
イベントピックアップ ２０２０年  ７月　３１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

弘前ねぷた伝統文化の継承・振興

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度弘前ねぷたまつり合同運行および、なぬかびおくりは中止となりましたが、ねぷたまつり本来の目的である無病息災を願い、
伝統文化の継承・振興を目的とした企画を実施しています。

①【城下の美風】大正～昭和期まで軒先などで飾っていた手持ちねぷた装飾を、商店街などで再現します。期間：８/３１（月）まで
②【おうちで弘前ねぷた】自宅で手軽に作成できるペーパークラフトや塗り絵のデータを、弘前観光コンベンション協会ＨＰ（https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/index.html）で配信しています。
　　　　　　　　　　　　　　　また、市内の観光施設でも用紙を配布中です。
③【弘前ねぷたフォトコンテスト】手持ちねぷた装飾やペーパークラフト制作風景、過去のねぷたまつりの写真を用いたフォトコンテストを実施しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、弘前ねぷたまつり（公式）の Twitter、または Instagramをご確認ください。　期間：８/２１（金）まで

問：①・ ③ 観光課（０１７２－３５－１１２８）／②弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）

弘前バルｖｏｌ．１８「幻のねぷたバル」
（あとバル２日～６日）

チケット：前売￥３，５００　当日￥４，０００（１冊５枚綴り）
チケット販売所：弘前バル街参加各店、弘南鉄道弘前駅、中央弘前駅、平賀駅、黒石駅、大鰐駅、弘前市立観光館、まちなか情報センター、アートホテル弘前シティ、弘前パークホテル
　※当日券はバル街ｉ（弘前バル街本部〈かだれ横丁〉、弘前市まちなか情報センター)、レストラン山崎で販売。
【弘前バル街チケットで弘前れんが倉庫美術館料金が￥１００引】
　１日(土)、２日(日)の２日間、「弘前バル街ｖｏｌ.１８」のチケットご提示いただいた方、チケット１枚につき１名様が￥１００引きとなります。※他の割引とは併用できません。
●１７：００～開催セレモニー（土手町コミュニティパーク）
　※感染予防ため、従来の音楽等のパフォーマンスは行いません。当日は、ねぷた有志によるゲリラパフォーマンスがどこかで行われるかも!?
問：レストラン山崎内　弘前バル街実行委員会開催事務局（０１７２－３８－５５１５）

エール津軽！！魅力発見！津軽応援フェア
（～２日、８・９日）

重要文化財　旧弘前偕行社 １０:００～１６:００

津軽広域８市町村（弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村）の魅力ある特産品等の販売を８市町村が持ち回りで行う「魅力発見！津軽応援フェア」を開催します。
初回は弘前市の旧弘前偕行社で、８市町村の特産品やパン・クラフト等の販売を行います。魅力ある商品を購入して、みんなで津軽を応援しましょう。弘前市マスコットキャラクターの「たか丸くん」登場！

入場料フェア期間中無料（通常￥３００）※各日先着１００名様にミニプレゼントあり。
駐車場：弘前厚生学院第２校舎側から駐車場へご入場ください。（太宰治まなびの家の向い）混雑が予想されることから、なるべく公共交通機関等のご利用をお願いします。
出店者：※出店者は変更となることがあります。
【１日（土）・２日（日）】
<弘前市>弘前工芸協会…津軽こぎん刺し、木工の家具や小物　<黒石市>黒石物産協会…こけし、津軽烏城焼　<平川市>蔵工房…食パン、カンパーニュ、ベーグル
　　　　　　中畑手焼きせんべい本舗…ピーナッツせんべい、カシューナッツせんべい、くるみせんべい
<藤崎町>ふじさき食彩テラス（１日のみ）…加工品、生鮮野菜等　<板柳町>ふるさとセンター工芸館…ばんりゅう焼、りんご樹皮工芸、りんご草木染
<大鰐町>鰐come…大鰐温泉もやし、焼肉のたれ（マルシチ）、マカロニドン（山下菓子店）、くるみツイスト（青森ワイナリーホテル）、森のしおり（わにもっこ）、もやしストラップ（工房わにっこ）
<田舎館村>たざわトマト…ミニトマト加工品（ジュース、ジャム、ドレッシング）　<西目屋村>一般財団法人ブナの里白神公社…夏野菜、山菜、白神そば
【８日（土）・９日（日）】
<弘前市>弘前工芸協会…津軽塗製品、アクセサリー等の小物　<黒石市>黒石物産協会…こけし、津軽烏城焼　<藤崎町>ふじさき食彩テラス…加工品、生鮮野菜等
<板柳町>ふるさとセンター工芸館…ばんりゅう焼、りんご樹皮工芸、りんご草木染
<大鰐町>鰐come…大鰐温泉もやし、焼肉のたれ（マルシチ）、マカロニドン（山下菓子店）、くるみツイスト（青森ワイナリーホテル）、森のしおり（わにもっこ）、もやしストラップ（工房わにっこ）
<田舎館村>たざわトマト…ミニトマト加工品（ジュース、ジャム、ドレッシング）　<西目屋村>一般財団法人ブナの里白神公社…夏野菜、山菜、白神そば

