待つ　サクソフォンの響き。
入場料：￥１，０００（１ドリンク付き）　定員：３０名※要事前申込、先着順　
申込・問：チラシのＱＲコードから、またはお電話で、喫茶れもん（０１７２－３３－９３５９）へ。

３月のおたのしみおはなし会（他１１・１８・２５日） 広報ひろさき　２０２３．２/１５号　１０Ｐ参照　
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

「解決の糸口を見つけに行こう！」相談会
ヒロロ　
３階　多世代交流室Ａ・Ｂ

１０：００～１６：００
広報ひろさき　２０２３．２/１５号　１４Ｐ参照　　申込：予約電話番号（０１２０－１０２－３５４）　
問：消費者信用生活協同組合弘前事務所（０１７２－５５－７７９５）

女性のための女性司法書士による無料法律相談会 電話による相談 １０：００～１６：００
広報ひろさき　２０２３．２/１５号　１４Ｐ参照　　相談電話番号：０１７－７５２－０４４０（当日のみ）　
問：青森県司法書士会（０１７－７７６－８３９８）

令和四年度 弘前大学書道部　卒業展覧会（～６日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

我の絵馬コンテスト（～２１日） ギャラリーあねっこ ★９：００～１７：００ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

まちまちアーツポリネーション展　津軽（～５日） 弘前オランド　ギャラリー
１０：００～１７：００
（入場は１６：３０まで）

弘前図書館　１階　閲覧室おはなしコーナー
【４・１８日】１１：００～　【１１・２５日】１４：００～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各回３０分程度

百石町展示館
１０：００～１８：００（最終日は１７：００まで）

2 木

3 金

4 土

りんご公園　りんごの家  ２階　研修室・園地
１０：００～１２：００／１３：３０～１５：３０
※２日間で１セットの講座

弘前大学教育学部　
【４日】調理実習室／【５日】美術制作室
１０：００～１２：３０／１４：００～１６：３０
※午前・午後のどちらかを選択

津軽と南部をつなげてみよう！
青森県の西と東に位置する津軽と南部は、文化も方言も違いがあるとよくいわれます。そんな離れたふたつの地域に、実は同じ名前の町がありました。
それは「百石町」。弘前市にあるのは百石町（ひゃっこくまち）、現おいらせ町にあるのは百石町（ももいしちょう）。同じだけど違うまち。
本展はまちを起点に、私たちが生活する地域を見つめ直す試みです。それぞれ、津軽、南部、東京で活動する３名のアーティストが作品の
展示やワークショップを実施します。まちとまちとのポリネーション（花粉勾配）を一緒に体験してみませんか？
入場料無料※ワークショップには別途参加費がかかります。
内容：津軽、南部、東京で活動するアーティスト３名の作品展示およびワークショップ。
【ワークショップ】
　　●百石町アートさくひんをつくろう☆　４日（土）１０：３０～１２：００
　　　　津軽と南部２つの「百石町」をモチーフに、アート作品をつくります。
　　　　何を作るかはおたのしみ！ワークショップ終了後は、合同作品として会場に展示します。
　　　　参加費¥５００※要事前予約　対象：３～１０歳くらい　定員：１０名　持ち物：なし（汚れてもいい服装でご参加ください）
　　●ピープショーをつくろう！　４日（土）１３：００～１６：００
　　　　ピープショーとは、遠近法とのぞき穴レンズ効果を利用した、中に描かれた絵が浮き出る不思議な紙製おもちゃ。
　　　　ピープショーの歴史のレクチャーと、オリジナルのピープショー製作を行います。
　　　　参加費¥２，０００※要事前予約　対象：小学生高学年から大人まで　定員：８名　
　　　　持ち物：写真や雑誌の切り抜き、シールなどコラージュしたい素材（９２×１０６ｍｍ四面構成の作品を製作予定）※簡単な画材はご用意します。
　　●動いていい写真館　４日（土）、５日（日）１１：００～１６：００
　　　　動と静の間。ヒトはつねに振動している。時間が重なり、動きをたのしむ写真を撮影します。展示会場内に設置した機材・簡易スタジオセットで
　　　　写真撮影ができます。お一人でも、グループでもご参加できます。撮影はアーティストがサポートします。
　　　　参加費：１名¥１，０００（データのみお渡し）※一組５分程度※事前申込不要・先着順（随時受付）
　※申込は弘前市ＨＰ、チラシ裏面のＱRコードから。※南部での開催は３/１８（土）、１９（日）
問：ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＡＩＲ〈弘前エア〉（Ｅメール：hirosakiair@gmail.com）



3月のイベント情報 ★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 お問合せ先・備考

２０２３年アンサンブルパーティー
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

開演９：５０～
今年もアンサンブルのピアノ演奏のアンサンブルパーティーを開催いたします。
問：さくらミュージック（０１７２－２８－１１７１）

めざせ！すてきなパパ＆おじいちゃん　
新米パパ・新米おじいちゃん応援講座

弘前市総合学習センター　
２階　集会室

１３：００～１５：００
広報ひろさき　２０２３．２/１５号　１０Ｐ参照　申込締切：３/４（土）必着　
申込・問：弘前市立中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

岩木山ウィンターフェスティバル２０２３ 岩木青少年スポーツセンター １０：００～１５：００
広報ひろさき　２０２３．２/１５号　１０Ｐ参照　
問：スポーツ振興課内　岩木山スキーフェスティバル実行委員会（０１７２－４０－７１１５）

春のコピバン祭り ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ
ＯＰＥＮ　１６：３０　
ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット料金：前売￥１，４００／当日￥１，９００※ドリンクチャージとして別途￥６００　
問：ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ（０１７２－２６－６９６８）

Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｔｉｍｅ Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ 開場１３：３０　
開演１４：００

２０代のクラスと子どもたちでハワイアンな時間をお届けします。寒い冬にあたたかい時間を届けられたら嬉しいです。　
チケット料金：￥２，０００（小学生以下￥１，０００）＋１ドリンク付き。　
問：Ｒｏｂｂｉｎ’ｓ　Ｎｅｓｔ（０９０－６４５０－１７３０）

