
イベントピックアップ 令和２年８月３０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 お問い合わせ先・備考

6 日 第９回 津軽岩木スカイラインを歩いてみよう会

津軽岩木スカイラインは、普段は自動車しか通行できませんが、この日は自動車を一時的に通行止めにして、みんなで歩いて岩木山８合目を目指します。
舗装された道路とはいえ山登りです。カーブを曲がるたびに開けていく景色を見ながら、日頃のストレス解消や心身の健康増進を目的に参加してみませんか？※雨天実施。ただし、荒天時は中止。
参加料￥３，０００※申込は既に締め切り
コース：【Ａコース】約１０ｋｍ（スカイライン料金所前から８合目駐車場までのスカイライン全コースを歩きます。）
　　　　【Bコース】約５ｋｍ（スカイライン料金所から５ｋｍほどバスで移動し、最後の５ｋｍを歩きます。）※８：１５ごろからスカイライン入り口ゲート前で開会式を行います。
対象：小学生以上（小学生は保護者等の同伴、お身体のご不自由な方は介護者の同伴と専用の自家車のご準備をお願いします。また、コースは５kmコースに限定させていただきます。）
持ち物：昼食、おやつ、飲み水、汗ふきタオル、雨具、敷物、防寒用着衣など
問：弘前歩こう会事務局 今井二三夫さん（〒０３６－８３３３　弘前市若党町７５－２　ＴＥＬ兼ＦＡＸ０１７２－３２－９２７２）

12 土 令和２年度
観光ボランティアガイド養成講座開講（他１９・２６日）

弘前の観光を楽しく学び、あなたも観光ボランティアガイドになりませんか？
受講料無料　　定員:各講座５０名（要マスク着用）　※定員満了になりました。
内容：１２日（土）①「ガイドの心構え・弘前観光全般について」９：３０～１０：４５※必修　②「これからの外国人観光客の接遇対応」１１：００～１２：００
        １９日（土）③「弘前市のまつり（４大まつり）」９：３０～１０：３０　④「弘前市周辺市町村のまつり」１０：４５～１１：４５
         ２６日（土）⑤「弘前公園の歴史」９：３０～１０：４５※必修　⑥「石垣修理のこれからについて」１１：００～１１：４０
 ※開講６講座中、必修講座を含めた４単位取得後（①～⑥の講座は各１コマ１単位）１０月に行われる弘前公園ガイド実地研修（２単位）を終了すると、
　　弘前観光ボランティアガイドの会の入会資格が取得できます。
問：（公社）弘前観光コンベンション協会　観光振興部　担当 小笠原さん、坂本さん、福井さん （ＴＥＬ０１７２－３５－３１３１　ＦＡＸ０１７２－３５－３１３２　Ｅメール：htcb16@jomon.ne.jp)へ。

15 火 重要無形民俗文化財　お山参詣（～１７日）※規模縮小※ 岩木山神社ほか

　岩木山大神様にとって一番大事な１年に１度の特別な３日間。感染症拡大防止の為、例年通りの参詣はできませんが、大切な命を守りながら皆様方の思いがお山に届き、
　大いなるご加護を賜りますようご理解とご協力をお願い申し上げます。
　団体でのお参りや指定の団体以外による「登山囃子」の演奏などや、祭りの最終日に山に登ってご来光を拝む「朔日山」については、山頂での密集状態を避けるため、個人での登山も自粛を要請します
　（レッツウォークお山参詣も中止）。
　その代わりとして、岩木山神社では、神社のホームページでご来光の様子をライブ配信します。詳細は岩木山神社ＨＰをご覧ください。
問：岩木山神社・お山参詣保存会（０１７２－８３－２１３５）

