2021年2月弘前市内イベント情報
※新型コロナウィ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があります。
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。
令和 ３年 １月 ３１日現在 まちなか情報センター調べ

弘前城雪燈籠まつり
日 曜日

問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）
イベント名

場所

時間

お問い合わせ先・備考
弘前城雪燈籠まつりに先立って、雪燈籠制作のワークショップを行います。
「雪燈籠を作ってみたいけど、作り方が分からない」という人は、この機会に雪燈籠を作ってみませんか。

7

日 雪燈籠制作ワークショップ

弘前公園

１３：００～１６：００

対象：雪燈籠を制作したことがない市民３グループ程度※制作はのこぎりなどを使いますので、小学生以下は保護者同伴で参加してください。
内容：市職員がサポートしながら、１グループ（５名程度）で１基の雪燈籠を制作します。 使用する道具・服装など：制作用の道具は市で用意しますが、
屋外での作業となりますので、防寒具・手袋・長靴は各自で準備してください。
その他：制作時は、マスクの着用や大声を出さないなど感染症の防止対策を講じるよう、ご協力をお願いします。
弘前公園には駐車場がありませんので、あらかじめご了承ください。
申込・問：２/１（月）までに、電話または E メール（代表者の氏名・電話番号・同行者の人数を記入）で
観光課誘客推進係（０１７２－４０－０２３６、E メールkankou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

桜の名所、弘前城の冬もまた格別。１５０基に及ぶ大小様々な燈籠や雪像が公園内に配置されます。
灯りがともされたミニカマクラ群や雪像は照明に浮かぶ弘前城とあいまって幽玄の世界へ誘います。
厳冬の夜、雪化粧した天守と老松がライトアップされ、幻想的で詩情豊かな郷愁を誘います。
本丸から岩木山に向かって望む蓮池の周りには、ローソクを灯したミニカマクラ約３００基が並び、あたりは雪と光のファンタジーに包まれます。
メイン会場の四の丸には、歴史的建造物などをかたどった大雪像や、大きな滑り台も作られ、雪を楽しむたくさんのイベントが行なわれています。
「開会式」１０日１７：００～ 弘前公園内
「雪燈籠」公園全体 約１５０基
「ミニかまくら」西の郭（蓮池周辺） 約３００基
「出店」四の丸 約２０店 ９：００～２０：００(初日１７：００～）)
「公園物産館」四の丸(賀田橋近く)※友好都市群馬県太田市の物産販売は中止となりました。。９：００～２０：００（初日１７：００～)
「雪燈籠・雪像の夜間ライトアップ」１６：３０(日没)～２１：００(ミニカマクラにはロウソクが灯ります)
「ペットをお連れの皆様へ」ペットの散歩はご遠慮ください。(ほ助犬を除く)ケージ、ペットカート(バギー)、抱きかかえにより入場できます。
ただし、建物内への入場はご遠慮頂いております。

１０日１７：００～２１：００
※開会式１７：００～
１１日～１３日 ９：００～２１：００
１４日９：００～２０：００

第４５回弘前城雪燈籠まつり(～１４日）

弘前公園
（国指定史跡｢弘前城跡｣）

雪燈籠・雪像の夜間ライトアップ
１６：３０(日没)～２１：００

10 水

【大雪像】題材：弘前れんが倉庫美術館
明治・大正時代に活躍した弘前の実業家 福島藤助氏が酒造工場として建造したもので、日本で初めてシードルが生産された場所です。
弘前市出身のアーティスト奈良美智氏の展覧会が３回開催され、２０２０．７/１には「弘前れんが倉庫美術館」としてオープンしました。
【プロジェクションマッピング】弘前の四季やまつりをテーマに、大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。
投影時間①１８：００～、②１８：３０～、③１９：００～、④１９：３０～、⑤２０：００～、⑥２０：３０～
※スカイランタン開催日は上映時間の変更あり。※最終日は、２０：００～が最終上映となります。
【りんご木箱×キャンドルアート】
りんごの木箱を積み上げて、その中に津軽地域で活躍する「ＹＯＡＫＥｎｏＡＫＡＲＩ」の演出によるキャンドルアートを展示します。
会場：北の郭 １７：００～２１：００（最終日２０：００まで）
【スカイランタン体験】ＬＥＤ照明を使用したスカイランタンの打ち上げ体験を開催します。
会場：レクリエーション広場 開催日：１０日(水)、１２日(金)１９：３０～、１３日(土)１９：００～※打ち上げ時間：１０～１５分。
その他：１日１５０組限定（要事前申込）※申込方法は決まり次第、弘前観光コンベンション協会ＨＰでお知らせします。
※強風、荒天の場合は中止となる場合があります。予めご了承ください。
【津軽錦絵大回廊】弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。
今年は回廊上部に金魚ねぷた配した装飾を行います。 会場：弘前公園内二の丸遊園地前通路※下乗橋では「津軽錦絵ミニ回廊」を開催します。
【弘前雪明り】北の郭エリアにおいでいただいた方にキャンドルをお渡しします。それを思い思いの場所にどうぞ。
皆様がおいたキャンドルたちが、明りの溢れる空間を創り出します。
会場：弘前公園内北の郭 １７：００～２１：００（最終日２０：００まで）※キャンドル配布は１８：００～なくなり次第終了。
テーマ：「～ぼくの・わたしの将来の夢～」弘前公園付近の小学生に自由にイラスト・メッセージを描いてもらったキャンドルホルダーが会場内に飾られます。
【子供の遊び場】●大迫力の大型滑り台！ 大人も遊べるよ！。９：００～２１：００（初日１７：００～、最終日２０：００まで）
●中型滑り台：そり専用の中型滑り台も設置されます。(そりの貸し出しもあります。) 開催日：１１日(木祝)～１４日(日)９：００～１６：００
●雪あそび場ワークショップ：ワークショップなどを行い、子供達が遊べる空間を創出します。開催日：１１日(木祝)～１４日(日) 時間：１０：００～１５：００
【ブランデュー弘前ＦＣ雪上サッカーフェスティバル】１４日①１０：３０～、②１３：３０～
【雪と光の演出】園内各所でパワーアップする雪と光のコラボレーションをお楽しみください。
【ステージイベント】ダンスなど多彩なパフォーマンスを雪のステージで披露！
※アトラクションについては天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
【地酒バー】※中止※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止となりました。
【弘前冬花火】※中止※ 会場の混雑回避のため、今年度は弘前冬花火を行いません。楽しみにされていた方には申し訳ありませんが、ご了承ください