パパママカフェ
「パパママ子どもの個性に合った子育て」

ヒロロ　
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００

イヤイヤが激しい子もいれば、あまり激しくなくいう事を聞くタイプの子もいます。わが子が生まれながらに持っている個性は、どんな個性でしょう？
子どもの個性を知らずに育てていて、親も子どもも苦しくなっていることは少なくありません。子どもも、ママも、パパも、それぞれ
生まれながらに持っている個性があります。子どもの個性を知って、その子に合った関わりが出来るようになると、子育てはグッと楽になります。
ママパパ自身の個性を知ると、無理のない形で子育てをしやすくなります。
今回は、それぞれが生まれながらに持っている個性、その個性に合った関わり方をお伝えします。
また、イヤイヤ期の子どもに何が起こっているのか？どうしたらいいか？もお伝えします。
定員：２０名　託児：１５名　対象：どなたでも　
申込・問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

子育てが楽しくなるパパママ学習会
笑顔の子育ての秘訣が身につく
「働いてたって出来る！子育て中のママが生活に
ゆとりを生み出す時間の使い方」

ヒロロ　
３階　多世代交流室１

１３：３０～１５：３０

あの人も、私と同じワーママなのに、何でゆとりがあるんだろう？みんな毎日どうやって生活しているの？朝は？帰宅後は？週末は？
普段ママ友と話しているだけじゃ分からない、お互いの時間の使い方をたくさんのママとシェアする事からの気付きと共に、
「生活にゆとりを生み出すための秘訣」をお伝えします。※お子様と一緒の受講も可能。
参加料￥５００
【託児について】
　別室にて１５名までの託児の有料サービスもございます。詳しくは駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）へお問い合わせください。
申込・問：チラシのＱＲコードから、または
　　　　　　　お名前、参加者数、お子さんの年齢をご記入のうえ、参加希望の旨を〈kosodate.c.hirosaki@gmail.com〉まで送信ください。

市民ボランティアによるパソコン講座（他１２・１９日） 弘前市総合学習センター
各日
１０：００～１ ５：００

広報ひろさき　２０２３．２/１号　２０Ｐ参照　
申込・問：弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００）

春の文化芸能祭 岩木文化センター　あそべーる
１２：００～
（開場１１：３０～）

広報ひろさき　２０２３．２/１号　１８Ｐ参照　
問：岩木文化協会　長谷川さん（０９０－４６３８－４３２２）

親子のための日本語ミニ講座
「幸せになる ことばづかい」
愛が伝わることばづかいを考える

ヒロロ　
３階　多世代交流室Ｄ

１０：３０～１２：００
イギリスの親子の会話を参考に、親子や友達間で気持ちを心地よく伝えられるように、日本語のコミュニケーションを親子で考える講座を開催します。　
参加料無料　定員：先着５組程度　対象：小学３・４年生のお子さんとその保護者　
申込・問：一般社団法人国際にほんご教育センター（ＴＥＬ０１７２－３８－７７０７　Ｅメール：i.nihongo.e.c@ijec.jp）

お岩木山自然農園　中原さんの重ね煮教室 ナチュロロジーハウス １０：００～１４：００

参加料：おひとりさま￥４，５００（税込）　※小学生以下のお子様無料　※重ね煮・ごはん・みそ汁のランチ実食付き　
持ち物：包丁、まな板、エプロン、布巾２枚、お持ち帰り用の小さいタッパー３つ、楽しむ心※マイ包丁のご持参歓迎します。　
申込・問：電話、Ｅメール、インスタグラムＤＭのいずれかにて、お名前とご連絡先、お電話番号をお知らせください。
　　　　　　（ＴＥＬ０９０－２６６６－００２３　Ｅメール：info@naturologyhouse.com　インスタグラム：naturologyhouse）

五月人形と春のおくりもの展（～３１日） ギャラリー芭蕉 ★１０：００～１７：００ 問：ギャラリー芭蕉（０１７２－２７－００３３）

吉澤秀香書作展
　　　～鳩居堂個展を振り返って～（～４/２０）

鐡心ギャラリー 問：鐡心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

小学校史跡見学会成果報告展（～１９日）
ヒロロ　３階　就労支援センター側
エスカレーター前

８：３０～２１：００
（７日は１３：００～）

広報ひろさき　２０２３．３/１号　２０Ｐ参照　
問：文化財課（０１７２－８２－１６４２）

こころの健康相談 弘前市保健センター ９：００～１２：００
広報ひろさき　２０２３．３/１号　２７Ｐ参照　
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

大学院保健学研究科最終講義
弘前大学保健学研究科E棟　
６階　第６３講義室、
またはＺｏｏｍによるオンライン配信

１３：００～１５：３０

本年度をもって退職される高橋 徹教授、渡邉 純教授の最終講義を行います。
プログラム：・１３：００～１３：０５　保健学研究科長挨拶
　　　　　　　　・１３：０５～１４：０５　看護学領域教授　高橋 徹教授「こどもの心臓病 －４０年を振り返って－」　
　　　　　　　　・１４：３０～１５：３０　生体検査科学領域教授　渡邉 純教授「細胞診教育と研究」
申込：チラシのＱＲコードより申込フォーム（https://forms.gle/cBKxCbuzS5B5oZTP6）へアクセスし、お申し込みください。　
●会場参加を希望する方へ…マスクの着用、手指消毒等コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願いします。　
●Ｚｏｏｍ参加を希望する方へ…
　・アカウント登録は不要です。タブレット・スマートフォンで参加する場合、事前にＺｏｏｍアプリのインストールが必要です。
　・開催日の前日までに、メールアドレスにイベントＵＲＬをお知らせします。
　　イベントＵＲＬが届かない場合やご不明な点があれば、担当へご連絡ください。
　・ドメイン指定をされている方は「@hirosaki-u.ac.jp」からのメール受信設定をしてください。
　・Ｚｏｏｍ参加にはインターネット接続が必要です。インターネット通信費については、弊大学、弊研究科はお支払いしかねます。　
問：弘前大学大学院保健学研究科　学務グループ（ＴＥＬ０１７２－３９－５４７０　Ｅメール：jm5913@hirosaki-u.ac.jp）

お気軽に相談を！『行政書士相談日』（他４/１２）
弘前商工会議所会館　
５階　相談コーナー

１３：００～１７：００
日常、業務を行う上での困りごと、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。
申込・問：弘前商工会議所　経営一課（０１７２－３３－４１１１）