18 金 弘前城秋の大祭典（～２２日）※予定※

弘前公園内
①四の丸
②レクリエーション広場
③弘前城植物園
④市民広場

※１８日は１８:００～２１:００の開催

①１０：００～２０：００
②１０：００～１７：００
③１０：００～１６：００
④１０：００～１７：００
⑤１８：００～２１：００

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、最終的な開催判断については９月上旬に示される。

①【イベントステージ出店エリア】１０：００～２０：００　伝統芸能、ダンス、音楽など、日替わりでステージイベントを開催するほか、多数の出店を配置
②【スポーツエリア】１０：００～１７：００　子どもが楽しめるスポーツミニゲーム、親子でのスポーツ体験などを開催
③【こどもエリア】１０：００～１６：００　子どもが楽しめるワークショップ、体験型イベント等を開催
④【アートクラフトエリア】１０：００～１７：００　アートクラフト作品の展示・販売やワークショップを開催

⑤【同時開催】「弘前城×ネイキッド光の桜紅葉（さくらもみじ）」１８：００～２１：００　内容：ネイキッドによる特別な光の演出を施します。

※１８日は、イベントステージ出店エリアと「弘前城×ネイキッド光の桜紅葉」を実施し、その他のエリアは １９日から開催します。期間中は、弘前公園内有料区域を入園無料とします。
※入園の際には、検温等の新型コロナウイルス感染防止対策を実施します。マスク着用や新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のダウンロード等、感染防止対策にご協力を。
　また、感染症の拡大状況によっては開催を中止することがあります。
問：観光課内　弘前城秋の大祭典実行委員会事務局（０１７２－３５－１１２８）

19 土 第５回ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会
今年は新型コロナウィルス感染防止対策を徹底するため、昼と夜の２部制とし、完全入れ替え制で開催！
チケット：￥３，０００（￥５００×６枚、抽選券１枚）※チケット１枚につき、おひとり入場可能。　定員：各回５０名（先着順）　販売場所：弘前商工会議所５階事務局
問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

20 日 追手門広場フリースタイルマーケット２０２０※予定※ 追手門広場 新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しながら、フリーマーケットを開催いたします。
問：弘前市立観光館（０１７２－３７－５５０１）

21 月祝
ＨＩＲＯＳＡＫＩ　市民球団プロジェクト
ＨＩＲＯＳＡＫＩ　Ａｒｅｄｓ　第６回ＪＡＢＡ弘前市長杯野球大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～２２日）

岩木山総合公園 野球場 １１：００～ ２２日　第２試合　弘前アレッズｖｓキングブリザード
問：ＨＩＲＯＳＡＫＩ市民球団プロジェクト　久保さん（０９０－６２５８－２９８３）

25 金 ひろさきりんご収穫祭２０２０（～２７日）

りんごの収穫作業が本格化する前に、りんご公園で収穫の無事を祈念し、「ひろさきりんご収穫祭」を開催します。皆さんのご来園をお待ちしています。
内容（予定）：津軽の食大集合！、ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ（りんご娘）ライブ、りんご詰め放題、りんご生絞りジュース作り、りんご棒パン作り、２ｍ巨大アップルパイ実演販売など
　　　　　　　　シードルナイト（２５日・２６日　１６：００～２０：００）　チケット￥１，５００（９/４より販売予定）
問：りんご課施設運営係（０１７２－４０－７１０５）

特別企画展２
「パリの見た夢　服部コレクション　２０世紀フランス絵画展」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～１１/８）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

フランスにおける１９世紀は、アカデミズムが台頭する中で、ロマン主義や印象派など、新しい絵画の潮流が生まれた時代でした。
本展ではその後を受けてパリで花開いた、ルオー、ピカソ、シャガール、キスリングといった画家たちの作品から、戦後の作品まで、２０世紀のフランス絵画をご紹介します。

観覧料：一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０）　小・中学生￥１００（￥５０）
　　　　　「高岡の森弘前藩歴史館」との共通券 　一般￥４２０（￥３１０）　高校・大学生￥２１０（￥１６０）　小・中学生￥１４０（￥７０）※（　）内は２０名以上の団体料金。
　※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。
会期中無休　　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）

