
イベントピックアップ ２０２０年　７月　２日現在　　弘前市まちなか情報センター調べ

日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考

1 水 弘前市立郷土文学館 開館記念無料開放 弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００（入場は１６：３０まで） 広報ひろさき２０２０．６/１５号　１１Ｐ参照　問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

弘前城薪能※延期※ 弘前城植物園
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、開催延期となりました。
弘前城薪能開催を楽しみにされていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
問： 弘前市役所文化振興課内　弘前城薪能実行委員会事務局（０１７２－４０－７０１５）

ＳＨＩＲＯＦＥＳ．２０２０ オンライン １１：００〜２１：００

今年で５年目となる、ダンス＆パフォーマンスフェスティバル。
世界的にも注目されているこのイベントが、 今年は、新型コロナウ イルス感染拡大防止の観点から、オンラインによるライブ配信での フェスティバル開催に決定。
自宅にいながらＳＨＩＲＯＦＥＳ.に参加で きます。弘前城本丸で開催されるプログラムは ありません。それぞれ別会場で人が密集しない環境下で実施しますので、オンラインでお楽しみください。
参加・観覧料無料※閲覧にかかる通信料は自己負担となります。
配信内容：ダンスバトル／音楽ライブ／各種パフォーマンス／プ ロジェクションマッピングほか 　その他：当日の詳細は広報ひろさき２０２０．６/１号１６ＰのＱＲコードから確認を。
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会（０１７２－８８－６４９９）

ＣＨＲＯＳＳ　ＣＲＯＳＳ※中止※ 弘前市まちなか情報センター １８：３０～ ※新型コロナウィルス感染防止のため中止となりました。
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

開局２０周年記念事業
劇団四季ミュージカル弘前講演「コーラスライン」※中止※

弘前市民会館 開場１８：００　開演１８：３０

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、本年のコーラスラインのツアーを全て中止とし、２０２１年５月以降へ延期する予定となったことが、劇団四季株式会社より発表されました。
これに伴い、７月開催予定の弘前公演も来年へ延期となります。弘前での公演を楽しみにしていた皆様には、大変申し訳ありませんが、来年開催できるように調整し、
日程が決まりましたら、改めてご案内いたしますのでご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
問：アップルウエーブ（０１７２-３８-０７８８）

23 木祝 企画展２「弘前ねぷた展～節堂と龍峡の世界～」（～９/１３） 弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

津軽を代表する夏祭りであり、国指定重要無形民俗文化財にも指定されている弘前ねぷた。
２０２０年は、弘前ねぷたに大きな功績を残し、双璧とうたわれた絵師、竹森節堂が没後５０年、石沢龍峡が没後４０年にあたります。二人の絵師に焦点を当てて、ねぷたの歴史を振り返ります。
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。
　※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。
問：弘前市立博物館 （０１７２－３５－０７００）

25 土 藤田記念庭園　夜間開園 藤田記念庭園 ９：００～２０：００
※入園券の販売は１９：３０まで

毎月第４土曜日に夜間開園致します。
入園料：大人￥３２０　子供（小・中学生）￥１００※洋館のみ入園の場合は無料です。
　※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：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新型コロナウイルス感染症対策】各プールでは、入場者の制限などの感染症対策を実施しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用の前に、各プールや市体育協会ホームページなどでご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※夏休み期間は各プール毎日開場。　※第２市民プール（中野３丁目）は休場します。

日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考

第３市民プール
（～８/３０※７/９、１６日、８/２７を除く） 第３市民プール

①　９：００～１１：３０
②１２：３０～１５：００
③１５：３０～１８：００

個人（１回）：一般￥２８０、高校生￥１４０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥５０
回数券（１１回）：一般￥２，８００、高校生￥１，４００、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥５１０
団体（３０人以上１人につき）：一般￥１６０、高校生￥９０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。住所や年齢などを確認できるものの提示を。
　３年生以下のお子様は保護者（成人）の付き添いが必要です。
※新型コロナウィルス感染症対策で７/１８～８/３０まで人数制限（１回６０名）を設けます。
問：第３市民プール（０１７２－３７－２０４３）