開会式

弘前公園内

１７：００～

プロジェクションマッピング（～１４日）

弘前公園
（メイン会場 四の丸）

①１８：００～ ②１８：３０～
③１９：００～ ④１９：３０～
⑤２０：００～ ⑥２０：３０～
※１４日は２０：００が最終

弘前の四季やまつりをテーマに、大雪像をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを行います。

スカイランタン体験（～１３日）

レクリエーション広場

１０・１２日 １９：３０～
１３日 １９：００～
※打ち上げ時間：１０～１５分

ＬＥＤ照明を使用したスカイランタンの打ち上げ体験を開催します。
打ち上げ体験は事前申し込み制ですが、どなたでも観覧者エリアにて打ち上げの様子をご覧いただけます。
※強風、荒天の場合は中止となる場合があります。予めご了承ください。 参加料無料

りんご木箱×キャンドルアート（～１４日）

北の郭

１７：００～２１：００
※１４日は２０：００まで

りんごの木箱を積み上げて、その中に津軽地域で活躍する「ＹＯＡＫＥｎｏＡＫＡＲＩ」の演出によるキャンドルアートを展示します。

雪と光の演出（～１４日）

園内各所

園内各所でパワーアップする雪と光のコラボレーションをお楽しみください。

大型滑り台（～１４日）

弘前雪明り（～１４日）

弘前公園内北の郭

津軽錦絵大回廊（～１４日）

弘前公園内二の丸遊園地前通路

９：００～２１：００
１０日は開会式終了後から
１４日は２０：００まで

大迫力の大型滑り台！ 大人も遊べるよ！

17：００～２１：００
※１４日は２０：００まで。
※キャンドル配布は１８：００～、
なくなり次第終了

北の郭エリアにおいでいただいた方にキャンドルをお渡しします。それを思い思いの場所にどうぞ。
皆様がおいたキャンドルたちが、明りの溢れる空間を創り出します。
テーマ：～ぼくの・わたしの将来の夢～
弘前公園付近の小学生に自由にイラスト・メッセージを描いてもらったキャンドルホルダーが会場内に飾られます。
弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。
今年は回廊上部に金魚ねぷた配した装飾を行います。
下乗橋では「津軽錦絵ミニ回廊」を開催します。

中型滑り台〈そり専用〉（～１４日）

９：００～１６：００

そりの貸し出しもあります。

遊び場ワークショップ（～１４日）

１０：００～１５：００

子供達が遊べる空間を創出します。

11 木祝

13 土 ステージイベント

大雪像前特設ステージ

14 日 ブランデュー弘前ＦＣ雪上サッカーフェスティバル

レクリエーション広場

大雪像前特設ステージで、地元ゆかりのアーティストが歌や踊りを披露します。
ひかりこども園演技（１０：３０～１１：００）／ＨＩＮＡ（１１：３０～１２：００ ）／ＡＯＭＯＲＩ花嵐桜組（１２：３０～１３：００）
青森大学忍者部 （１３：３０～１４：００）／ 佐藤ぶん太、（１４：３０～１５：３０）／ アルプスおとめ（１６：００～１６：３０）
①１０：３０～、②１３：３０～

詳しくは「ブランデュー弘前」で検索をお願い致します。

イベントピックアップ
日

6

曜日

イベント名

土 ＷＩＮＴＥＲ ＡＲＴ ＦＥＳＴＡ （～７日）

場所

時間

①②弘前市運動公園 はるか夢球場
①１０：００～２０：００（雪上バナナボート体験は１６：００まで。
ライトアップは１７：００～）
②１０：００～１７：００

お問い合わせ先・備考
①冬の球場アート（～７日）入場料無料
【Happy メッセージ】球場内の電光掲示板に好きなメッセージと写真を投影します。
料金：１回￥１，０００ 申込期限：１/３１（日）※状況により当日も受け付けることがあります。
【雪上バナナボート体験】スノーバナナボートに乗って、雪上を駆け巡ります。
料金：中学生以上￥２００ 、小学生￥１００、未就学児無料（１名につき保護者１名付き添いが必要）
※事前申込不要。当日直接会場へ。天候により中止する場合があります。
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）
②冬のアートフェスタカフェ（～７日）冬の球場アート会場内で嬉野市と共同開発したアップルティーの試飲・販売のほか、オリジナルスイーツの販売を行います。
問：広聴広報課内 未来の担い手・地域づくり推進委員会事務局（０１７２－４０－０４９４）