わくわくヒロロランド ①えきどてプロムナード、
②ヒロロ　３階　イベントスペースほか

１０:００～１５:００

参加料無料（わくわくランドは￥１００）
内容：①【乗馬体験】１１：００～１２：００、１３：００～１４：００　定員：各回７０名（先着順）※各回開始１時間前から会場で整理券を配布
　　 　②【わくわくランド】１０：００～１５：００（１２：００～１３：００休憩）スタンプを集めるとお菓子をもらえます。種目：①ストラックアウト②プラズマカー③ボッチャ④ユニホック
　　 　③【どうぶつクイズ】1０：００～１５：００（解答用紙の配布は１４：３０まで）対象：小学生以下１００名（先着順）すべてのクイズに答えるとプレゼントがもらえます。１家族１回
※マスクの着用をお願いします。また、雨天時など中止となる場合があります。
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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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

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。
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
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）

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）

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～」
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。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

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）

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）

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）

ヨークカルチャー弘前作品展（～９/２０） イトーヨーカドー弘前店
ボタニカルアクセサリー、津軽錦絵、水彩画
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

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）土・日曜と祝日休館

６/２８
（日）～

７/２３
（木祝）～

プール

８/１８
（火）～

８/５
（水）～

８/２４
（月）～

2020年9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）～

弘前市民会館　１階　大会議室
１２日９：３０～１２：００　１９日９：３０～１１：４５　２６日９：３０～１１：４０

集合：ＪＲ弘前駅城東口駐車場前受付
　　　　（往復とも専用貸切バスを利用。帰りは１４：３０ごろに岩木山８合目出発）
集合：６：４５

６月中旬

土手町コミュニティパーク多目的ホール、ポム広場
第１部１５：００～１７：００／第２部１８：００～２０：００

弘前市りんご公園
２５日１６：００～２０：００
２６日１０：００～１５：００、１６：００～２０：００
２７日１０：００～１５：００

土26

※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。



9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

スポット企画展
弘前市立郷土文学館　３０年のあゆみ
　　　　　　　　　－「北の山嶺」の未来図へ－（～１１/１）

今回のスポット企画展は、前期（第１回企画展～第２２回企画展）に続いて、後期（第２３回企画展～第４４回企画展）を振り返り、その中から選りすぐりの資料を展示します。
３０年をかけて先人の方々が築いてこられた基盤の上に立ち、「北の山嶺」の遥かなる山脈に新たな光を当て、「未来図」を書き込むことが、これからの郷土文学館が果たす役割と考えております。
観覧料：一般￥１００　小中学生￥５０
　※弘前市の６５歳以上、市内の小・中学生、市内の留学生、市内外の障がいのある方、ひろさき多子家庭応援パスポートをお持ちの方は無料。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）

文学忌「陸羯南」（～７日）

「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。
【無料開館：２日（水）】
問:弘前市立郷土文学館（０１７２－３７－５５０５）

藤城清治　版画展(～７日） さくら野百貨店弘前店
３階催事場　富士メガネ前

１０：００～２０：００
（最終日は１７：００閉場）

９６歳を迎えた現在も現役で活躍する藤城清治氏。作品は夢や希望に満ち溢れ、人々を魅了し続けます。
今展は藤城清治氏の影絵芸術を忠実に再現したジクレー版画、ライトアップアートを多数展示・販売いたします。
問：さくら野百貨店弘前店（０１７２－２６－１１２０）

2 水 弘前工芸舎メインテーブル企画展
宮腰清次郎うるし展（～１６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２０２０．９/１号　１４Ｐ参照
問：産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

ゆったりヨガ教室（他１７日） 温水プール石川 １４：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　８Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２-４９-７０８１）

シダ展（～６日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　１７Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