城北ファミリープール（～８/３０）
（火曜日休場）

城北ファミリープール ①　９：３０～１１：３０
②１４：００～１６：００

個人（１回）：一般￥３３０、高校生￥２２０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥１１０
回数券（１１回）：一般￥３、３００　高校生￥２、２００、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥１、１００
団体（３０人以上１人につき）：一般￥２７０、高校生￥１７０、児童・生徒（小学生４年生以上～中学生）￥９０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
　住所や年齢などを確認できるものの提示を。３年生以下のお子様は保護者（成人）の付き添いが必要です。
※新型コロナウィルス感染症対策で７/１８～８/３０まで人数制限（１回１３０名）を設けます。
※下記日程において入場整理券を配布いたします。
　　７/１８（土）、１９日（日）、２３日（木祝）、２４日（金祝）、２５日（土）、２６日（日）、８/１（土）～３０日（日）
　　入場整理券は該当日の１週間前から弘前Ｂ＆Ｇ海洋センターにて配布します。（１名につき４枚まで（同日１開催分のみ）配布）
問：城北ファミリープール（０１７２－３７－２０４１）

岩木B＆G海洋センタープール（～９/１３） 岩木B＆G海洋センタープール
①９：００～１２：００
②１３：００～１７：００
③１８：００～２１：００

個人（１回）：一般￥２８０、高校生￥１４０、小学生～中学生￥５０
回数券（１１回）：一般￥２，８００、高校生￥１，４００、小学生～中学生￥５１０
団体（３０人以上１人につき）：一般￥１６０、高校生￥９０、小学生～中学生￥３０
※６５歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。
　住所や年齢などを確認できるものの提示を。
小学３年生以下のお子様：大プール利用は付き添いが必要、小プールのみ利用の場合は付き添いなしで利用可※水着着用者の付添者１人につき低学年児童は２人までとします。
※新型コロナウイルス感染症対策で７/１８～８/３０まで人数制限（１回５０名）を設けます。
問：岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－８２－５７００）

７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

お殿様・お姫様衣装着付け体験
（～３/３１）※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）

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）

『お殿様たちの書画』（～７/１２） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

文武両道を求められた江戸時代の武士、とりわけ藩主たちが素養として嗜んだ書画を紹介します。
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人以上の団体料金。
            ※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。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

弘前市立博物館
企画展１　津軽アーティスト列伝（～７/１２）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

多彩な発想や技術によって生み出され、我々の感性を刺激する「アート」。本展では津軽にゆかりのあるアーティストを縄文時代の土器から、
佐野ぬい、奈良美智といった現代作家の作品までジャンルを問わず展示します。
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。
　　　　　※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。
※次回予定しておりました、特別企画展１「歌川広重」は、今年度の開催を中止することとしました。なお、引き続き企画展1「津軽アーティスト列伝」を延長して開催いたします。
 問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

２０２０津軽三味線ミニライブ（～１０/２５までの毎週日曜、祝日）
津軽の魂、津軽三味線の音色を楽しんでみませんか。左記４か所で３０分程度のライブが無料で楽しめます。
問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

野沢如洋と悪戸焼き展（～７/２０） ギャラリー森山 １０：００～１６：００ 如洋の絵のすばらしさは南画の山水にあったが、人物や、風俗、花鳥、動物など、人々を驚嘆させた。中でも馬を描かせては右に出る者がいないといわれ、「馬の如洋」の名を欲しいままにした。
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

Ｔｈａｎｋ　Ｙｏｕ　Ｍｅｍｏｒｙ – 醸造から創造へ –（～９/２２） 弘前れんが倉庫美術館 ９：００～１７：００

開館を記念する本展では、場所と建物の「記憶」をテーマに、煉瓦倉庫や弘前の歴史に新たな息吹を吹き込む８名のアーティストによる新作を中心に紹介します。
改修工事の記録にもとづく作品や、弘前市民の協力により制作された作品など、この場所ならではの作品が、煉瓦倉庫のダイナミックな空間で展開されます。
※７/５日までは青森県民対象の事前予約制によるプレオープン、１１日にグランドオープン。
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
　※以下の方は無料・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
参加作家：尹秀珍、ジャン＝ミシェル・オトニエル、笹本晃、畠山直哉、藤井光、奈良美智、ナウィン・ラワンチャイクン、潘逸舟
　※休館日：火曜日、７/６～１０日
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