③弘南鉄道 大鰐線

③弘南鉄道大鰐線おおわにらんたん夢列車（～１４日）期間中は大鰐駅・中央弘前駅でもらんたんを展示します。
※乗車には運賃が必要です。運行時間は弘南鉄道ＨＰをご確認ください。
問：大鰐町企画観光課（０１７２－５５－６５６１ 内線 ２３８・２３９）

11 木祝 岩木川市民ゴルフ場スノーパーク（他１４日）

11 木祝

弘前忍者屋敷見学会
-日本で唯一現存する甲賀流忍者屋敷君も忍者になろう！（他１３・１４日）

遊び感覚で みんなで競って 楽しくスポーツ！
20 土 ブランデュー
キッズアストレ体験会 第１回（他２７日 第２回）

23 火祝 みんなで盛り上がろう！市民活動のイベント
（作品展～３/７）

岩木川市民ゴルフ場

１０：００～１１：３０

対象：幼児、小学生 定員：各日 ３０名（先着順、要事前申込） 内容：バナナボート、スノーフィッシング、ソリ遊び、スノーアスレチック、雪だるま作り
申込締切：１１日→８日（月）、１４日→１１日（木祝）
問：岩木川市民ゴルフ場（０１７２－３６－７８５５）

弘前忍者屋敷（弘前市森町１２番地）
９：３０～、１１：００～、１３：００～、１４：３０～、１６：００～ (各回４０分程度)

参加料：一人￥５００(ガイド付き) 人数制限：各回１０名まで ※要事前予約 忍者衣装：忍者衣装体験＆写真撮影(￥１，０００)
【新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします】
ソーシャルディスタンスを保つため、各回１０名までの募集といたします。 マスクを着用での参加をお願いいたします。
消毒液を準備いたしますので、手指の消毒をお願いいたします。 発熱(３７．５度以上)など、体調不良がある場合は、参加をお控えください。
当日、スタッフが参加者の検温(非接触式電子温度計)を実施いたします。
申込・問：佐藤さん （ＴＥＬ０９０－２０２３－６９５０ ＦＡＸ：０１７２－８９－２１２５ Ｅメール：samaro@mti.biglobe.ne.jp）へ。

ヒロロ
３階 イベントスペース

４歳から８歳ころはプレゴールデンエイジと呼ばれ、運動能力の基礎を作る大切な年代です。
この体験会では発育発達や児童の心理を深く理解し、遊びの要素に加えてバランスディスクやラダーなどを取り入れた様々な身体動作プログラムを提供いたします。
運動が好きな子も苦手な子も集合！
参加料：お一人様¥５００ 対象：小学校１～３年生 定員：各日先着２０名※動きやすい服装でお越しください。
申込・問：申し込みはチラシのＱＲコードよりお願い致します。お問い合わせはお電話またはメールにて、ブランデュー弘前 担当 齋藤さん
（０９０－７３３９－３４３５ Ｅメール：d.saito1212@gmail.com）へ。

２０日１０：３０～１１：３０
２７日１４：００～１５：００

ヒロロ
①４階 市民文化交流館ホール
②３階 ヒロロスクエア（展示・体験・販売）、
４階 市民文化交流館ホール（発表）
③３階 大町側エスカレーター付近
①１３：００～１４：００ ②１０：３０～１４：３０

①協働♪まちづくり講演会♪～キラリ★みんなでまちづくり！つながるってスゴイ！～
仲間づくりのことや活動をステップアップさせるヒントなどのお話を通じて、あなたのまちづくり活動について考えてみませんか。
参加費無料※要事前申込 定員：３０名程度（先着順） テーマ：協働による市民活動を進めていこう～人・組織を巻き込むことの重要性～
問：２/１５（月）までに、市民協働課（ＴＥｌ０１７２－４０－７１０８、ＦＡＸ０１７２－３５－７９５６、Ｅメール：shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）へ。
②第１０回市民ボランティア交流まつり
市民参画センターに登録している市民団体やボランティア活動をしている団体などの活動を広く紹介し、交流を図る集いの場です。
どなたでも入場できますので、お気軽においでください。
入場料無料 内容：活動紹介の展示・発表、バルーンアートなどの体験、パン・焼き菓子などの販売
その他：当日はマスクの着用、検温、体調確認、来場者記名をお願いします。
問：市民参画センター（０１７２－３１－２５００）／ボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）
③「協働によるまちづくり川柳」作品展(～３/７）
見学自由です。ヒロロでのお買い物ついでにぜひお立ち寄りください。
問：弘前市 市民協働課 協働推進係（０１７２－４０－７１０８）