６人の海外ファインアート作家たち展
～＃ｋａｗａｉｉは世界中で描かれる～

さくら野弘前店　
３階　催事場

★１０：００～２０：００

ｋａｗａｉｉは世界共通！！いろいろな国で描かれる”ｋａｗａｉｉ”アートをたくさん用意して、ファインアートの祭典を開催いたします。
思わず微笑んでしまうようなキャラクターや、抱きしめたくなる仕草。希望や笑顔がたくさん詰まった６日間。
弘前初出展となる作品も多数用意して皆様のお越しをお待ちしております！　
問：グラフィックステーションさくら野弘前店（０１７２－２７－７３６３）

地域未来創生塾＠中央公民館

ヒロロ
３階　多世代交流室２　で
パブリックビューイング、
またはＺｏｏｍによるオンライン

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が講座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。※６回以上参加された方に修了証を授与します。
参加料無料※事前申込不要　　対象：弘前市および近隣にお住いの高校生・一般の方。
【第１０回】
　テーマ：人口が減少する中で、社会インフラの更新をどうするか？
　※Ｗｅｂ参加される方…Ｚｏｏｍアプリのダウンロードが必要です。　●ミーティングＩＤ：２４８ １８６ ４８０９　パスワード：３９３１９８
　※チラシにも記載がございます。
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　Ｅメール：irrc@hirosaki-u.ac.jp　ＨＰ：https://human.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）

弘前法人会「新春講演会」 フォルトーナ
１５：３０～１７：００
（開場１５：００）

入場料無料※要事前申込　定員；１５０名（先着順）　テーマ：世界遺産になった縄文遺跡群　
問：弘前法人会（０１７２－３６－８２７４）

３月まひるのシャンソニエ（～１６日※１３日を除く） シャンソン酒場「漣」 各日開演１４：００

弘前市のシャンソン歌手・秋田漣さんによる恒例のライブイベント。
シャンソン、津軽の作家・詩人の作品朗読、ジャズサックス・津軽三味線とのコラボレーションも予定。
来場者にはフランスパンをプレゼント。※１３日定休　
チケット料金：￥３，５００※「漣」友の会会員は￥３，０００　
申込・問：秋田さん（０１７２－２６－２７１２※１０：００以降）、シャンソン酒場「漣」（０１７２－３３－０１９１※１９：００以降）へ。

第３７回　鶴聲会書展（～１２日） 百石町展示館 １０：００～１７：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

みんなの食堂　おいでーる（他１８・２４・２５日） 千年交流センター　調理室・和室 １０：００～１３：３０

参加料：各日 一般￥２００（高校生以下、６５歳以上は無料）　定員：各日２０名※要事前申込　持ち物：エプロン、三角巾
【１０日】　テーマ：「イカを使った北海道と青森の料理」
　内容：調理実習「イカを使った調理」、健康相談「血圧測定」※看護師が行います、栄養ミニ講座「きのこは体にいい？」
【１８日】　テーマ：「イカを使った北海道と青森の料理」
　内容：調理実習とお菓子作り（どちらでもＯＫ）　駅弁でも人気のあの料理を作ります！
【２４日】　テーマ：「みんなでパエリア！」　
　内容：調理実習「パエリア作り」、健康相談「血圧測定」※看護師が行います、ミニ講座「パエリアについて」　
【２５日】　テーマ：「みんなでパエリア！」　
　内容：調理実習「パエリア作り」　小さいお子様にはお菓子作りもございます。

申込・問：社会福祉法人千年会　井澤さん（ＴＥＬ：０１７２－８７－４８８８　Ｅメール：info@chitose-kai.or.jp）

津軽塗技術保存会成果発表会（～１２日） 旧紺屋町消防屯所 １０：００～１５：００
広報ひろさき　２０２３．３/１号　１７Ｐ参照　
問：文化財課内　津軽塗技術保存会事務局（０１７２－８２－１６４２）

桜の花展（～２６日） 緑の相談所 ９：００～１７：００
観覧料無料　
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

令和４年度　弘前大学地域創生本部
ボランティアセンター活動報告会

ヒロロ
４階　市民文化会館ホール
またはＺｏｏｍによるオンライン

１８：３０～２０：３０

今年度の活動を振り返る活動報告会を開催いたします。令和４年８月の大雨災害で弘前市内にも大きな被害がありました。
この報告会であらためて、災害支援等のボランティア活動について考えてみませんか？皆様のご参加をお待ちしています。
入場料無料
内容：
　１８：３０～１８：３５　開会挨拶
　１８：３５～１９：２５　令和４年８月大雨災害支援に関する活動報告
　１９：２５～１９：４５　災害ボランティア活動に関する意見交換
　１９：５５～２０：１５　弘前大学地域創生本部ボランティアセンターの活動報告
　２０：１５～２０：２５　今後のボランティアセンター活動に関する意見交換
　２０：２５～２０：３０　閉会挨拶
申込：会場参加の方は申込不要。Ｚｏｏｍ配信視聴をご希望の方は、３/８（水）までに、チラシのＱRコードから、またはＨＰより
　　　　専用フォームへアクセスし、お申し込みを。
問：弘前大学地域創生本部ボランティアセンター（ＴＥＬ０１７２－３９－３２６８　ＦＡＸ０１７２－３４－５２５１　Ｅメール：huvc＠hirosaki-u.ac.jp）

8 水

9 木

10 金

5 日

6 月

7 火



3月のイベント情報 ★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 お問合せ先・備考

かだって、たのしんで　おいで！弘前 ＨＩＲＯＳＡＫＩ
弘前市内
１１：００～１４：００

弘前をもっと知る！弘前の伝統文化を学ぶ！弘前の魅力を語る！　全５回すべてご参加の方には、ノベルティをプレゼント！
参加料無料　定員：各回先着２０名
【第５回　「おいで弘前」総集編　弘前の魅力まとめてごはん】
　　当ワークショップで作ったコースターやＭｙ箸を各自持ち寄り、弘前の”味力と魅力”を語り合います。お昼ご飯あるよ！
　　　場所：弘前市内（決定次第、お申し込みの方へお知らせいたします。）　申込締切：３/８（水）
申込・問：社会福祉法人千年会　まちづくり推進班（０１７２－８７－４８８８）または専用フォームからお申し込みを。