その他：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、マスクを着用してご入場ください。
　　　　　旧弘前偕行社特別無料ガイド案内を実施（１１:００および１４:００）※所要時間40分　定員：２０名限定（当日受付）※ノベルティ配布場所で事前受付をして下さい。
問：国際広域観光課内　エール津軽！！プロジェクトチーム事務局（０１７２－４０－７０１７）

中央広場　夏まつり（他１０日） 弘前市民中央広場
　１日 １１：００～１９：００
１０日 １５：００～２０：００

新しくなった中央広場に楽しい露店が大集合する！！
屋外ステージでは地元歌手・パフォーマーの楽しいステージがもりだくさん！！ねぷたがなくても夏を満喫！コロナに負けるな！！
主催：弘前露店商業組合

18 火 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）

23 日 ファッション甲子園２０２０
第２０回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会※中止※

弘前市民会館
※新型コロナウィルス感染症の全国的な流行状況を鑑み、ファッション甲子園実行委員会では
　第２０回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会（ファッション甲子園２０２０）のデザイン画募集、一次審査会、最終審査会を中止することに決定いたしました。
問：弘前商工会議所内　ファッション甲子園実行委員会事務局（０１７２－３３－４１１１）

28 金 笑楽座二〇二〇「弘前城寄席」 弘前公園　本丸 開場１９：００　開演１９：３０

　日本各地にある神社仏閣や庭園、公園、また地域の象徴となる場所をコンサートライティングにより空間演出。そこに落語・太神楽・和妻（日本の奇術）・尺八といった和の伝承芸が融合。
　老若男女、国や文化の違いを越え日本人の心を“笑＝Ｓｈｏｗ”によって楽しんでいただこうと、公益社団法人落語芸術協会が企画し「日本博」事業として開催する“和”のエンターテイメントです。
入場料無料　出演：三遊亭遊雀（落語）、丸一 小助・小時（太神楽曲芸）、ドルフィン（和妻）、きょうこ（和妻）、松本太郎（尺八）、遠山みのり（ＭＣ）※内容は変更になる場合がございます。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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。
　　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）

８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）

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）

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）

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）

鳴海要の資料展示
～本・写真・下絵・色紙・記事等～（～８/２）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

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。
●入館の際には、体調確認並びに氏名等の記載をお願いしています。
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。
【展示室内の撮影について】　すべての作品が撮影可能です。ただし、三脚の使用、長時間の立ち止まりなど他の来館者の観覧の妨げとなる行為はできまん。
【併催　常設展】「ひろさきの歴史と文化 ～原始から近現代へ～」　休館日：８/１７（月）
問：弘前市立博物館 （０１７２－３５－０７００）

津軽の刀剣（～９/２２） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

弘前藩主津軽家ゆかりの名刀である重要文化財「太刀（たち）　銘　友成作（ともなりさく）」・「太刀　銘　真守（さねもり）」や、津軽の刀工による郷土刀など、
刀剣にかかわるエピソードを踏まえながら幅広く紹介します。
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。
休館日：８/１７（月）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～８/２０） イトーヨーカドー弘前店 津軽錦絵・絵師養成講座・オルゴナイト・現代こぎん
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