スマートグラスＡＲ体験
～ＡＲで弘前公園の四季を見てみよう（～１１/２３）

藤田記念庭園　和館 １０：００～１６：００

ＡＲってなに？ＡＲとは、私たちの目の前にある現実世界に写真や動画、ＣＧなどのデジタル情報を重ねて表示する技術です。
そんなＡＲが見られるスマートグラスで、全国的に有名な弘前公園の桜や四季の映像を体験することができます♪
体験料：スマートグラスＡＲ体験＋お抹茶セット体験料￥１，０００※スマートＡＲ体験後、おいしいお抹茶をお召し上がりいただけます。
お得な体験特典：藤田記念庭入園券￥３２０→￥２５０ｏｒ３施設共通券（庭園・植物園・弘前城）￥５２０→￥４７０が割引になるお得な特典が受けられます。
　　　　 　　　　　　入園後の特典は受けられませんので、必ず入園時にお申し込みください。※入園料のほか、別途体験料が必要となりますのでご注意ください。
問：藤田記念庭園事務所（０１７２－３７－５５２５）

スポット企画展
弘前市立郷土文学館 ３０年のあゆみー「北の山嶺」の人びとー
（～８/３０※前期）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

弘前市立郷土文学館は今年開館３０周年を迎えます。
今回のスポット企画展では前期（Ｒ２．６/２７～８/３０）、後期（Ｒ２．９/１～１１/１）の２回に分け、過去の企画展を振り返り、その中から選りすぐりの資料を展示します。
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、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）

メインテーブル企画展　今照芳　漆展（～７/９）
藤田記念庭園　考古館
２階ギャラリー

１０：００～１６：００
今年最初のメインテーブル企画は、津軽塗の今照芳さんの作品を紹介します。塗り立てのお椀や、螺鈿を施した唐塗の箸など多数出品します。
入場料無料
問：弘前市産業育成課物産振興係（０１７２－３２ー８１０６）、弘前こぎん研究所内　弘前工芸舎運営委員会事務局（０１７２－３２－０５９５）

つながるマルシェ２０２０　ふくろく朝市
（～１０/２５の毎週日曜日※全１８回開催予定）

油屋福六駐車場ほか ８：３０～１０：３０
想いのこもった農産物、加工品などを通じて生産者と消費者が触れ合いを楽しむ朝市です。
雨天決行※荒天時中止
問：油屋福六（０１７２－８８－６９４８）

「誰もいない桜」写真展（～７/２６） 藤田記念庭園　和館 ９：００～１７：００
（最終入園１６：３０まで）

春,誰もいない弘前公園に桜が咲きました。
和館入園には,別途藤田記念庭園入園料が必要です。
入園料：大人￥３２０（￥２５０）　子ども￥１００（￥８０）※（　）内は１０名以上の団体料金。　通年券：大人￥１，０４０　子ども￥３１０※発行日から１年間は何度でも入園可（さくらまつり期間中も利用できます）。
　　　　　共通券（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）：大人￥５２０（￥４７０）　子ども￥１６０（￥１３０）※（　）内は１０名以上の団体料金。３施設共通通年券：大人￥２，０９０　子ども￥６２０
　　　　　 ※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。
問:藤田記念庭園事務所(０１７２－３７－５５２５）

第１７回北門高校生選抜書作展（～７/７） 北門書道会 土日祝休館
問：北門書道会ギャラリー（０１７２-３２-５６１８）

７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 お問い合わせ先・備考

1 水 「Ｈａｐｐｙ Ｅｇｇ～本との新たな出会いを～」（～３１日） 岩木図書館
★９：３０～１９：００
（土日祝は１７：００まで）

ガシャポンから出てくるたまご型のカプセルの中に、色々なテーマが入っています。テーマごとに本を用意していますので興味がある本があったら読んでみてください。
ガシャポンの挑戦は一日１人１回。今回はどんな本との出会いがあるかな？　休館日：毎週月曜日
問：岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）