２月以前からの継続イベント
日

★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。

イベント名

曜日

場所

時間

お問い合わせ先・備考

通年

お殿様・お姫様衣装着付け体験
（～３/３１）※Ｒ２．３/２８～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）

Ｒ２．
１/１２
（日）
～

第４４回企画展
岩木山と文学
－弘前市立郷土文学館開館３０周年記念－
（～３/２１）

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）

弘南鉄道 大鰐線
古津軽のりんご畑鉄道 ラッピング電車運行
（～３/３１）

弘南鉄道大鰐線

弘南鉄道大鰐線にて『古津軽の りんご畑鉄道（ラッピング電車）』の運行を行います。
問：弘南鉄道大鰐線 中央弘前駅（０１７２－３２－６４４９）
風景の中に⾃作の地蔵を建⽴し写真に収める《地蔵建⽴》や、⽇本美術史上の名作を醤油で描いてリメイクした《醤油画資料館》など
数々のシリーズ作品を発表し、世界的に活躍する現代アーティストの⼩沢剛。
近年はグローバルに活躍した近現代の⼈物を題材に事実とフィクションを交え、
絵画、映像、⾳楽で構成される《帰って来た》シリーズに取り組んでいます。

Ｒ２．
１０/１０

（土）
～

小沢剛 オールリターン
—百年たったら帰っておいで
百年たてばその意味わかる（～３/２１）

Ｒ２． 企画展３
１１/２１ 「みちのく人形展

（土）
～

～五彩に輝くこけし・雛人形・土人形～」（～３/２１）

弘前れんが倉庫美術館
９：００～１７：００（最終入館１６：３０）

弘前市立博物館

観覧料：一般￥１，３００ 学生￥１，０００
※高校生以下の方、６５歳以上の弘前市民、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、
障がい者と付き添いの方１名は無料です。年齢、住所等を証明するものをご提示ください。
休館日：火曜日(祝日の場合は翌日に振替)、年末年始 ※金曜日・土曜日に限りスタジオ、ライブラリーのみ２１：００まで開館
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

９：３０～１６：３０

記念講演会（３/６開催）

・冬に咲くさくら：弘前公園 追手門付近
点灯時間：日没～２２：００
オールナイト点灯：１/１（金）～３（日）、２/１４（金）
Ｒ２． 弘前エレクトリカルファンタジー
１２/１
・冬に咲くさくら
（火）
・あずましろ～どイルミネーション
～
（～２/２８）

春のさくらまつりや、「夏のねぷたまつり」「津軽よさこい」「秋のお山参詣」や「菊と紅葉まつり」など、例年なら地域を大きく盛り上げるイベントや行事が
今年は中止されたり縮小されたりしました。
コロナ禍が続いて久しいですが、本ライトアップとして必要な感染防止策を講じた上で、冬期間を少しでも明るく過ごせる演出に努めてまいります。

・あずましろ～どイルミネーション：
ＪＲ弘前駅 ２階 自由通路あずましろ～ど
点灯時間：７：００～２４：３０

問：冬に咲くさくら 弘前市観光課（０１７２－４０－０２３６）
あずましろ～どイルミネーション 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会 事務局 弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１)
弘前市役所前庭・追手門広場イルミネーション 弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

・弘前市役所前庭・追手門広場イルミネーション
点灯時間：日没～２２：００
オールナイト点灯： ２/１４（金）

１/８
（金）
～

新春の絵馬（～３/２８）

高岡の森弘前藩歴史館

１/１２
（火） 新春色紙・小品展（～２/２７）
～

鐡心ギャラリー

１/１９
（火） 食育フェスティバルｉｎヒロロ～ヒロロ食育広場～
（～２/２０）
～

ヒロロ
３階 コミュニケーションゾーン

１/２０
（水） 「北門書道」誌１月号掲載
役員によるミニ作品展（～３/３１）
～

北門ギャラリー

１/２９ 藤田記念庭園クラフト展
（金） ２０２１雪のあしあと春のあしおと
～津軽の若手ものづくり～
～
Ｐａｒｔ２ 漆・シルバー（～２/３）

藤田記念庭園
考古館 ２階 ギャラリー

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～２/２０）

江戸時代の雛人形や津軽家ゆかりの雛道具のほか、全国各地の土人形・こけしなどの民芸作品をご紹介します。
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。
※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。
【記念講演会】３/６（土）弘前市立博物館ホール（１４：００～１５：３０頃）
テーマ：「雛人形の歴史と文化－山形県庄内地方を中心に－」 聴講料：無料（ただし、観覧料が必要）
※新型コロナウイルスの流行状況により、講演会は中止する場合があります。
休館日：２/１５（月）、３/１５（月） 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）

９：３０～１６：３０

藩主や家族、家臣が高照神社に奉納した大絵馬を中心に、江戸時代の人々の様々な願いの形を紹介します。
観覧料：一般￥３００（￥２２０） 高校・大学生￥１５０（￥１１０） 小・中学生￥１００（￥５０）
「弘前市立博物館」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人以上の団体。
※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。
休館日：２/１５(月)、３/１５（日）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