健生病院・健生クリニック　おこまりごと電話相談会 電話による相談 ９：３０～１１：３０
広報ひろさき２０２３．２/１号　２４Ｐ参照
問：健生病院・健生クリニック（０１７２－５５－７６９０）
　　　相談専用電話（０１７２－５５－７６９０）※電話相談会の開催日以外は電話相談不可。

歌の番外地ｏｕｔｓｉｄｅ　ｙｏｓｈｉｎｏひろさき２０２３ ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ
開場１６：３０　
開演１７：００

チケット料金：前売￥５，０００／当日￥５，５００※ドリンクチャージとして別途￥６００　プレイガイド：ｅ＋、ＫＴＢ店頭　
問：ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ（０１７２－２６－６９６８）

みんなの居場所ステップ　獅子舞ってどんなお話？ 五代多目的集会所 ９：００～１２：００
参加料無料※飛び入り参加ＯＫ　１時間位のワークショップ。　
問：岩木地区地域おこし協力隊　辻村さん（ＴＥＬ０１７２－８２－１６２１　Ｅメール：har-tsujimura@city.hirosaki.lg.jp）

春の庭木の病害虫防除講習会 緑の相談所 １３：３０～１５：３０
参加料無料※要事前申込　
申込・問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

ヨガ教室（他１８日） 三省地区交流センター １０：００～１１：００
広報ひろさき　２０２３．２/１５号　１２Ｐ参照　申込締切：３/５（日）必着　
申込・問：三省地区交流センター（０１７２－９５－３７６０）※月曜日は休み

絵本作家　ささやすゆきのイラストワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他２５日）

鳴海要記念陶房館 １３：００～１５：００

童話のさし絵を描こう！　
参加料：￥１，８００（ドリンク付き）※要事前予約　定員：１０名　テーマ：「ちょうちょ」　
持ち物：絵具、色鉛筆などお手持ちの画材、筆記用具　
申込・問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

日曜ソワレ ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ
ＯＰＥＮ１６：３０　
ＳＴＡＲＴ１７：００

チケット料金：前売￥１，４００／当日￥１，９００※ドリンクチャージとして別途￥６００　
問：ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ（０１７２－２６－６９６８）

身体に優しい素材で作る！
醤油麴・塩麹づくりと発酵調味料活用ランチ会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～１３日）

ナチュロロジーハウス
各日
１０：００～１２：３０

日本人の身体になじみやすく、活用幅の広い基本調味料（醤油麹・塩麹）を青森県産無農薬米で作られた米麹や自然塩等を使用して作る
ワークショップと、それらの発酵調味料を使用して作ったランチをいただく会です。醤油麹、塩麹を１瓶ずつお持ち帰りいただけます。
参加料：おひとり様￥４，０００（税込）　定員：８名（先着順）
申込：３/１０（金）までに、①希望の日程（１２日、１３日）、②お名前、③ご連絡先電話番号をナチュロロジーハウスまでお知らせください。
問：ナチュロロジーハウス（ＴＥＬ０９０－２６６６－００２３　Ｅメール：info@naturologyhouse.com　インスタグラム：naturologyhouse）

癒しの部屋
ヒロロ
３階　多世代交流室Ａ

９：００～１３：００
癒しの施術体験、癒し雑貨販売、スイーツ販売。アロマオイル作りやアイシングクッキーのワークショップあり。
申込・問：事前予約はチラシ記載のＱRコードより、ＬＩＮＥ、またはインスタグラム（GANE_SHA2010）まで。

ヒロロマルシェ　ひろまる
ヒロロ　
３階　イベントスペース

１０：００～１５：００

想いのつまった「ハンドメイド作品」や「こだわりフード」がヒロロに大集合！
作家さんの「想い」が「つたわる・ひろまる」を目的に開催します。ヒロロからたくさんの「想い」をお届けします。※イベント詳細はＨＰをご参照ください。
内容：ハンドメイド販売、ワークショップ（※事前予約不可・無くなり次第終了）、フード販売　等。
問：弘前市民文化交流館指定管理者（０１７２－３５－０１５４）

特別企画展２　
特別講演会「ダリをめぐる不思議な旅」

弘前市立博物館 １４：００～

※定員に達したため、申込受付は終了しました。
現在、弘前市立博物館で開催中の特別企画展２「サルバドール・ダリ」の関連イベントとして、
スペイン政府に招かれ、現地でダリなどの調査・研究に携わった経験を持つ講師による特別講演会を開催します。　
参加料無料※ただし観覧料が必要。　定員：５０名（先着順）　
申込・問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

ヒロムジカ・カンマー・オーケスター演奏会２０２３ 岩木文化センター　あそべーる 開場１３：１５　
開演１４：００

チケット（自由席）：一般￥１，０００、中・高・大学生￥５００、小学生以下無料　
プレイガイド：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、中三弘前店１階 案内所　
問：櫛引さん（０９０－７６６３－５９３４）

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
弓矢を作って飛ばしてみよう。　
参加料無料※要事前申込　定員：２０名　
申込・問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

こぎん刺し体験と小物販売（他２６日）
随時受付　体験料：￥２５０～（コースター・栞）　
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

ホスピタルカフェ２０２２

ホスピタルカフェとは、病院職員とメディカルスタッフ学生のゆるやかな交流会です。
青森県内病院の看護師、理学療法士等から就活や職場での体験談、病院の特色など、現場のリアルな話を聞いてみませんか。
今年度は若手の病院職員と看護師を目指す男子学生、理学療法士を目指す学生による座談会を実施します。
学生の皆さんのご参加をお待ちしています！　
対象：弘前市内の大学等の学生※年齢は問いません　
申込：３/１０（金）までに、チラシのＱＲコードよりオンラインフォーム（https://forms.office.com/r/FCFLNYfKzc）へアクセスし、お申し込みを。
問：弘前大学 社会連携部 社会連携課 地域交流グループ（ＴＥＬ０１７２－３９－３４１３　Ｅメール：jm3413@hirosaki-u.ac.jp）