2 木 豊田神明宮　宵宮 豊田 夕方～ 店数６０

第８回　村田孝嗣写真展「津軽野」（～５日） 百石町展示館 ９：００～１７：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

みづえ３人展　田村晴樹・橋本尚恣・野坂徹夫（～６日）※中止※ 百石町展示館 １１：００～１８：００ ※こちらの催事は中止となりました。
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

松山継道漆展（～５日） 弘前文化センター　美術展示室 １０：００～１７：００ 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

初心者硬式テニス教室
（～３１日の毎週金曜日※２４日は除く全４回）

弘前市運動公園　庭球場 １９：３０～２１：００ ２０２０．６/１号　２３Ｐ参照　問：リベロスポーツクラブ事務局（０１７２－５５－５１４３）

第１３回青森県民スポーツ・レクリエーション祭 （～５日）
※一斉開催中止※

県内各体育施設など （詳細は青森県ＨＰへ）
※新型コロナウイルス感染症における感染防止の観点から、７/４・５日（一部種目６/２８）の一斉開催を中止とし、種目ごとの分散開催を検討することとなりました。
 　詳細が決まりましたら青森県ＨＰに掲載しますので、今しばらくお待ちください。
問：青森県スポーツ・レクリエーション連盟（０１７－７３４－９９０９）

第２８回青森県民駅伝競走大会
弘前市代表選手選考会（他１１・１８日）※中止※

弘前市運動公園（１８日のみ弘前公園 ） 集合１４：３０（４日のみ１５：３０） ※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止になりました。それに伴い選手選考会を中止とします。
問：弘前市陸上競技協会（ Ｅメール：tsushima-hiromu@m05.asn.ed.jp）

ラウンジのひととき 弘前市立郷土文学館 １４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．６/１５号　１１Ｐ参照
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

マツの手入れ実習 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

山野草寄植え講習会 弘前城植物園 問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）
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①野市里（ＡＮＥＫＫＯ）１１：３０～　　②岩木山神社１２：３０～
③嶽温泉広場１３：３０～　　④岩木観光物産案内所１４：３０～
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※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。



★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

清流に生きる魚たち　鈴木良夫アート展（～１２日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

工作教室 弥生いこいの広場 １０：００～ 広報ひろさき２０２０．６/１５号　１０Ｐ参照　　問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

仲町地区ガイド養成講座（他８/９） 公開武家住宅「旧伊東家住宅」 ９：００～１６：００ 広報ひろさき２０２０．６/１号　１８Ｐ参照
問：弘前市仲町地区伝統的建造物群保存会　今井さん（０１７２－３２－９２７２）

6 月 誓願時・専求院　宵宮 新町 夕方～ 店数４０

創業・企業支援制度説明会及び起業家座談会 弘前市民会館
２階　中会議室

第１部１６：００～１７：００
第２部１７：００～１８：００

「創業・起業したいが、どのような支援制度があるのか？関係機関からまとめて話を聞きたい。」といったご意見におこたえして、関係機関が一堂に集まり、創業・起業支援制度に係る説明会を開催します。
あわせて、創業・起業の専門家や先輩起業家から、創業についての考え方や創業体験談を聞ける座談会を開催します。
参加費無料※要事前申込　定員：３０名※先着順　対象：創業・起業に興味、関心がある方、創業・起業を検討している方、創業・起業して間もない方、新分野での起業・創業を考えている方
内容：「第１部」支援制度説明会　「第２部」起業家座談会
申込・問：７/３（金）までに申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・メール・電話等で青森県商工労働部　地域産業課　創業支援グループ
　（ＴＥＬ０１７－７３４－９３７４、ＦＡＸ０１７－７３４－８１０７、Ｅメール：chiikisangyo@pref.aomori.lg.jp）