4 金 青森ライカクラブ写真展（～６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）

初心者ＳＵＰ体験会（～６日） 城北ファミリープール 午前の部１０：３０～１２：００
午後の部１３：３０～１５：００

広報ひろさき　２０２０．８/１５号　１５Ｐ参照
問：弘前 Ｂ＆Ｇ 海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

ラウンジのひととき　チェロとコントラバスによる二重奏 弘前市立郷土文学館
２階　ラウンジ

１４：００～１５：００

入場料無料※ただし観覧料が必要　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。
定員：先着１５名　※当面の間、事前申込み制でのご参加となります。お申込みはお電話または文学館窓口まで
申込・問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７-５５０５）

ＲＥＰ．　ＹＯＵＲ　ＳＣＨＯＯＬ（～６日） オンライン ５日１６：００－１７：３０
６日１６：００－１９：３０

学生限定！ＯＮＬＩＮＥイベント！『自分の学校をレペゼンしろ！！』ＲＥＰ．ＹＯＵＲ　ＳＣＨＯＯＬ開催決定！！
新型コロナウィルス感染防止の観点より、例年開催しておりました”ダンス交流文化祭”は、今年の開催を見送らせていただくことになりました。そして、新たに学生限定のオンラインイベントを開催いたします！
観覧料無料（ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅ予定）
コンテンツ：５日ソロコンテスト（結果発表は翌日６日）／６日ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ １ｏｎ１バトル　※エントリー方法などについてはＨＰのご確認を。
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９　ＨＰ：http://funkystadium.com/）

朝どれ嶽きみ収穫体験バスツアー（～６日） 集合：弘前市観光案内所前
　　　　　　　（ＪＲ弘前駅中央口１階）

７：００～１１：００（予定）

糖度が高いとされる、新鮮な朝どれの嶽きみ。朝のすがすがしい空気の中、一面に広がる嶽きみ畑での収穫体験。
生でガブリもよし、茹でるもよし、両方味わえます！嶽きみ収穫体験の後は、道の駅津軽白神（ビーチ西目屋）の「白神焙煎舎」でのモーニングコーヒーをいただきます。
同施設内の「白神ワイナリー」のシードルや生はちみつジェラート販売も。岩木山麓と白神山地の食の恵みを体験できるバスツアーです！
料金：お一人様￥３，０００（バス代・嶽きみ収穫２本分・コーヒー代含む）　対象：小学生以上　定員：２５名（最小催行人数１０名）
コース：弘前市観光案内所前（ＪＲ弘前駅中央口１Ｆ）朝７：００出発→岩木地区　枯木平（嶽きみ畑）★嶽きみ収穫体験★→農産物直売所ＡＮＥＫＫＯ（あねっこ）★茹できみ★
　　　　　→白神焙煎舎（ビーチ西目屋内）★珈琲焙煎工場の説明+珈琲提供★→ＪＲ弘前駅（解散）
その他：１人につき２本嶽きみ収穫体験可能（３本以上の収穫は、本数に応じ別途別料金がかかります。）
　　　　　畑での収穫体験を行うため動きやすい服装、履物でのご参加をお願いいたします。（朝露、土で汚れる場合もあります。）
申込・問：３日前までにＨＰまたはお電話で お申込みください。津軽まちあるきサイト（ＨＰ：https://machi-aruki.sakura.ne.jp/）、弘前観光コンベンション協会（０１７２－３５－３１３１）へ。

藍擦り染め体験教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００ 広報ひろさき　２０２０．８/１号　２０Ｐ参照
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）