北門習字・ねぷた祭りコンクール優秀作品展（～８/７） イトーヨーカドー弘前店 問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

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）

夏の特別展
弘前ねぷたのひらき牡丹（～８/５）

ＣＡＳＡＩＣＯ １０：００～１６：００

この牡丹は津軽家の紋章をモチーフにしている事はご存じでしょうか。
 牡丹にも様々な構図があり、余白の点描は均一でない方が良いとされるが絵師それぞれの想いや歴史は十人十色で、遊び心がまた楽しいです。
 本展示は、各団体の牡丹模様の違いを楽しみ、歴史や見どころが沢山あることを伝えそこから改めてねぷた全体を見るとまたいつもと違った見え方になるのではないかと思い企画しました。
入場料無料　※会期中無休
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

工藤盛龍「ねぷた絵展」（～８/２３） ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

総務・理事・評議員による夏の小品展（～９/５） 北門ギャラリー 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

７/２８
（火）～

７月
下旬～

1 土

６/２７
（土）～

６/２８
（日）～

７/２３
（木祝）～

７/２７
（月）～

プール

７/４
（土）～

2020年8月弘前市内イベント情報

６/２２
（月）～

６/１
（月）～

通年

５/３
（日）～

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～

１/１２
（日）～

弘前公園周辺、土手町周辺、鍛冶町周辺、駅前周辺、城東周辺
１４：００～２４：００※営業時間はお店によって異なります。

①市役所本庁舎、JR 弘前駅自由通路、市内観光施設、市内商店街など

７/３１
（金）～

７/２０
（月）～

※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。



８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

観葉植物展（～１６日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

２０２０年　夢天玉明　筆ペン龍絵画展（～３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）

ゆうれい展（～２３日） ギャラリー森山 １０：００～１６：００ 問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

弘前市りんご公園企画展　こぎん刺し展(～１６日） 弘前市りんご公園りんごの家 ９：００～１７：００ 岩木かちゃらず会出展の、津軽に伝わる伝統工芸品「こぎん刺し」の作品展示・販売
問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

Ｓｕｍｍｅｒスクール「飼育員のお仕事体験」 弥生いこいの広場 ９：００～１４：００ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　１０Ｐ参照
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

夏休み応援企画 ２０２０「自分だけの万華鏡を作ろう！」 中央公民館岩木館
２階　視聴覚室

１０：３０～１１：３０ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２２P参照
問：岩木図書館（０１７２ー８２－１６５１）

弘前図書館移転 ３０ 周年記念「クイズ・弘前市立図書館１００」 弘前市立図書館 １３：３０～１４：３０ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２０P参照
問：弘前市立図書館（０１７２－３２－３７９４）

ＦＥＳＴＩＮＡ   ＬＥＮＴＥ 百石町展示館 １１：００～１６：００ 古着などの販売
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

子ども金魚ねぷた列車(～３０日） 弘南鉄道大鰐線にて、地元の子どもたちが絵付けした金魚ねぷたを車内に装飾致します！
問：弘南鉄道中央弘前駅（０１７２－３２－６４４９）

青森の伝統工芸品を体験しよう！
金魚ねぷた色付け体験（～１０日）

アプリーズ
３階　ブルークラフト内

①１１：００～　②１４：００～　③１６：００～
自分だけの金魚ねぷたを作ってみませんか？
参加料：お一人さま￥９９０　定員：各回５名様※予約優先　その他：８/１、８/２午前の回、８/６前日はお休みです。
申込・問：アプリーズ３階　ブルークラフト 鈴木さん（０１７２－８８－５８０４）

太宰治ドラマリーディング　津軽カタリスト
夏の定期公演二〇二〇〈劇団結成８周年記念公演〉

太宰治まなびの家 開演 １４：００ 入場料無料※事前予約不要／全席自由　演目：①庭　②桜桃　③畜犬談　④黄金風景※上演時間約８０分
問：津軽カタリスト　代表　平田さん（０９０－３１２３－３８６１）