エンマ様　宵宮 新寺町 夕方～ 店数２５

淡島神社　宵宮 高崎 夕方～ 店数５０

熊野神社　宵宮 薬師堂 夕方～ 店数１０

第２３回ヒロロ寄席　桂宮治独演会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

開場１８：００　開演１８：３０
木戸銭：前売￥２，５００　当日￥３，０００※学割あります（大学生以下の方で当日受付にて学生証の提示で￥５００キャッシュバック）
プレイガイド：ヒロロインフォメーション、弘前市民会館、弘前芸術鑑賞会、弘前市まちなか情報センター、なりた本店しんまち店、ＥＬＭインフォメーション
チケット購入・問：弘前落語ふぁん倶楽部（０８０－６５６２－５９９１）

円山応挙の『幽霊画』を観て
　　　　　　　　　　落語『応挙の幽霊画』を聴くツアーＶｏｌ．２

集合：弘前駅城東口または現地集合 集合：１０：００

人気落語家・桂宮治による落語『応挙の幽霊」を聴いた後、１年に１度、たった１時間だけ公開されている久渡寺所蔵の貴重な円山応挙の『幽霊画』を鑑賞するというとても贅沢なツアーです。
料金：￥３，０００※バスを利用しない場合￥２，０００　募集人数：６０名（うちバス定員４０名）※最少催行２０名
行程：弘前駅城東口または現地集合（１０：００）、久渡寺着（１０：２０）、久渡寺須藤住職による『幽霊画』にまつわる講話（１０：４５）、桂宮治による落語『応挙の幽霊』上演（１０：５５）、
　　　　一般鑑賞者向けに開場（１１：４０）、応挙の幽霊画　法要開始　幽霊画鑑賞（１２：００）、久渡寺出発（１３：３０）、弘前駅着・解散１３：５０※行程や時間は変更になる場合があります。
申込・問：電話・ＦＡＸ・ＨＰより(有)前田観光（ＴＥＬ０１７２－８２－４６６５、ＦＡＸ０１７２－８２－４８８８、ＨＰ：http://oukyo.rakugo-hirosaki.net/）

七面様　宵宮 独狐 夕方～ 店数３０

２０２０夏　足もみ健康教室（他２２日） ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

①１３：１０～１４：４０
②１５：００～１６：３０

８日：首こり編　２２日：免疫強化編
参加料：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）
※新型コロナウィルス対策としてマスクの着用をお願いします。
問：ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会賛助会員　稲垣さん（０１７２－８８－８４５３）

稲荷神社　宵宮 大清水 夕方～ 店数１５

富田稲荷神社　宵宮 富田 夕方～ 店数２５

松木平神社　宵宮 松木平 夕方～ 店数１２

弘前工芸舎メインテーブル企画・鉄工房アール（～２７日） 藤田記念庭園
考古館　２階ギャラリー

１０：００～１６：００ 入場料無料
問：弘前市産業育成課物産振興係（０１７２－３２ー８１０６）、弘前こぎん研究所内　弘前工芸舎運営委員会事務局（０１７２－３２－０５９５）

オンラインセミナー「女性ホルモン塾ｉｎ弘前」 広報ひろさき２０２０．６/１号　１９Ｐ参照。　申込期限：７/３
問：奥入瀬 サミット実行委員会ＨＰ（http://oirase-summit. com/）

大山神社　宵宮 中野 夕方～ 店数５０

アジサイの栽培と剪定 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

ホタル観賞会（他１８日） １１日こどもの森
１８日弥生いこいの広場

１１日１９：３０～２０：３０
１８日２０：００～２１：００

※雨天中止　参加料無料※事前申込不要
問：こどもの森（０１７２－８８－３９２３）　弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

武家住宅で日本むかしばなし　こどもおりがみ 公開武家住宅「旧伊東家住宅」 １３：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．６/１５号　１０Ｐ参照　申込期限：７/５
問：公開武家住宅旧伊東家（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０１７２－３５－４７２４）

エビナピアノ教室発表ピアノ発表会 弘前文化センター １４：００～ 入場料無料　問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