問：鐡心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）
８：３０～２１：００
（最終日は１５：００まで）

広報２０２１．２/１号 １６Ｐ参照
問：市民文化交流館内 ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）
問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

１０：００～１６：００

入場料無料
問：藤田記念庭園 管理事務所（０１７２－３７－５５２５）
ハガキ絵、ちりめん、つまみ細工、組みひも、日本画
問：イトーヨーカドー弘前（０１７２－３７－１０６１）

イトーヨーカドー弘前店

２月のイベント情報
日

1

2

3

4

5

6

7

★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。
イベント名

曜日

月 あねっこ「ひなまつりと手芸展」（～３/３）

時間

ギャラリーあねっこ

問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

ヒロロ
３階 弘前市民文化交流館

９：００～２０：００
（初日は１２：００から）

今年度は県内３６校から合計３５２点の応募がありました。青森県審査で入賞した作品を展示します。
入場料無料
問：弘前市選挙管理委員会（０１７２－３５－１１２９）

スポット企画展「新収蔵資料展」（～４/１５）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

昨年亡くなった太宰治の長女・津島園子さんが残された資料をはじめ、近年収蔵した魅力ある資料を展示します。
観覧料：高校生以上￥１００／小・中学生￥５０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
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）

弘前文化センター中会議室
（１０日のみ視聴覚室）およびＷｅｂ開催

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
テーマ：３日第３回「ストラテジーと管理会計」（Ｒ２．１１/１１開催中止分）、１０日 第９回「奄美と青森の意外な縁～笹森儀助と奄美方言～」、
２４日 第１０回「東日本大震災から１０年をふりかえる」
※ＺＯＯＭアプリを利用してＷｅｂ参加が可能です。また、パブリックビューイングも実施致します。
ミーティングＩＤ「２４８ １８６ ４８０９」 パスワード「３９３１９８」 チラシのＱＲコードから参加
※全１０回のうち６回ご参加の方には終了証を授与します。
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）

工房「咲里（サリ）」の布あそびと手織り展（～８日）

鳴海要記念陶房館

９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

手織りマフラー・洋服・タペストリーなどの展示・販売
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

令和２年度 弘前大学教育学部美術教育講座
卒業・修了制作展
学内展（～９日） 学外展（１９～２１日）

学内展：弘前大学学生会館 ３階
１０：００～１９：００ （６日は１７：００まで、７日は休館）
学外展：ＳＰＡＣＥ ＤＥＮＥＧＡ
１０：００～１９：００（初日１５：００～ 最終日は１７：００まで）

入場料無料
問：学内展 佐藤さん（Ｅメール：ms@hirosaki-u.ac.jp） 学外展 平山さん（Ｅメール：h17p1251@hirosaki-u.ac.jp）

ツバキ展（～１４日）

緑の相談所

９：００～１７：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １７Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

ひろさき おさがりこうかん会（～７日）

ルネスアリー ２階

平日１５：００～１９：００
土日１０：００～１６：００

使わなくなった子ども服などを持ち寄り交換するイベントです。
問：みらいねっと弘前（０１７２－５５－６７９０）

アートホテル弘前シティ
プレミアホール

１３：００～１７：１５

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １６Ｐ参照
問：弘前大学 ＣＯＩ 研究推進機構（０１７２－３９－５５３８）

火

水 地域未来創生塾＠中央公民館（他１０・２４日）

木

お問い合わせ先・備考

令和２年度明るい選挙啓発ポスターコンクール
入賞作品展（～９日）

弘前大学ＣＯＩ
金 ヘルシーエイジング・イノベーションサミット２０２１

令和２年度 第２階市民ボランティア講座
Ｗｉｔｈコロナと災害ボランティア

弘前大学創立５０周年記念会館
（オンライン同時配信）

１８：００～２０：00
（開場１７：３０～）

この講座は、災害ボランティアについての理解を深めるとともに、コロナ渦における救命救急の重要性を学ぶことを目的として開催します。
受講料無料※事前申込 対象：市民、行政関係者、関連ＮＰＯ法人、本学学生、教職員 定員：２０名
プログラム：開会の挨拶１８：００～１８：０５、（第１部）基調講演『秀岳館高等学校災害ボランティアチームの発足から現在までの活動について』１８：０５～１９：０５、
休憩１９：０５～１９：１５、（第２部）避難所設営訓練・体験『新型コロナ渦における救命講習の重要性と救急救命講習会』１９：１５～１９：５５、
閉会の挨拶１９：５５～２０：００
申込・問：メールにて弘前大学ボランティアセンター（ＴＥＬ０１７２－３９－３２６８、Ｅメール：huvc@hirosaki-u.ac.jp）

Ｐｏｃｈｅｔｔｅ ｖｏｌ．７ ～春を迎えるクラフト展（～７日）

百石町展示館

１０：００～１６：００
（初日は１１：００から）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前工芸舎・冬限定企画展
冬に花咲く工芸展（～１４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

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １７Ｐ参照
問：産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

弘前文化会館ホール

１４：００～

入場料：￥３，０００
プレイガイド：中三弘前店／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／さくらミュージック（弘前）／
成田本店／さくら野百貨店青森店／カワイ青森ショップ／リンクモア平安閣市民ホール（青森）
問：弘前バッハアンサンブル 島口さん（０１７２－３３－１５３９）