秋まき野菜の栽培 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

「津軽塗」ワークショップ（～７日） 弘前公園内　武徳殿休憩所 １０：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１５Ｐ参照
問：市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

図書館４館スタンプラリー（～３１日） 広報ひろさき２０２０．８/１号　１７Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）／岩木図書館（０１７２－８２－１６５１）／ヒロロ３階 こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）／相馬ライブラリー（０１７２－８４－２３１６）

ソフトテニス教室（～２３日の毎週土・日曜日） 弘前公園テニスコート ９：３０～１２：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　２５Ｐ
問：弘前ソフトテニス協会（０９０－３６９４－０７９６）

カブトムシＧＥＴだぜ！ 弥生いこいの広場 １０：００～１２：００ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　１０Ｐ参照
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

地区吹奏楽フェスティバル 弘前市民会館 問：弘前市民文化祭実行委員会（０１７２－３１－３０１０）

最勝院・八坂神社　宵宮 銅屋町 夕方～ 店数８０

乳井神社　宵宮 乳井 夕方～ 店数２０

成田・奈良岡ピアノ教室発表会 弘前文化センター 開場１３：００　開演１３：３０ 入場無料　問：奈良岡ピアノ教室（０１７２－３６－９２６７）

油川慧子＆太田幸来 ピアノコンサート 百石町展示館 開場１３：３０　開演１４：００ 入場料無料※新型コロナウイルス感染症対策の為、入場制限あり
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

無料「おもてなし中国語セミナー」
実践編第１回（他６・１２・１９日）

ヒロロ
３階　多世代交流室２
（２日はＪＲ弘前駅前広場）

１８：００～２０：００
（２日は１４：００～１７：００）

参加料無料※初心者大歓迎　会話・発音重視　内容：「６日」接客編第４回　「１２日」観光編第６回　「１９日」観光編第７回
問：弘前市日中友好の会（ＴＥＬ０９０－２０２３－６９５０　ＦＡＸ０１７２－８９－２１２５　Ｅメール：samaro@mti.biglobe.ne.jp）

3 月 乳井神社　大祭 乳井 夕方～ 店数５

山口県柳井市の金魚ちょうちんと
 青森県内の金魚ねぷた展示会（～６日）

百石町展示館 １０：００～１７：００

明治の初め、弘前の金魚ねぷたが北前船で山口県柳井市に持ち帰られて以来、今日では山口県を代表する特産品となった「金魚ちょうちん」。
今年は、青森県内各地の「金魚ねぷた」と共に展示紹介し、併せて製作体験なども実施します。
観覧料無料※製作体験は材料費￥１，０００が必要となります。
問：弘前文化財保存技術協会　代表理事　今井さん（０１７２－３２－９２７２）

写真パネルで見る「原爆と人間展」（～１７日） 弘前市役所　前川新館
２階　秘書課前ギャラリー

８：３０～１７：００
（最終日は１２：００まで）
※土・日曜日は除く

市では、核兵器の廃絶と世界平和の実現を願い、平成 22 年１２ 月に平和都市を宣言しました。この関連事業として写真パネル展を開催します。
観覧料無料
問：弘前市法務文書課法務文書係（０１７２－４０－０２０５）

なつやすみパワーアップ教室 ｉｎ ヒロロ（～５日） ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

９：００～１７：００
参加費：￥８００（おやつ代含む）　定員：１日３０名（事前申し込み先着順）　対象：弘前市内小学１～６年生　持ち物：勉強道具（宿題など)・お昼ごはん・飲み物・汗拭きタオル
スペシャル企画：４日(火)忍者ナイン ヒロロ修行の巻　５日(水)楽しい科学の時間
申込・問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

弘前市立郷土文学館開館３０周年記念　記念講演会 弘前市立観光館　多目的ホール １４：００～１５：００

かつて〈百万人の作家〉と呼ばれ、戦後の日本を代表する流行作家であった石坂洋次郎。しかし、その人気は急激に衰え、「時代とともに忘れられた作家」と言われてきました。
そのような世評に対し、三浦雅士氏の近著『石坂洋次郎の逆襲』は、大胆な切り口で石坂作品の本質に新たな光をあて、その価値を現代に生き生きとよみがえらせてくれました。
『石坂洋次郎の逆襲』のエッセンスを語っていただきます。
入場料無料※要事前申込　定員：６０名（先着順）　演題：「石坂洋次郎の逆襲」
申込・問：７/３１（金）１７：００までに電話か直接、弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）へ。