和徳熊野宮　宵宮 松ヶ枝 夕方～ 店数３０

熊野宮　宵宮 浜の町 夕方～ 店数１０

八幡宮　宵宮 石川 夕方～ 店数１０

八幡宮　宵宮 清水森 夕方～ 店数５

熊野奥照宮　宵宮 田町 夕方～ 店数４０

ベゴニア展(～１９日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

園内ガイド２回目 弘前城植物園 問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

大沢神楽　宵宮 大沢 夕方～ 店数１５

まちなか体操教室 サンタハウス弘前公園 １４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２２Ｐ参照　申込期限：７/１５（水）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２-８８－７７０７）

ゆったりヨガ教室（他３０日） 温水プール石川 １４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２５Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

いやしのフラダンス教室（他３１日） 温水プール石川 １０：００～１１：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２５Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

夜間納税相談（他２０日～２２日、２７日） 市役所
２階　収納課

１７：００～１９：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２３Ｐ参照
問：市役所　収納課（０１７２-４０-７０３２、０１７２-４０-７０３３）

電動ロクロを体験しませんか？（～１８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）

北の文脈文学講座　企画展「岩木山と文学」　記念トークイベント 弘前市立観光館　多目的ホール １４：００～１５：００

現在開催中の第 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 －」を記念したトークイベントを開催します。
受講料無料　定員：６０名（先着順）　テーマ：「山と文学～根深誠×藤田晴央」
申込：７/１０（金）までに、電話または郷土文学館カウンターで申込を。
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

セカンドライフ準備セミナー サンタハウス弘前公園 １３：３０～１４：３０ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２２Ｐ参照　申込期限：７/１５（水）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２-８８－７７０７）

岩木川子ども水辺の安全教室（～１９日） 集合：茜の夕陽水辺の楽校 ９：００～ 広報ひろさき２０２０．７/１　２２Ｐ参照
問：岩木山自然学校（ ０１７２－８３－２６７０）

バラの夏季せん定と管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

鬼神社　宵宮 鬼沢 夕方～ 店数５０

月例登山　夏山登山　ライオン岩ルート 集合：こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 夏のお山を登り、ライオン岩へハイキング　※雨天決行　参加料無料※要事前申込　持ち物：飲み物、昼食、タオル、着替え類
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

特別展示「カブト、クワガタ展」（～８/２） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０ 観覧料無料
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

第４８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：太宰文学と出会ったとき
問：太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４）

第４回お見合いパーティー※中止※ アグリインホリデー １５：３０～１７：３０ ※現在流行している「新型コロナウイルス」の感染拡大防止のため、当面の間、イベントの開催を自粛しております。何卒ご了承くださいませ。
問：アルハート　工藤さん（０９０－２９５９－４１５８）

第１回協働まちづくりフォーラム
　　～みんなで住みたいまちに★できることからはじめよう！～

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～
参加料無料※フォーラムへの参加は要事前申込
内容：「第１部」知って納得 協働クイズ！／パネル展開催（７/２０～８/２１※１５：００まで）３階大町側エスカレーター付近　　「第２部」１％システム事業成果発表会（終了は１５：３０予定）
申込・問：弘前市 市民協働課 協働推進係（０１７２－４０－７１０８）

鬼神社　大祭 鬼沢 夕方～ 店数１０

高野山　宵宮 城東 夕方～ 店数２０

熊野宮　宵宮 茜町 夕方～ 店数１５

22 水 求人説明会・ミニ面接会 ヒロロ
３階　多世代交流室２

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～）

広報ひろさき２０２０．７/１号　２４Ｐ参照
問：弘前就労支援センター内　Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

津軽の刀剣（～９/２２） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

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人以上の団体料金。
 ※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：８/１７（月）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

文学忌「葛西善蔵」（～２９日） 弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

今年度からの新企画として「文学忌」を実施いたします。「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。
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。
無料開館日：７/２３
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

動物観察と自然体験キャンプ会（～２４日、２８日～２９日） 弥生いこいの広場 問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

Ｓｕｍｍｅｒスクール「こども山伏修行体験」 集合：こどもの森ビジターセンター ９：３０～１５：００
かつて山伏たちの修行の場所となっていた久渡寺山で、山伏体験を行います！※雨天決行
参加料：一人￥２，０００　対象：小学生１０名（先着順）　内容：数珠作り、座禅、精進料理の食事　持ち物：タオル、着替え
申込・問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）へ。