ＦＢＣ体験会 ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ　Ａスタジオ １８：３０～１９：４５

ソロダンスを即興で踊れるようになりたい！もっとダンスが上手くなりたい！そんな小中学生のためのダンス講座ＦＢＣの体験会を行います！！
ダンス歴、経験、会員非会員問わず、興味がある方はぜひお気軽にご参加ください。
参加料：￥１，０００※当日受付。※現金、クレジットカード、各種電子マネーでお支払い可能。
定員：５名程度　対象：小中学生（会員非会員問わず、ＦＢＣに参加されたことのない方）　
申込：３/１１（土）２３：００までに、ＨＰよりお申し込みを。
　※キャンセル待ち…空きが出た場合は参加いただけますので、前日１９：００までにご連絡いたします。
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（ＨＰ：http://funkystadium.com/）Ａスタジオ（ＴＥＬ０１７２－３２－８２２４）

秋田・弘前 ーハンドメイド悠悠ー（～１５日） 百石町展示館
１０：３０～１６：００
（１５日は９：３０～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

健康サポート教室　
楽に動ける体づくり運動＆脳トレ教室（他２８日）

温水プール石川　研修室 １０：３０～１１：３０
広報ひろさき２０２３．２/１５号　１２Ｐ参照　
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

第３回ヘルスチェック体験会
ヒロロ　
３階　イベントスペース

１１：００～１４：００
広報ひろさき２０２３．２/１５号　１２Ｐ参照　
問：健康増進課（０１７２－３７－３７５０）

みんなで作る簡単きものリメイク（～１６日） 鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００

興味のある方は見学にお越し下さい。作るものは作品カタログからお選びいただけます。
※生地のない方は１，０００円～１，５００円でお売り致します。お問い合わせください。　
講習料：￥２，９００（￥２，０００＋昼食とドリンク￥９００）　定員：各回７名※要予約　
持ち物：さいほう道具・ミシン・着物着＜浴衣・服地もＯＫです＞　
申込・問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

入園グッズ作り ヒロロ　
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００
入園に必要なグッズを作ってみませんか？まだ入園ではない方も参加できます。簡単な作り方なので、ぜひこの機会に覚えてみてください。　
材料費¥８００※要事前予約　定員８名　託児１５名　
申込・問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

旅で役立つ！はじめてのイタリア語講座（他１８日） 弘大カフェ　成田専蔵珈琲店

１５日
１０：３０～１２：００
１８日
１４：００～１５：３０

イタリア語とイタリア文化を楽しく学べる講座です。現地の写真を見ながら楽しむリモート旅行。イタリアで使える実践的会話や
ポイントを押さえた発音練習。そしてイタリアの文化に触れるカンツォーネ鑑賞。盛りだくさんの内容でお待ちしております！
参加費¥１，５００※別途要注文　定員：５名程度　申込締切：１５日分は３/１２（日）、１８日分は３/１６（木）まで。
その他：お車でお越しの際は、弘前大学の駐車場をご利用ください。
申込・問：店頭かお電話で、弘大カフェ 成田専蔵珈琲店（０１７２－５５－５７９７※月曜定休日）へ。

セルフジェルネイル ヒロロ　
３階　駅前こどもの広場

１０：００～１２：００
ジェルネイルを体験してみませんか？　
参加料：￥８００（材料費）※要事前申込　定員：８名　託児：１５名　
申込・問：駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

２０２３キャッスルうまいもの祭
ホテルニューキャッスル　
３階　麗峰の間

１８：３０～２０：３０
（受付１７：３０）

参加料：お一人様￥８，０００※飲み放題付　定員：先着１００名様（完全前売制）　
申込・問：ホテルニューキャッスル（０１７２－３６－２２２６）

ベテランズセミナー「久渡寺の諸仏と年中行事」
ヒロロ　
４階　市民文化交流館ホール、
またはＺｏｏｍによるオンライン

１０：００～１１：００
広報ひろさき　２０２３．３/１号　２０Ｐ参照　申込締切：３/１３（月）　
申込・問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

健康サポート教室
ヒロロ　
３階　多世代交流室１

１０：３０～１１：３０
（受付１０：１５～）

カイロプラクティック療法による、ＢＣＢ＆ＰＡを使って体のゆがみ、筋力アップ、バランスを整える運動をします。
運動不足による筋力の低下が目立つシニア世代の方に特におすすめいたします。　
参加料：￥１，０００　定員：１０名（ご予約の方優先となります）　対象：６０歳以上の方　
持ち物：ズック、フェイスタオル、飲み物※動きやすい服装であればＯＫ・スカートはＮＧ　
申込・問：カイロハウスみかみ（０９０－８９２６－４２２５）

15 水

16 木

土

12 日

14 火

藤原さくら弾き語りツアー２０２２－２０２３
”ｈｅａｒｔ　ｂｅａｔ”

鳴海要記念陶房館
１０：００～１５：００（体験の受付は１４：３０まで）

Ｚｏｏｍによるオンライン
①看護師の部　９：３０～１１：３０
②リハビリテーションスタッフの部　１３：３０～１５：３０
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いつもと一風変わった面白い会場で、わたしの鼓動もみんなの鼓動も耳をすませば聞こえちゃうんじゃない？と思うほど、
近くに感じてもらえるようなライブ。ギターと私の２人で、みんなの住んでいる街へと遊びに行くことにしました。
ずっとやりたかったことなのでとにかく今は楽しみ。何を歌おうかしら。
チケット料金（自由席）：一般前売￥４，５００／学割前売￥４，０００
　※お一人様４枚まで　※３歳以上はチケットが必要（２歳以下は入場不可）
　※学割対象者は小学生・中学生・高校生・大学生・専門学校生となります。入場時に学生証をご提示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。学生証をお忘れの場合は通常料金（差額）をお支払いいただくことがございます。
　※電子チケットのみの取り扱いになります。
　※ライブチケットのリセール受付の実施はございません。
プレイガイド：ローソンチケット　
その他注意事項：
　※会場に駐車場はございますが、台数に限りがあります。予めご了承ください。　
　※床材の保護のため、底部に金属加工がされている靴、かかとが細く尖った靴での入館はご遠慮ください。
　　　該当する靴でご来場いただいた場合は脱いでご入場いただきます。　
　※開場時間前の会場へのご入場はご遠慮ください。　
　
問：公演に関するお問い合わせ…オフィシャルファンクラブ“Ｍｅａｔｉｎｇ”（ＨＰ：https://fc.dps.amuse.co.jp/meating/qa/contact）　
　　チケットに関するお問い合わせ…ローソンチケットインフォメーション（ＨＰ：https://l-tike.com/contact/）