弘前市保健センター

９：００～１１：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２７Ｐ参照
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１６：３０
（受付は１３：００～）

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２３Ｐ参照
問：ヒロロ３階 弘前就労支援センター内 Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

学ぼう 成年後見制度（第３回くらしの消費者講座）

ヒロロ
３階 多世代交流室２

１４：００～

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２０Ｐ参照
問：ヒロロ３階 市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）

行政書士弘前コスモス会による無料相談会

ヒロロ
３階 多世代交流室

１３：３０～１５：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２５Ｐ参照
問：弘前コスモス会 ふたば行政書士事務所 二葉さん（０１７２－８８－８７８１）

健康サポート教室～太極拳～（他２５日）

温水プール石川 研修室

１０日１０：００～１１：００
２５日１４：００～１５：００

広報ひろさき ２０２１．１/１５号 ９Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

弘前エール飯マーケット（他１７・２４日）

弘前市役所
１階 市民ギャラリー

１６：００～１８：００

飲食業の応援と経済循環の回復を図るため、テイクアウト商品販売促進事業「弘前エールマーケット」を行うことにしました。
事前注文（予約）制による現地での精算・受け渡し販売となります。
注文受付期間：１０日→４日～８日、１７日→９日～１５日（予定）、２４日→１６日～２２日（予定）
問：弘前エールプロジェクト実行員会（Ｅメール：hirosaki.yell@gmail.com）

土

日 弘前バッハアンサンブル定期演奏会

こころの健康相談

9

場所

火 求人説明会・ミニ面接会（他２４日）

10 水

２月のイベント情報
日

★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。
イベント名

曜日

場所

時間

お問い合わせ先・備考

趣衆の会発表会

弘前市民会館

１４：００～１６：３０
（開場１３：００～）

チケット（前売・当日共）：¥５００
問：趣衆の会（０８０－５５７６－６１０３）

弘前れんが倉庫美術館 スクールプログラム
ひろふ動物園が
弘前れんが倉庫美術館にやってきた！（～１４日）

弘前れんが倉庫美術館
市民ギャラリー 他

９：００～１７：００
（入場は１６：３０まで）
１２・１３日は２１：００まで

弘前大学教育学部付属中学校の美術授業題材「ひろふ動物園」シリーズを作品とともに簡単な学習活動と併せて紹介展示します。
観覧料無料
※夜間開館日２/１３・１４日は２１：００まで開館。
※「小沢剛展 オールリターンー百年たったら帰っておいで 百年たてばその意味わかる」をご覧になる場合は観覧料が必要です。
（こちらの展示の詳しい情報は２月以前からの継続イベントの項目をご覧ください。）
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

第４１回弘潤書道会臨書展
第３５回弘潤”磊”書展（～１４日）

弘前文化センター

１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

市民ボランティアによるパソコン講座
ワード活用による名刺作成講座
（他１９日※２日間で１セット）

弘前市総合学習センター

１０：００～１５：００

広報ひろさき ２０２１．１/１５号 ８Ｐ参照
問：総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００）

はぎれで作るミニタペストリー（～１４日）

鳴海要記念陶房館

９：３０～１２：００

手芸のワークショップ。
料金：￥１，３５０（材料・飲み物付き）※ハサミ・針・糸は各自で持参
問：鳴海要記念陶房館（０１７２ー８２－２９０２）

津軽塗研ぎ出し体験

サンタハウス弘前公園

１４：００～１５：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２０Ｐ参照 申込締切：２/１０（水）
問：サンタハウス弘前公園 阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

自然教室「ソリで遊ぼう」

こどもの森ビジターセンター

１０：００～１２：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １８Ｐ参照
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）

市民スキー大会・弘前市少年スキー大会
（他２１日）
※中止※

１４日：距離競技 弘前市運動公園
２１日：距離コース／大回転競技 岩木山百沢スキー場
８：３０～１４：３０

高岡の森弘前藩歴史館
令和２年度第６回ロビーコンサート
（他１４日（第７回））

高岡の森弘前藩歴史館

①１３：００～１４：００
②１５：００～１６：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １８Ｐ参照
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

こぎん刺し体験と販売（他２８日）

鳴海要記念陶房館

１０：００～１５：００
（受付は１４：３０まで）

問：鳴海要記念陶房館（０１７２ー８２－２９０２）

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館・トレーニングルーム

１０：３０～１２：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２５Ｐ参照 申込締切：２/９(火）必着
問：金属町体育セン タ ー（０１７２－８７－２４８２）

弘前圏域にゆかりのある県外学生が対象！
「ひろさきコミュニティ・ラボ」

オンライン

１９：００～２１：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １９Ｐ参照 申込締切：２/１５（月）
問：弘前市東京事務所内 ひろさき移住サポートセンター東京事務所（０３－６２５６－０８０１）

アライグマ被害防除対策講習会

北辰学区高杉ふれあいセンター
研修室

１０：００～１２：００
（受付は９：３０～）

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２２Ｐ参照 申込締切：２/１０（水）
問：農村整備課鳥獣対策係（０１７２－４０－４１５５）