夏休みおはなしクイズラリー（～８/１６） ヒロロ
３階　こども絵本の森

★１０：００～１８：００ こども絵本の森のどこかにクイズの問題が隠されています。その問題を見つけて全問正解の方には賞状（おめでとうカード）とぬり絵をプレゼントします。
問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）※毎月第３木曜日休館（祝日の場合は翌日に振替）

縄文土器・土偶づくり体験 弘前文化センター
１階　会議室

１３：３０～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２０Ｐ参照　申込期限：７/１８（土）
問：弘前縄文の会　今井さん（０１７２-３２－９２７２）

愛宕神社　宵宮 駒越 夕方～ 店数１０

カワイ音楽教室発表会（～２６日） 弘前文化センター 入場無料
問：カワイ音楽教室（０１７ー７２２－３７４１）

金魚ねぷた絵付け体験（～２６日） 広報ひろさき２０２０．７/１号　１９Ｐ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）

苔テラリウム体験 弘前城植物園 問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

勾玉づくり体験 弘前文化センター
１階　会議室

１３：３０～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２０Ｐ参照　申込期限：７/１８（土）
問：弘前縄文の会　今井さん（０１７２-３２－９２７２）

休日納税相談 市役所
２階　収納課

９：００～１６：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２３Ｐ参照
問：市役所　収納課（０１７２-４０-７０３２、０１７２-４０-７０３３）

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

真空管アンプで聴く　ロ短調ミサ曲鑑賞会 百石町展示館 １３：３０～１６：００ 入場料無料
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

火
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受講方法：Ｚｏｏｍ、インスタ グラムによるライブ配信
１３：００～１５：１０
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ヒロロ３階　多世代交流室２
【２５日】①１３:３０～、②１５:３０～　【２６日】③１０:３０～、④１３:３０～、⑤１５:３０～
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★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

夏休みかけっこ教室（他２９・３１日、８/３・５～７日） 河西体育センター １３：３０～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２５Ｐ参照　申込期限：７/１４（火）
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

広野神社　宵宮 小沢 夕方～ 店数３０

広野神社　大祭 小沢 夕方～ 店数５

弘前工芸舎　夏限定企画（～８/１６） 藤田記念庭園
考古館　２階ギャラリー

１０：００～１６：００ 入場料無料
問：弘前市産業育成課物産振興係（０１７２－３２ー８１０６）、弘前こぎん研究所内　弘前工芸舎運営委員会事務局（０１７２－３２－０５９５）

Ｓｕｅｎｏ　ｄｅ　Ｔａｎｇｏ～タンゴの夢～ 百石町展示館 開場１８：００　開演１８：３０
ピアニスト中村早紀子氏によるソロコンサート
入場料：￥２，０００※全席自由　1ドリンク付
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

稲荷神社　宵宮 新寺町 夕方～ 店数１０

稲荷神社　宵宮 紺屋町 夕方～ 店数１０

30 木
図書館のお仕事やってみ隊
（①７/３０・８/６、②７/３１・８/７、③８/１、８/８）
※①、②、③のいずれかの２日間の参加が必要。

弘前図書館 ９：３０～１２：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２０Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

第１回ハロートレーニング体験会～急がば学べ～
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１６：１０
（受付１３：００）

実際に訓練を体験してみよう！ハロートレーニングとは、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得できる無料の職業訓練のことです。
参加料無料　内容：①体験会オリエンテーション②訓練コース体験会の実施（各４０分）③ハロートレーニング相談コーナー④ジョブカード作成支援・適正診断コーナー
その他：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ご持参ください。
【託児室】無料※要予約　託児対象：生後６か月～就学前まで　申込期限：７/２９（水）１６：００まで
申込：参加申込書に必要事項をご記入の上はハローワーク弘前か弘前就労支援センター総合案内へ。
問：弘前就労支援センター内　株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２-５５-５６０８）　※訓練に関するお問合せはハローワーク弘前職業紹介第２部門（０１７２-３８-８６０９　４２#）

弘前八幡宮　宵宮 八幡町 夕方～ 店数８０

金31

月27

水29

28 火