開場１７：００　
開演１７：３０

旧弘前偕行社



3月のイベント情報 ★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 お問合せ先・備考

日替わりバーテンダーＶｏｌ．２０　
野々山君の二郎ラーメン会

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　ＯＲＡＮＤ １８：３０～２１：３０

面白いヒトがたくさん住むまち弘前。弘前に暮らし、働いている地元の人たちを日替わりの「バーテンダー」としてお呼びし、
カウンターに座ってもらい、一緒に飲みながら交流する企画です。
第２０回目はオランドの学生スタッフ、野々山君！！スープから自分で作ってしまうほど、本気（マジ）でラーメンが大好きな野々山君。
今回はそんな野々山君による「二郎ラーメン会」。
当日限定！たった￥５００で、野々山君のこだわりがたくさん詰まった特製二郎ラーメンを出すそうです。
二郎ラーメンが好きな方もまだ食べたことが無い方も、ぜひ気軽にいらしてください。　
二郎ラーメンが大好き、野々山くんと弘前のラーメンについて語りたい、津軽三味線が好き、医カフェ気になる！…こんな方におすすめです！
ご参加予定の方は、「ニンニクアブラヤサイマシマシ」とコールの練習を忘れずに（笑）
イベント参加後、そのまま２階のゲストハウスに宿泊してもＯＫです。宿泊希望の方はぜひご予約ください！
参加料無料※ワンドリンクの注文をお願いします。　当日限定メニュー：特製二郎ラーメン￥５００
問：ＨＩＲＯＳＡＫＩ　ＯＲＡＮＤ（０１７２－４０－３９５０）

フォーユー手作り展（～１９日） １０：００～１６：００

第１９回　和のぬくもり　洋のぬくもり展（～１９日） １０：００～１７：００
最終日は１５：３０まで

早春のコンサート
開場１３：３０　
開演１４：００

入場料：一般￥２，０００　学生￥１，０００　チケット取り扱い：さくらミュージック（さくら野百貨店３階）　
問：肥田野さん（０１１－２１５－８５４５　Ｅメール：ehidano@gmail.com）

夜間納税相談（他２０日、２２～２４日）
弘前市役所　
２階　収納課

１７：００～１９：３０
広報ひろさき　２０２３．３/１号　２１Ｐ参照
問 ：収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

ひろさき未来創生塾　第２期生 成果発表会 旧弘前偕行社
１４：３０～１６：００
（開場１４：００）

地域の未来を考え、地域の魅力を高める企画を実践してきたこれまでの活動を報告。
参加料無料　申込：３/１０（金）までに、電話・Ｅメールで氏名、電話番号をお伝えいただくか、チラシのＱＲコードよりお申し込みを。
問：弘前市企画部企画課ひとづくり推進室（ＴＥＬ０１７２－２６－６３４９　Ｅメール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

青森県弁護士会　憲法講演会 Ｚｏｏｍによるオンライン １４：００～１６：００
広報ひろさき２０２３．２/１５号　１４Ｐ参照　
問：青森県弁護士会事務局（０１７－７７７－７２８５）

弘前ライブラリーシネマ 弘前図書館　
２階　視聴覚室

１３：３０～１６：００
（開場１３：００）

広報ひろさき２０２３．２/１５号　１１Ｐ参照　
申込・問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

姫路 麗プロ　チャレンジマッチ 弘前ファミリーボウル 第１シフト１５：００　
第２シフト１９：００

参加料：●各シフト　一般￥３，４００／会員・高校生以下￥３，２００　　●両シフトお申込みの方　一般￥６，２００／会員・高校生以下￥５，８００
定員：各シフト先着５６名※定員に達し次第申込締切　　競技内容：個人４ゲーム・アメリカン方式
ＨＤＣＰ：センター公認アベレージ（２１０ベース男性８０％・女性９０％）、公認が無い方は男女年齢性別ハンディ　
表彰：各シフト優勝～５位、飛び賞、ブービー賞、抽選賞　他　
　
申込・問：３/１５（水）までに、弘前ファミリーボウル（０１７２－２７－４１４５）へ。

第３５回　絵画グループ８８展（～２１日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

Ｓ．Ｐ．Ｎ　ＰＯＷＥＲ　２５周年記念ＧＩＧ（～１９日） チケット料金：各日前売￥３，４００　当日￥３，９００（＋１ｄｒｉｎｋ）　二日間共通券￥５，４００（＋１ｄｒｉｎｋ）　プレイガイド：ｅ＋　
問：ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ（０１７２－２６－６９６８）

シンビジウムの植替え講習会 緑の相談所 １３：３０～１５：３０
参加料無料※要事前申込　定員：２０名（先着順）　
申込・問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

雪雄子「詩と別れ」（～１９日） 鳴海要記念陶房館
１３：３０～
　　　　（４０分程度）

詩〈舞踏〉とは生命そのもの、別れとはー。舞踏、映像、詩による２日間。　
観覧料：投げ銭　
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

ＥＡＲＳＹ　ピアノ弾き語りツアー２０２３ 食楽酒場８０２ ＯＰＥＮ　１７：３０　
ＳＴＡＲＴ１８：３０

観覧料：￥５００（＋１ドリンク）＆投げ銭　
問：ＥＡＲＳＹ　ＭＵＳＩＣ（ＨＰ：https://www.earsymusic.com/p/3/）

コミュニティキッチンを作る会 サンタハウス弘前公園 １３：００～１５：００
広報ひろさき　２０２３．３/１号　１８Ｐ参照　申込締切：３/１７(金)　
問：サンタハウス弘前公園（０１７２－８８－７７０７）