郷土文学館・開館３０周年記念講演会 市立観光館多目的ホール １４:００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　９Ｐ参照
問 ：郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

吉澤秀香近作展（～９/３０） 鐵心ギャラリー 問：鐵心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

夏・陶・祭り（～１０日） 杜のギャラリー陽久庵 問：杜のギャラリー陽久庵（０１７２－３２－８４６５）

２０２０夏　足もみ健康教室（他２６日） ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

①１３：１０～１４：４０
②１５：００～１６：３０

５日：夏バテ編　２６日：不眠編　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）

6 木 ゆったりヨガ教室（他２０日） 温水プール石川　研修室 １４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　１１Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

“Ａ”ｇｉｒｌ 弘前オランドギャラリースペース １２：００～１８：００ 入場料無料　※駐車台数には限りがございますので、公共交通機関・自転車・徒歩でのご来場にご協力をお願いします。
問：ahonokeitadesu@gmail.com

初心者硬式テニス教室（他２１日） 弘前市運動公園　庭球場 １９：３０～２１：００ 広報ひろさき２０２０．７/１号　２５P参照
問：リベロスポーツクラブ事務局（０１７２－５５－５１４３）

いやしのフラダンス教室（他２８日） 温水プール石川　研修室 １０：００～１１：００ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　１２Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

サエラ音楽会 百石町展示館 ①開場１３：００　開演１３：３０
②開場１６：３０　開演１７：００

チケット（全席自由）：￥２，５００※予約販売のみ　定員：各４５名
チケット予約・問：サエラ事務所（０１７３-２６-７７５５）

夏の病害虫防除 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

経験ゼロのシニア男性向け料理教室 サンタハウス弘前公園 １１：００～１３：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１８Ｐ参照　申込期限：８/６（木）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

弘前市仲町　街並みフェア２０２０
城下町のサムライ文化を楽しむ（～１０日）

弘前市仲町伝統的建造物群保存地区
（弘前公園北側）

１０：００～１６：００

※感染症対策のため、入場制限を実施したり、実施内容が中止・変更になる可能性もあります。
　①「庭を眺めて抹茶を一服」　８～１０日（１０：００～１６：００）　参加料￥２００（和菓子付）　場所：旧岩田家住宅
　②古武術の演武と体験　９日（午前の部１１：００～１２：００　午後の部１４：００～１５：００）　参加料無料　場所：旧笹森家住宅
　③サムライ住宅のミニ模型をつくろう！　８～１０日（１０：００～１５：００の随時受付）　参加料無料※材料が無くなり次第終了　場所：旧伊東家住宅　対象：小学生と保護者　所要時間：３０分～１時間
　④町並み模型展示　８～１０日（１０：００～１６：００）　場所：旧梅田家住宅
　⑤スタンプラリー　８～１０日（１０：００～１６：００）　参加料無料　受付：公開武家住宅４館　※オリジナルグッズをプレゼント
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）

月例登山　盛夏の山　太陽の道 集合：こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１５Ｐ参照
問：こどもの森ビジターセンター（０１７２－８８－３９２３）

佐々木久美子ピアノ教室　ステディコンサート２０２０ 弘前文化会館ホール(弘前文化センター内） 開場１４：４５　開演１５：００ 入場料無料　※３歳以下の小さなお子様のご入場は恐れ入りますがご遠慮ください。ご入場に際してはマスクの着用をお願い致します。
問：佐々木久美子ピアノ教室（０１７２－３４－１１２５）

10 月祝 太宰治ドラマリーディング　津軽カタリスト 夏の定期公演 太宰治まなびの家 １４：００～１５：２０ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　９Ｐ参照
問 ：津軽カタリスト  平田さん （０９０－３１２３－３８６１）