東北女子短期大学 公開講座
　　　　　ー学びをもっと身近にー２０２０年度 前期

東北女子短期大学では地域交流、生涯学習活動の一環として、学ぶことの楽しさや魅力を地域の皆さまへ積極的に発信していきます。
①「あの作業服のワークマンはなぜ、伸びているのか？」受講料無料　定員：１０名　対象：高校生
②「親子で遊ぼう～製作遊び～」受講料：￥１００　定員：１２組　対象：３歳から就学前の子どもと保護者
③「保育所給食～地域の食材をテーマにした食育～」受講料：￥３００　定員：２０名　対象：保育所の給食担当者　※各講座とも応募多数の場合は抽選となります。
④「カシス ＤＥ アイス　食味官能評価を体験しませんか？」（他１９・２６日）受講料無料　定員：２０名　対象：高校生・一般
　　内容：５日スーパーフルーツカシスって？　１９日カシスを加工してみよう！　２６日カシスの機能性
申込・問：本学ＨＰから、またはメール、ＦＡＸに希望講座名、氏名、住所、電話番号をご記入の上、東北女子短期大学（ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunsen@toutan.ac.jp　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp)へ。

「長谷川達温先生３３回忌遺作展」
　　　　　併せて長谷川壽一先生１７回忌遺作展（～２２日）

ギャラリー森山 １０：００～１６：００
昭和のほぼ全期間ねぷた絵師の総師として弘前ねぷたの先導を務め“ねぷた和尚”の愛称で親しまれた長谷川達温師の作品に加え初公開の師直筆になる絵等と、
後を継いだ二代目ねぷた和尚の長谷川壽一師の繊細華麗な遺作を各種資料と共に一挙展示。
問：ギャラリー森山（０１７２－３５－６７８７）

バッタ展（～１３日） こどもの森ビジターセンター ８：３０～１６：３０ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　７Ｐ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）

たのしく学ぼう　私たちの防災 ヒロロ
３階　健康ホール

１０：００～１２：００

参加料無料※要事前申込　対象：年長から小学６年生までの子どもとその保護者　定員：１５組（先着順）
内容：●防災教育　ハザードマップを見てみよう！●防災クイズ スタンプラリー　あおもりおまもり手帳からも出題するよ！スタンプを集めてプチ防災グッズをもらっちゃおう！
　　　　●寸劇　もし、ひとりの時火事になったら　●消火器体験　消火器の使い方を体験しよう！
申込・問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

弘前城植物園散策ガイド 集合：弘前城植物園　南案内所 １０：００～１１：００ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　６Ｐ参照
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

弘前バッハアンサンブル創立３５周年記念演奏会 弘前市民会館　大ホール １４：００～

チケット（全席自由）：￥３，０００
プレイガイド：〈青森〉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、
　　　　　　　〈弘前〉中三弘前店、平山萬年堂、弘前市まちなか情報センター、弘前市社会教育協議会、ヒロロ１階インフォメーション、さくらミュージック
　問：弘前バッハアンサンブル　島口さん（０１７２－３３－１５３９）

地域資源レポート巡回写真展（～１４日） ヒロロ　３階
広報ひろさき２０２０．９/１号　１６Ｐ参照
問：津軽広域連合総務課総務企画係（０１７２－３１－１２０１）

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　２０２０．９/１号　２５Ｐ参照
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

２０２０夏　誰でも出来る　足もみ健康教室 ヒロロ
３階　多世代交流室Ｄ

①１３：１０～１４：４０
②１５：００～１６：３０

【腰こわばり編】　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）

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

１５：３０～１７：３０
広報ひろさき　２０２０．９/１号　２３Ｐ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）

健康セミナー 百石町展示館 １４：０～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

第２回（弘前市） 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～）

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。
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#）

市民太極拳教室（～１０/２９の毎週木曜日） 笹森記念体育館武道場 １３：３０～１５：００
広報ひろさき　２０２０.９/１号　２３Ｐ参照
問：弘前市武術太極拳連盟（０８０－１８０９－１２７３）

納戸 ｗｉｔｈ ３（～１２日） 百石町展示館 １０：００～１８：００
（１２日は１７：００まで）

※ご来場の際はマスク着用をお願いいたします。
問：小山内さん（０９０－５５９４－６７８９）

いやしのフラダンス教室（他２５日） 温水プール石川　研修室 １０：００～１１：００ 広報ひろさき　２０２０.８/１５号　９Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