木工教室
弘前大学教育学部　
４階　美術教材室

９：００～１６：００
※昼休憩あり

青森県でとれる木（ひば、やまざくら、ほうのきｅｔｃ）を使って、調理べらやしゃもじをつくります。丁寧につくることを大切にします。
道具はノコギリとヤスリです。危険なものは使いません。木を少しづつけずって、手になじむ使いやすいものをつくります。　
参加料：￥５００　定員：８人（親子で参加の場合も各自作品をつくります）　
対象：小学３年生～大人　持ち物：お昼やすみがありますので、お弁当などをおもちください。　
申込：チラシのＱＲコード、またはＨＰよりお申し込みを。　
問：弘前大学教育学部 富田研究室（ＴＥＬ０１７２－３９－３３８９　Ｅメール：atomita@hirosaki-u.ac.jp）

おとなの朗読会 温水プール石川　研修室・会議室 １４：００～
（開場１３：００）

広報ひろさき２０２３．２/１５号　１１Ｐ参照　
申込・問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

ＵＮＩＯＮセッション Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ １９：００～２１：００
弘大ジャズ研現役メンバーを中心に若さ溢れるセッション。　
ライブチャージ：￥５００ （オーダー別）　
問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

第５１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　テーマ：太宰治・走れメロス　
問：太宰治まなびの家（ＴＥＬ・ＦＡＸ０１７２－３９－１１３４）

キケ・シネシ＆岩川光　
デュオ・ジャパン・ツアー２０２３

専求院
ＯＰＥＮ　１６：３０　
ＳＴＡＲＴ１７：００

―あらゆる境界線をあざやかに超えて奏でられる世界でこの２人にだけ許された音楽　その美しさに私たちは言葉を失う―
チケット料金：一般予約・前売￥５，０００（当日￥５，５００）／学生予約・前売￥２，５００（当日￥３，０００）
　※学生料金は２５歳以下にのみ適応されます。学生料金でご入場の場合、受付にて学生証のご提示をお願いします。
チケット販売：アトリエタアク、ＪＯＹ－ＰＯＰＳ、ＡＳＹＬＵＭ
申込・問：Ｍｉ Ｍáｇｉｃａ Ｌｕｚ　岩川さん（ＴＥＬ０５０－５５３２－８４８１　Ｅメール：info.hikaruiwakawa@gmail.com）
　※メールでのご予約・お問合せの際は、件名に公演日と開催地名を、本文にお名前／ご連絡先電話番号／参加希望人数を必ずご記入ください。
　　　また１週間経っても返信がない場合は、お手数ですが再送下さい。

月例登山　春の久渡寺山登山 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０
春のかた雪を踏んで久渡寺山の山頂まで。※要事前申込　　対象：当日に冬山登山装備で参加できる方　
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

休日納税相談（他２６日）
弘前市役所　
２階　収納課

９：００～１６：００
広報ひろさき　２０２３．３/１号　２１Ｐ参照
問 ：収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

ＦＵＫＵＴＯＰＯ　ハンドメイド展（～２２日） 百石町展示館 １１：００～１７：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

おしゃべりサロン ～心をつかむ話し方講座～ 鳴海要記念陶房館 １３：００～１４：３０
参加費￥１，８００（ドリンク付き）※要事前予約　定員：１５名　講師：奈良岡香織さん（フリーアナウンサー）　
申込・問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８－２９０２）

ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ　２０２３ 　３月 土手町コミュニティパーク ＯＰＥＮ　１８：００　
ＳＴＡＲＴ１８：３０

今回は、Ｕ－１５　ＡＬＬ　ＳＴＹＬＥ　１ｏｎ１　ＢＡＴＴＬＥと学生限定　ＡＬＬ　ＳＴＹＬＥ　１ｏｎ１　ＢＡＴＴＬＥ！
今年度最後のＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳでＷＩＮＮＥＲとなるのは果たして誰なのか？！皆さんのご参加お待ちしております。
観覧料無料※要事前申込　申込：ＨＰよりお申し込みを。　問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

新年度から始めよう！
スポーツレクリエーション体験祭り！
～新生活スポーツトライ～

広報ひろさき　２０２３．３/１号　１８Ｐ参照　
問：ヒロロ３階　市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

りんご公園　あっぷるクラブ（～２４日、他２５日）

春休みは工作やアップルパイ製作の体験をしませんか。
【２１日～２４日】「りんごのせん定枝で工作体験」
　参加料￥１００　定員：１回１０名程度　申込方法：当日随時受付
【２５日】「アップルパイ製作体験」
　参加料￥５００　定員：１６名　持ち物：エプロン、三角巾　
　申込方法：３/１８（土）までに電話かＥメール（氏名・住所・電話番号を記入）で申込みを。

申込・問：りんご公園（ＴＥＬ０１７２－３６－７４３９　Ｅメール：htcb11@jomon.ne.jp）

ＪＯＮＡＧＯＬＤ　２２ＴＨ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ ＯＰＥＮ　１８：３０
ＳＴＡＲＴ１９：００

チケット料金：￥５，０００（+１ドリンク別途）※全席自由　
問：ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ（０１７２－２６－６９６８）

第３回働く女性のための健康セミナー
健康と美容　「新しい腸活」の提案

ヒロロ　
４階　市民文化交流館ホール

１８：００～１９：３０
１７：３０～受付開始

第３回セミナーでは、株式会社資生堂から講師を招き、「健康と美容」（新しい腸活の提案）をテーマに、
「腸管バリア」や「腸活」などに関する研究成果を学ぶほか、様々な参加者体験企画をご用意しております。
この機会に是非、「新しい腸活」を学び、「腸活」を通じた、「美活」をはじめてみませんか？　
定員：先着４０名（女性・男性を問いません）　
内容：参加者体験企画［第１弾］自律神経活動の測定、［第２弾］「新腸活」度チェック、［第３弾］肌測定※希望者のみ
申込：３/１７（金）までに、チラシのＱＲコードより申込フォームへアクセスいただくか、電話にてお申し込みを。 
問：弘前市企画課ひとづくり推進室（０１７２－２６－６３４９）

米粉のベーコンエピレッスン おこめキッチンゆるりと １０：００～１３：００頃
米粉パンランチ＋焼いたパンはお持ち帰りできます。初心者さん大歓迎です。わいわいたのしく作りましょう。　
参加料：￥４，４００　定員：残３名様　申込・問：おこめキッチンゆるりと（ＨＰ：https://yururito.ivalue.info/）