ハロートレーニング～急がば学べ～
職業訓練説明会

ヒロロ
４階 市民文化交流館ホール

１４：００～１６：００
（受付は１３：３０～１４：００）

参加料無料 定員：３０名
内容：職業訓練制度の概要について、訓練内容の説明、ジョブ・カード制度について
持ち物：雇用保険受給者の方は、雇用保険受給資格者証をご持参ください。求職活動実績として認められます。
申込方法：チラシにある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、ヒロロ３階 弘前就労支援センター総合案内までお申込み下さい。
問：弘前就労支援センター内 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）
訓練に関する問：ハローワーク弘前職業紹介第２部門（０１７２－３８－８６０９ ４２＃）

水泳教室 平泳ぎ（～３/２５の毎週木曜日）

温水プール石川

１３：００～１４：００

広報ひろさき ２０２１．１/１５号 １１Ｐ参照 申込締切：２/１（月）必着
問：温水プール石川（０１７２-４９-７０８１）

11 木祝

12 火

13 土

新型コロナ感染拡大防止のため、中止となりました。
問：弘前市体育協会事務局（０１７２－３７－７９２６）

14 日

16 火 スポーツチャレンジ教室
（～３/３０の毎週火曜日※２/２３、３/２３除く）

17 水

げんねんＥＣＯスクール

弘前商工会議所

①１０：００～１２：３０
②１３：３０～１６：００

〈第一部〉エネルギーのお話
〈第二部〉手鞠ベースのひな祭りアレンジ ひな祭りをイメージした、温かみのある優しい色味の手鞠風ベースに、ピンク系のお花でフラワーアレンジを作ります。
※器の色はピンクかパープルのどちらかになります。サイズ約縦１５ｃｍ×横１０ｃｍ
参加費：￥５００（１部のみ参加の方は無料） 定員：各回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：２/４（木）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・お申込後のキャンセルは必ずお電話でお願いします。

水泳教室 背泳ぎ（～３/２６の毎週金曜日）

温水プール石川

１０：００～１１：００

広報ひろさき ２０２１．１/１５号 １１Ｐ参照 申込締切：２/１（月）必着
問：温水プール石川（０１７２-４９-７０８１）

夜間納税相談（他２２日・２４～２６日）

市役所
２階 収納課

１７：００～１９：３０

問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

金属町体育センター 集会室

１３：３０～１４：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２５Ｐ参照 申込締切：２/９(火）必着
問：金属町体育セン タ ー（０１７２－８７－２４８２）

電動ロクロ体験（～２０日）

鳴海要記念陶房館

１０：００～１５：００

初心者大歓迎！小学生から参加できます。
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）

私の岩木山 写真展（～２１日）

百石町展示館

１０：００～１７：００
※初日１２：００～、
最終日は１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

科学マジックをマスターしよう！

弘前地区環境整備センター プラザ棟

午前の部１０：００～１２：００
午後の部１３：００～１５：００

身近な材料を使って、科学手品グッズを作ります。
参加料無料 定員： 各回 １０名※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策として、保護者の同伴は１家族 １人までとさせていただきます。 持ちもの：特にありません。
応募方法：２/７（日）９：００から電話受付を開始します。
申込・問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）

ひろさき未来創生塾
第一期生事業報告会「塾祭 ジュクマツリ」

土手町コミュニティパーク

１３：３０～１６：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １７Ｐ参照
問：企画課ひとづくり推進室（０１７２－２６－６３４９）

園芸用土と肥料の話

緑の相談所

１３：３０～１５：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １７Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

山田スイッチの心と体の整体院

鳴海要記念陶房館

料金：\２，０００（飲み物付き）※要事前申込。所要時間約４５分
内容：気の通り道であるチャクラを調整して整体で改善していきます。
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

北門書道会創立９０周年記念
第２０回県下幼小中学生書初め展（～２１日）

弘前文化センター

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

大人のＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
東日本大震災鎮魂ライブ
ＹＯＵ’ＬＬ ＮＥＶＥＲ ＷＡＬＫ ＡＬＯＮＥ

百石町展示館

１８：００～

入場料：¥１，０００※小・中学生無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

月例登山「行けるとこまで行ってみよう」

こどもの森ビジターセンター

９：３０～１４：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １８Ｐ参照
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）

専門家集団「らの会」無料よろず相談会

弘前市民会館 中会議室

１３：００～１６：００
（受付は１２：３０～１５：３０）

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２５Ｐ参照
問：専門家集団「らの会」三上さん（０１７２－３８－１８２９）

第３回市立博物館歴史講座

弘前市立博物館

１４：００～１５：１５頃

広報ひろさき ２０２１．１/１５号 ９Ｐ参照
問：弘前市立博物館（０１７２-３５-０７００）２/１５は休み。

市民弓道教室（～３/２５の毎週月・木曜日）

青森県武道館 近的弓道場

１０：００～１２：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２５Ｐ参照 申込締切：２/１３（土）
問：弘前弓道会 福島さん（０９０－５２３１－９５６２）