第１５回廃品おもしろ工夫展 ｉｎ プラザ棟
　　　　　　　　　　　　展示（～１１/８）・一般投票（～１０/３１）

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．７/１５号　９Ｐ、または９/１号　１８Ｐ参照
問 ：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２－３６－３３８８）

青森県高等学校文化連盟写真部 弘前地区高校写真展（～１３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）

ひろさき合コンフェス（他２６日）

新しい生活様式で楽しもう！
【チーム戦】友だちや職場の仲間とチーム戦を組んで参加、１日２チームと合コン。８０分×２店舗
      　参加費：男性チーム￥１５，０００　女性チーム￥１２，０００　定員：各チーム５０名（１チーム３名３ｖｓ３）※本選出場４０チーム＋リザーブ（補欠）１０チーム
　　　 参加資格：２０歳以上４９歳以下の県内在住独身同性グループ
【個人戦】ひとりから参加ＯＫのグループ合コン。２時間３０分飲み放題×移動なし１店舗
　　　　参加料：男性￥５，０００　女性￥４，０００　定員：各３０名　参加資格：２０歳以上４９歳以下の県内在住独身男女　その他：参加者には合コンフェス参加店で使える￥５００分のチケットをプレゼント！！
チケット販売期間：８/６（木）～９/２（水）　プレイガイド：中三弘前店１階インフォメーション、さくら野百貨店弘前店、ヒロロ１階インフォメーション、弘前商工会議所
問：弘前商工会議所青年部事務局（０１７２－３３－４１１１）

将棋名人戦 弘前対局記念イベント
将棋教室・級位検定会（他１３日：記念大会）

広報ひろさき　２０２０．８/１５号　７Ｐ参照
問：青森県将棋連盟（０１７－７７５－７７４４）

短歌をつくろう 弘前図書館
２階　視聴覚室

１３：３０～１６：３０ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　１０Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

ＦＥＳＴＩＮＡ  ＬＥＮＴＥ 百石町展示館 １１：００～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

Ｏｒａｎｇｅ　Ｔｒｅｅ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ ＯＰＥＮ１７：３０　ＳＴＡＲＴ１８：００

チケット：前売￥１，１００+１ドリンク￥５００　当日 ￥１，５００＋１ドリンク￥５００
　※チケットにマスク一枚が付きます。ご入場時には手の消毒と検温にご協力ください。(３７．５℃以上の方は入場をお断りすることがございます。)
　　また会場内ではマスクの着用し、隣の方との距離をとり大きな声を出しての会話をご遠慮ください。
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

東北女子短期大学 公開講座
　　　　　ー学びをもっと身近にー２０２０年度 前期

東北女子短期大学 ①９：３０～１１：３０
②１０：００～１１：３０

東北女子短期大学では地域交流、生涯学習活動の一環として、学ぶことに楽しさや魅力を地域の皆さまへ積極的に発信していきます。
　①「手軽な夏のおやつ作り」￥３００　定員：２０名　対象：高校生、一般
　②「新聞紙でつくってあそぼう！」受講料無料　定員：２０名　対象：高校生　※各講座とも応募多数の場合は抽選となります。
申込・問：本学ＨＰから、またはメール、ＦＡＸに希望講座名、氏名、住所、電話番号をご記入の上、東北女子短期大学
　　　　　　　　（ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunsen@toutan.ac.jp　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp)へ。

瑞楽園で聴く「つがるのむかしっこ」 瑞楽園 １１：００～１２：００
広報ひろさき　２０２０．９/１号　１４Ｐ参照
問：三浦造園（０１７２－９５－２２４６）

つがる弘前　軽トラ市（他１０/１０） つがる弘前農業協同組合本店
国道７号沿いバイパス側駐車場

７:００～１１:００
広報ひろさき　２０２０．９/１号　１６Ｐ参照
問：つがる弘前農業協同組合（０１７２－８２－４２０５）

きのこの話 １３：３０～１５：３０

きのこ展（～１３日） ★９：００～１７：００

古木樹勢回復作業とせん定教室 瑞楽園 ９：３０～１０：３０
広報ひろさき　２０２０．９/１号　１８Ｐ参照
問：瑞楽園（０１７２－５５－６８０６）

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　２０２０．８/１５号　７Ｐ参照　申込締切：９/６（日）
問：公開武家住宅旧伊東家（０１７２－３５－４７２４）