函館からの海峡の風　山形の工芸展（～３０日） 藤田記念庭園
匠館　２階　ギャラリー

１０：００～１６：００
今回の工芸展では昔から様々な工芸品を持つ山形の魅力を紹介します。
近年は山形市の東北芸術工科大学出身の工芸家も多く活躍し、鋳物や木工、陶芸やガラス、テキスタイルなど１０数名の作品が並びます。
問：はこだて工芸舎（０１３８－２２－７７０６）

第３６回つがる地機の会　
　　　裂織教室作品展（～２７日）

百石町展示館 １０：００～１７：００
最終日は１６：００まで

問：つがる地機の会裂織教室　田中さん（０８０－６０２０－３１０６）

百石町展示館

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

23 木

24 金

18 土

19 日

21 火祝

17 金

百石町展示館
１０：００～１７：００
※初日は１１：００から、最終日は１６：００まで。

ＫＥＥＰ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴ
【第一日】ＯＰＥＮ１７：００　ＳＴＡＲＴ１７：３０
【第二日】ＯＰＥN１５：３０　ＳＴＡＲＴ１６：００

ヒロロ
３階　イベントスペース、多世代交流室、
４階　市民文化交流館ホールほか
１０：００～１５：００（時間は各教室で異なります。）

りんご公園内　りんごの家
２１～２４日　１０：００～１２：００／１３：００～１５：００
２５日　１０：００～１２：００



3月のイベント情報 ★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 お問合せ先・備考

ぼくもわたしもｏｎｌｙ　ｏｎｅ！
ダウン症のある人たち一人ひとりが、キラッキラの主役のステージを披露します！元気なパフォーマンスを応援してください！
問：日本ダウン症協会 青森・弘前支部 ひまわりの会　桜庭さん（saku0730@kkd.biglobe.ne.jp）

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 １９：００～２１：００
初心者からベテランまで、ジャズ大好き社会人が集まったセッション。
ライブチャージ：￥５００ （オーダー別）
問：Ｊａｚｚ　Ｒｏｏｍ　ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

はじめてのピラティス サンタハウス弘前公園 １４：００～１５：３０
広報ひろさき　２０２３．３/１号　１８Ｐ参照　申込締切：３/２４(金)　
問：サンタハウス弘前公園（０１７２－８８－７７０７）

はぴすま　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｉｖｅ　２０２３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ｙｅｌｌ　君に届け～

ＥＶＥＮＴ　ＨＯＵＳＥ　ＳＨＡＫＥ
ＯＰＥＮ　１４：００　
ＳＴＡＲＴ１４：３０

チケット料金：前売￥２，０００（＋１ドリンク￥５００）／当日￥２，５００（＋１ドリンク￥５００）　
問：（Ｅメール：toyokatsu0620@gmail.com　またはツイッターＤＭ：@HSDhapisuma0622）へ。

弘前城植物園　冬の散策ガイド 集合：植物園 南案内所前
１０：００～
（１時間程度）

広報ひろさき　２０２３．３/１号　１９Ｐ参照　
申込・問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

高卒認定試験 講演会 Ｓ．Ｋ．Ｋ．弘前予備校 １０：３０～１１：００
広報ひろさき　２０２３．３/１号　１９Ｐ参照　申込締切：３/２４（金）　
申込・問： Ｓ．Ｋ．Ｋ．弘前予備校　上野さん（０１７２－３２－０３１５）

27 月 春休みかけっこ教室（他２９～３１日、４/３、５日） 河西体育センター
１２：３０～１４：００／
１４：３０～１６：００

広報ひろさき　２０２３．３/１号　２５Ｐ参照　申込締切：３/１５（水）必着　
申込・問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

女性のための無料法律相談 ｉｎ 弘前
ヒロロ　
３階　多世代交流室

１３：００～１５：００
（１人３０分）

広報ひろさき２０２３．２/１５号　１４Ｐ参照　申込締切：３/２３（木）　
申込・問：青森県男女共同参画センター（０１７－７３２－１０２２）へ。※受付時間９：００～１６：００、水曜日は休み。

31 金
早春のコレクション展　１６人の作家たちの展示会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～４/１）

百石町展示館 １０：３０～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

26 日

28 火

25 土

障害による困難って何だろう？子供たちは、どんな苦労をしているのだろう？支援はどうすればよいのだろう？
このセミナーで、様々な障害について体験し、考えてみよう！　
参加料無料　対象：高校生　
日程：※３つのプログラムから自由に参加できます。
　●９：３０～　受付（１階中教室前）
　●１０：００～１０：３５　【プログラム①】本日の日程説明／「肢体不自由の困難について考えてみよう」
　　　…上肢や下肢の不自由さについて、車いすを使った体験により考えてみます。
　　　　また肢体不自由者に随伴することが多い、視覚認知の困難さについても考えてみます。　
　●１０：４０～１１：１０　【プログラム②】「障害を感覚・認知・身体との関係から考えてみよう」
　　　…知的発達症（知的障害）や神経発達症（発達障害）のある人たちは、集団活動場面でうまく動けていないことがあります。
　　　　このことについて、仮想現実機器や書字動作などを用いた疑似体験を行い、感覚や認知、身体の側面から考えてみたいと思います。　
　●１１：１５～１１：４５　【プログラム③】「障害者権利条約から障害のある子どもの教育を考える」
　　　…障害のある子どもの教育について、障害者権利条約の総括所見から、検討していきます。　
　●１１：４５～１１：５０　まとめ
申込・問：３/２０（月）１２：００までに、Ｅメールに
　　　　　　①お名前（ふりがな）、②高等学校名（学年）、③参加するプログラム番号（すべてに参加する場合は「全て」と記入）、
　　　　　　④連絡先のメールアドレスを明記の上、件名は「特別支援教育セミナー申込み」とし、
　　　　　　弘前大学教育学部　入試広報委員会（Ｅメール：edu_koho＠hirosaki-u.ac.jp）へ。

１０：００～１１：５０
弘前大学教育学部　
１階　中教室

特別支援教育セミナー：障害について考えよう！

ヒロロ　３階　イベントスペース
ステージパフォーマンス　１１：００～１２：００