藤田記念庭園　夜間開園（～１５日、２２日） 藤田記念庭園（洋館、高台部、低地部） １７：００～２０：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１６Ｐ参照
問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

こころの健康相談 弘前市保健センター ９：００～１１：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　２７Ｐ参照
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

りんご作業員　求人説明会・ミニ面接会 ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１６：３０
（受付１３：００～１５：００）

りんご収穫作業を中心とした農作業に、空いている時間を有効活用してみませんか？地元りんご農家から直接、仕事内容や待遇等のお話が聞けるチャンスです。未経験の方もお気軽にご参加ください。
対象：休職中の方、どなたでも※事前予約不要。
 なお、正式に応募する場合はハローワーク紹介状、履歴書等をご持参ください。また、事前にハローワーク弘前（または弘前就労支援センター）で求職登録をして頂くとスムーズに面接を受けられます。
持ち物：雇用保険受給者の方は雇用保険受給資格者証を。
問：ヒロロ３階　弘前就労センター内 株式会社Ｉ．Ｍ．Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

茂森門前　宵宮（～１３日） 茂森町 夕方～ 店数１０

愛宕神社　宵宮 愛宕 夕方～ 店数５

市民ボランティアによるパソコン講座
【ワード２０１９入門講座】（他１９・２６日）

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．７/１５号　１２Ｐ参照
問：弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００）

15 土 ヒロロ映画まつり（～１６日）
ヒロロ
４階　市民文化交流館ホール

①１１：００～②１３：００～
③１４：１０～④１５：１０～

広報ひろさき２０２０．８/１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）

16 日 第４９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：地続きの太宰治　問：太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４）

弘前大学Ｗｅｂオープンキャンパス２０２０（～１８日） オンライン ９：００～１７：００

新型コロナウイルスの拡大防止の観点から，今年度のオープンキャンパスはＷｅｂを利用したオンライン開催に変更して実施します。
動画による学部紹介や入試説明等の他，Ｚｏｏｍを活用した模擬講義や個別相談会等，様々な企画を実施します。要事前申込。
内容：動画視聴（大学紹介、サークル紹介、学部紹介、模擬講座等）、Ｗｅｂ対話（Ｚｏｏｍを活用した模擬講座、個別相談会等）
※注意※・人数に限りがある企画もありますので、受付開始後はお早めにお申込みください。・Zoomを活用した企画がありますので、お使いの端末での事前動作確認等、ご協力願います。
 対象：在校生、卒業生、進路指導等教員、保護者等　申込：Ｗｅｂオープンキャンパス特設サイト（https://www.ocans.jp/hirosaki-u?fid=Gwq5dTdV）
問：弘前大学学務部入試課（ＴＥＬ０１７２－３９－３１９３、ＦＡＸ０１７２－３９－３１２５、Ｅメール：jm3973@hirosaki-u.ac.jp、弘前大学入試情報HP：https://nyushi.hirosaki-u.ac.jp/）

小栗山神社　宵宮 小栗山 夕方～ 店数３０

夜間納税相談（～２１日） 弘前市役所　２階　収納課 １７：００～１９：３０ 広報ひろさき　２０２０．８/１号　２１Ｐ参照
問：弘前市役所　収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

夏休み自由研究応援隊※中止※ 弘前城植物園 ※新型コロナウィルス感染予防・拡大防止のため中止となりました。
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

ストレッチ教室（～９/１５の毎週火曜日） 弘前市運動公園　野球場多目的室 １４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　２５Ｐ参照　申込期限：８/１１（火）
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