弥生いこいの広場
「よりどりみどり選手権 ２０２０」

弥生いこいの広場 ★９：００～１６：３０ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　１４Ｐ参照　投票締切９/１３（日）
問：弥生いこいの広場（０１７２－９６－２１１７）

月例登山「イヌワシの道　キノコ探索」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　１４Ｐ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）

多肉寄せ植え 小さな世界に幸せを詰めて。　参加費：１個￥５００（小サイズ５種）　定員：各回５名　※当日参加も可能ですが、できるだけ事前予約お願いします。
予約・問：（Ｅメール：ayapple727914@gmail.com）

チャレンジ先生のエンジョイ講座　ＮＯ．５
矯正先生　涼子先生のリラックス自力整体（他２０・２７日）

弘前市民会館 １０：１５～１１：４５

自然治癒力を上げストレスに負けないカラダづくり！心身をリラックスし筋肉の緊張のほぐし方を学びます。
１３日：レッスン１「背骨の役割」２０日：レッスン２「精髄の主な働き」２７日：レッスン３「背骨のゆがみ」
受講料：初回受講料無料（レッスン１は無料で受講できます）１講座（レッスン１～３の３回）￥２，０００※レッスン２以降も受講を希望された場合￥２，０００をいただきます。
対象：一般　持ち物：ヨガマットまたは大判タオル・飲水
申込・問：９/５までに電話、ＦＡＸまたはＥメールに①お名前②住所③電話番号④希望の講座番号と講座名をご記入の上、
　　　　　Ｊｉｎｚａⅰ－Ｊａｐａｎ（ＴＥＬ０８０－８０１５－８５９６　ＦＡＸ０１７－７１８－７１３５　Ｅメール：joy@jinzai-japan.com）へ。

芝生ＹＯＧＡ（他２１日） 弘前 Ｂ＆Ｇ 海洋センター多目的広場 １０：３０～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０.９/１号　２３Ｐ参照
問：弘前 Ｂ&Ｇ 海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

福田こうへいコンサートツアー２０２０※中止※ 弘前市民会館 １回目１２：３０　２回目１７：００
「福田こうへいコンサートツアー２０２０」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止および、会場の使用制限等の条件により検討を重ねた結果、公演を中止させて頂くことになりました。
公演を楽しみにされていたお客様には誠に申し訳ございませんが、ご理解頂けますようお願いいたします。
問：㈱トラスト企画クリエート（０１１－２６１－９９９１）

年祝い役員作品展（～１０/１６） 北門ギャラリー 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）土・日曜と祝日休館

弘前文化センター
将棋教室・級位検定会１４：００～１７：３０／記念大会前 １０：００～（受付９：３０～）

アプリーズ　４階　特設会場
①１０：００～②１０：３０～③１１：００～④１１：３０～
⑤１２：００～⑥１２：３０～⑦１３：００～⑧１３：３０～

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
(入館は１６：３０まで）

東北女子短期大学
①１０：００～１１：００　②１０：００～１１：３０　③１３：００～１５：００　④１０：００～１１：３０

受付場所：土手町コミュニティパーク　開催場所：鍛治町・土手町周辺の飲食店
受付：１８：００～１８：４０　スタート：１９：００～

緑の相談所

木10

広報ひろさき　２０２０．９/１号　１７Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）
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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