第３０回「いのちが活きる着るアート」弘前展（～２５日）

百石町展示館

１０：００～１７：００
※初日は１１：００～、
最終日は１６：００まで

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

雑誌を無料配布します

ヒロロ
３階 こども絵本の森

１０：３０～
（整理券配布１０：００～）

こども絵本の森が所蔵する“子育て関連”雑誌のバックナンバーを無料で提供します。雑誌はお１人様３冊まで、付録は１つとさせていただきます。
雑誌を入れる袋やバッグ等は各自ご持参ください。
問：ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

吉川隆弘ピアノリサイタル

弘前文化センター ホール

開場１３：３０ 開演１４：００

広報ひろさき ２０２０．１２/１号 ２０Ｐ参照
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）※第３火曜日は休み

女性のための創業セミナー
集客アップにつながるプレミアムレッスン
～お客様のこころをつかむ伝え方～

オンライン

１３：３０～１５：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １９Ｐ参照
問：青森県信用保証協会創業支援課（０１７－７２３－１３５６）

18 木

リフレッシュ☆ストレッチ教室
19 金 （～３/２６の毎週金曜日）

20 土

21 日

22 月

23 火祝

25 木

25 木 初窯展（～３/３）

杜のギャラリー陽久庵

問：杜のギャラリー陽久庵（０１７２－３２－８４６５）

26 金 第３６回棟方志功大賞県下
小・中学生あおもり版画まつり（～２８日）

さくら野百貨店弘前店

問：陸奥新報社事業部（０１７２－３４－３１１１）

２月のイベント情報
日

★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。
イベント名

曜日

場所

時間

お問い合わせ先・備考

文学忌 今官一（～３/７）

弘前市立郷土文学館

９：００～１７：００
（入場は１６：３０まで）

「文学忌」は弘前ゆかりの作家 １１人の各忌日に行い、忌日の前後 1 週間にはその作家の特別展示をロビーで開催いたします。
また、弘前ゆかりの作家を広く知っていただくため、忌日は無料開館いたします。３/１（月）は無料開館。
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）

ＳＥＶＥＮ’Ｓ ＭＡＲＫＥＴ ２０２１
ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＧＯＯＤ ＧＯＯＤＳ
（～２８日）

百石町展示館

１０：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＡＩＲ企画
感覚の実験室「ロマンスラボ展」（～３/１４）

弘前オランド・ギャラリースペース

「解決の糸口を見つけに行こう！」相談会

弘前市総合学習センター

１０：００～１６：００

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２５Ｐ参照
問：消費者信用生活協同組合弘前事務所（０１２０－１０２－３５４）

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１５：３０

参加料無料※事前申込不要
プログラム：「第１部」（１３：３０～１５：００）講演 ① 『 ガイドラインから学ぶ血圧マネジメント 』、講演 ②『 高血圧症と脳卒中 』、
講演 ③『 減塩の大切さを確認しましょう 』、講演 ④『 弘前市の高血圧対策について～現状と地域での取り組み～ 』、閉会挨拶。
「第２部」（１５：００～１５：３０）大塚食品 「マイサイズ」 試食会、 カゴメ 機能性表示食品「トマトジュース」 試飲会、減塩商品・減塩料理の紹介。
問：ヒロロ３階 市民文化交流館（０１７２－３５－０１５４）

27 土 ～健康寿命延伸は高血圧管理から～
高血圧市民公開講座

月曜日休み
問：弘前エア事務局（０５０－５３７５－７２９４）

小枝のおひな様作り教室

弘前地区環境整備センター プラザ棟

９：３０～１１：３０

小枝と畳を使っておひな様を作ります。楽しくリユースとリサイクルを体験して、素敵なオリジナルのおひな様を作ってみませんか。
参加料無料 定員：小学校５年生以上の１０名※小学生の場合は保護者の同伴が必要。※作業しやすく汚れても良い服装で参加してください。
申込・問：２/１５(月・必着)までに往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電話番号をご記入の上、弘前地区環境整備センタープラザ棟
（〒０３６－８３１４ 弘前市町田筒井６−２ ＴＥＬ０１７２－３６－３３８８）へ。
※往復はがき１枚につき２名まで応募できます。応募多数の場合は抽選で決定し、２/２０(土)まで抽選結果をお知らせします。
詳細はプラザ棟のホームページをご覧ください。

初心者のための 読み聞かせボランティア講習会

中央公民館岩木館 大和室

１０：００～１１：００

参加料無料 定員：１０名※定員になり次第受付を終了
申込・問：２/２（火）９：３０～岩木図書館カウンターまたはお電話で（０１７２－８２－１６５１）へ。

デンドロビウムとセッコクの管理

緑の相談所

１３：３０～１５：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 １７Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

エンディングノート書き方セミナー

サンタハウス弘前公園

１３：３０～１４：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２０Ｐ参照 申込締切：２/２６（金）
問：サンタハウス弘前公園 阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

休日納税相談

市役所
２階 収納課

９：００～１６：００

問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

弘前文化センター

開演１２：００～

入場無料
問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

ヒロロ
４階 弘前市民文化交流館ホール

１４：００～１５：３０

広報ひろさき ２０２１．２/１号 ２０Ｐ参照
問：ボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）

28 日 春の扇舞会
ほっと・ぼらんてぃあ
今知りたい 活動するのに必要なお金と力を集める話