弘前工芸舎メインテーブル企画
白神ガラス（～９/１）

藤田記念庭園　考古館 ★１０：００～１６：００ 問：藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

高杉加茂神社　宵宮 高杉 夕方～ 店数８

19 水 げんねんＥＣＯスクール 弘前商工会議所会館 １０：００～１２：３０

〈第一部〉放射線講座：原子燃料サイクルの概要～日本原燃の概要・立地の経緯～ 講師：六ケ所げんねん企画(株)
〈第二部〉カルチャー講座：ハーバリウム（ボールペン&ガラスドームネックレス）
            講師：Atelier muguet　神　幸代氏　人気のハーバリウムを実用性のあるボールペンとネックレスの２アイテムお作りいただきます。（ボールペン本体、お花などは数種類の中からお選びいただけます）
参加費：￥５００（第一部のみご参加の方は無料）カルチャー講座（第二部）のみの受講は出来ません。 定員：３０名程度（応募者多数の場合は抽選）※託児無料（１歳児～未就学児童対象）
応募方法：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、受講希望日、会場名、託児サポートの有無（お子様のお名前・ふりがな・生年月日・性別）を明記の上、
               「日本原燃ホームページ」から、または「はがき」でお申し込みください。（ご参加の有無は応募締切後、「はがき」にてご連絡をいたします。）
申込締切：８/６（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階情報センター　ＥＣＯスクール係（ＴＥＬ０１７－７３１－１５６３　平日９：００～１７：００　ＨＰ：http://www.jnfl.co.jp）
※第二部（カルチャー講座）のみのお申し込みはできません。※お問い合わせ・お申込み後のキャンセルは必ずお電話でお願いします。

17 月

18 火

9 日

11 火

12 水

5 水

7 金

8 土

1 土

2 日

4 火

弘前図書館・岩木図書館・こども絵本の森・相馬ライブラリー

弘南鉄道大鰐線
当日の列車運用は大鰐駅及び中央弘前駅にご確認ください。



★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

20 木 青い森の瑠璃２０２０　間山ふみこ
～ガラスアクセサリー・皿他 展示販売～（～３０日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ ８/２５（火）休館日
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

第２１回　秋桜の会（～２４日） 百石町展示館 １０：００～１９：００
（最終日は１４：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

電動ロクロを体験しませんか？（～２２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）

健康体操教室（～９/１８の毎週金曜日） 弘前市運動公園　野球場多目的室 １４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　２５Ｐ参照　申込期限：８/１１（火）
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

桂塩鯛　落語を聞く会（～２３日） ２２日：ギャラリー森山
２３日：薬王山正伝寺

２２日 開場１５:３０　開演１６:００
２３日 開場１３:３０　開演１４:００

桂塩鯛師匠の落語会を開催します。今回は、コロナウィルスの影響で開催できるか心配しておりましたが、塩鯛師匠の「笑いで疫病退散」とのお申し出を頂き大変有難くお受けいたしました。
料金（おとな）：￥１，０００
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）、薬王山正伝寺（０１７２－３２－１７８４）

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２０２０．８/１号　１８Ｐ参照　申込期限：８/２１（金）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

オンライン！りんごが食べたくなる講座 オンライン １４：００～１５：００
Ｗｅｂミーティングシステムを用いてりんごと健康について講演いただきます。
定員：３０名（先着）　講演：りんごを食べると本当に健康になる？　申込期限：８/１０
申込・問：お電話か申込書をＦＡＸでＡ－Ｐｒｏｊｅｃｔ　青山さん（０１７２－３２－１１６７）へ。

ラウンジのひととき 弘前図書館
２階 視聴覚室

１４：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１７Ｐ参照
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７-５５０５）

藍染め体験教室（他２９日） 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００
（２９日は１２：３０まで）

広報ひろさき２０２０．７/１５号　１３Ｐ参照
申込・問：８/７の９：００より弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）へ。

こどもアート体験ひろば２０２０ 弘前市総合学習センター １２：００～１５：３０

参加料無料※要事前予約　対象：市内小・中学生１００名
体験できる内容：いけばな、お琴、日本舞踊、こぎん刺し、書道、ねぷた絵、絵画、津軽塗※コーナーによって年齢制限あり。※希望するアートが出来ないこともあるのでご了承ください。
申込・問：８/１０必着でハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールに①住所、②氏名（ふりがな）、③学校名と学年、④保護者氏名、⑤電話番号を記入の上、弘前市立中央公民館
 （〒０３６－８３５６　下白銀町１９－４　弘前市立中央公民館「こどもアート体験ひろば」係　ＴＥＬ０１７２－３３－６５６１　ＦＡＸ０１７２－３３－４４９０　Ｅメール：chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

休日納税相談 弘前市役所　２階　収納課 ９：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．８/１号　２１Ｐ参照
問：弘前市役所　収納課（０１７２－４０－７０３２／４０－７０３３）

少年相談センター　夏季相談室（～２８日） 弘前市少年相談センター
（市役所前川本館　１階　こども家庭課）

９：００～１８：００ 学校のこと、友だちのこと、家族のことなど気軽に相談してね。※事前予約によりスクールカウンセラーによる相談も可。
問：弘前市少年相談センター（０１７２－３５－７０００）

再就職支援セミナー＆キャリアカウンセリング
（個人就職相談会）

弘前市総合学習センター
４階　第４研修室

１３：３０～１５：３０
（希望者個別相談１６：００～１７：００）

参加料無料※要事前予約　対象：４５歳以上の方　定員：２０名　テーマ：採用されるための就職活動のポイント～応募書類・面接など～
※当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。※個別相談は就職についてのアドバイスや応募書類の添削指導を受ける事ができますので、ぜひお申し込みください。（予約優先）
申込・問：電話またはメールでネクストキャリアセンターあおもり（ＴＥＬ０１７－７２３－６３５０　Ｅメール：chuukounen@ims-hirosaki.com)

マザーグース「雑貨店」（～９/２５） ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

26 水 ひろさき就職説明会・面接会
ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：0０～１６：００
（受付は１２：３０～１５：００）

広報ひろさき２０２０．８/１号　２１Ｐ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）

27 木 刺し子・古布展示会（～３１日） 百石町展示館 ９：００～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ボランティアによる花がら取り 弘前城植物園 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

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　弘前市民文化交流館ホール

１４:００～１６：００
（受付１３:３０～１４:００）

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　定員：３０名　内容：①職業訓練制度の概要について②訓練内容の説明③ジョブカード制度について
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。
申込：参加申込書に必要事項をご記入の上、ハローワーク弘前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#）

大石神社　宵宮 大森 夕方～ 店数５

令和２年度中弘地区
初めて手話を学ぶ方のための体験講座
(他９/５・１２・２６日、１０/３※全５回）

弘前市総合学習センター １３：３０～１５：００

この講座は日常よく使われるあいさつなどの手話単語や指文字、「聞こえないこと」について学ぶ初級手話講座です。
参加費無料　定員：１０名（先着順、定員になり次第締切）
申込・問：手話講習会（中弘地区）希望と明記し、８/１７（月）必着ではがきかＦＡＸに住所、氏名（ふりがな）、年齢、連絡先（電話、ＦＡＸ、携帯電話番号など）を記入の上、
青森県聴覚障害者情報センター（〒０３０－０９４４　青森市筒井字八ッ橋７６－９　ＴＥＬ０１７－７２８－２９２０　ＦＡＸ０１７－７２８－２９２１）へ。

デイキャンプを楽しもう！ 弥生いこいの広場 １０：００～１６：３０ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１５Ｐ参照
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

スロージョギング教室（～９/２６の毎週土曜日） 金属町体育センター　集会室 １３：３０～１４：４５ 広報ひろさき２０２０．８/１号　２５Ｐ参照　申込期限：８/１５（土）
問：金属町体育センター（０１７２－８７－２４８２）

動物さんのもぐもぐ観察 弥生いこいの広場 問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

須藤清栄ソロコンサートｉｎ清水交流センター
☆歌と朗読と太極拳と☆

弘前市立清水交流センター（体育室） １３：３０～１６：００ 入場料無料　定員：１００名　その他：マスク着用必須
問：弘前市立清水交流センター（０１７２－８７－６６１１）

大人のＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ 百石町展示館 １８：００～ 入場料：￥１，０００※小・中学生無料　※新型コロナウイルス感染症対策の為、入場制限あり
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

31 月 市民ボランティアによるパソコン講座
【Ｅｘｃｅｌ　２０１９】入門講座（他９/７、１４日）※全３回

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００ 広報ひろさき２０２０．８/１号　１８Ｐ参照
問：弘前市総合学習センター内　学習情報館（０１７２-２６-４８００）

28 金

29 土

30 日

22 土

23 日

24 月

21 金