クリスタルアート展　ｖｏｌ．３
～光と虹のあふれる空間～ Ｇｒａｃｅ　Ｂｌｏｏｍ 富麻恭子（～２２日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：0０
（最終日は１５：００まで）

クリスタルアートの展示販売
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

花のある暮らし展 百石町展示館 ９：３０～１６：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

げんねんＥＣＯスクール９月はプレミアム！ 弘前市商工会議所 １０：００～１２：３０

第一部：放射線の基礎知識　前編　～霧箱実験で放射線の飛を観察～
第二部：秋色カラーのリメイクナチュラルバッグ　秋のお出かけにもピッタリ！ナチュラルなかごバッグをリメイク！お花やリボンでシックに仕上げます。
　　　　　お花のカラーは数種類の中からお選びいただけます。（かごバッグもセットに含まれます）バッグの大きさ　約３５×２８センチ　持ち手の長さ約５５センチ（肩にかけられます）
参加費：￥１、０００（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」か「郵便」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：９/３（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・お申込み後のキャンセルは必ずお電話でお願いします。

求人説明会・ミニ面接会（他３０日）
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～）

定員：各日２０名程度　対象：休職中の方、どなたでも※事前予約・申込不要。
内容：「求人説明会」１３：３０～人事担当者が仕事内容についてプレゼンテーション形式で説明。　「ミニ面接会」１４：３０～説明会終了後に人事担当者と個別面談を実施
持ち物：ハローワークカード。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。
参加事業所：「１６日」社会福祉法人つがる三和会／ケアパートナー株式会社／株式会社飛翔会　「３０日」北村技術株式会社／株式会社長谷川鉄工／大同生命保険株式会社
その他：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。
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）

第１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　２０２０．９/１号　１９Ｐ参照
問：市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）

17 木 Ｅｘｃｅｌ の基本マスター 旧弘前偕行社 広報ひろさき　２０２０．８/１号　２４Ｐ参照
問：ポリテクセンター青森（０１７－７７７－１１８６）

津軽千代造窯　小山陽久展（～１０/１）
藤田記念庭園
考古館　２階　ギャラリースペース

１０：００～１６：００ 問：津軽千代造窯（０１７２－３２－８４６５）　藤田記念庭園（０１７２－３７－５５２５）

電動ロクロを体験しませんか？（～１９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）

仲町の町並み子ども絵葉書作品展示（～２１日） 公開武家住宅「旧伊東家住宅」 １０：００～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　１２Ｐ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）

りんご草木染&りんごビーズアクセサリー展（～１０/４） 弘前市りんご公園　りんごの家 ９:００～１７:００ 内容：りんごの木・花・実・葉を使用した染め物「りんご草木染」、りんごをモチーフとした「りんごビーズアクセサリー」の作品展示・販売
問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

第２３回みちのく天文同好会作品展　みち天展（～２１日） 百石町展示館 １０：００～１９：００
（最終日１６：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

白神山地ブナ林再生事業と自然観察会（～２０日） 白神山地内奥赤石 ８：００～１７：３０ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　８Ｐ参照　申込締切：９/９（水）
問：日本山岳会青森支部　須々田さん（０１７２－４４－７２３７）

第５８回弘前市立第三中学校吹奏楽定期演奏会 弘前市民会館 問：弘前市立第三中学校（０１７２－３２－２３６１）

北の文脈文学講座
津軽遊行の歌びとたちー岩木山を中心にー

弘前市立郷土文学館
２階　ラウンジ

１４：００～１５：００

受講料無料※ただし観覧料が必要　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。
定員：先着１５名　※当面の間、事前申込み制でのご参加となります。お申込みはお電話または文学館窓口まで
申込・問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７-５５０５）

東北女子短期大学 公開講座
　　　ー学びをもっと身近にー２０２０年度 前期

東北女子短期大学 １０：３０～１１：３０

東北女子短期大学では地域交流、生涯学習活動の一環として、学ぶことの楽しさや魅力を地域の皆さまへ積極的に発信していきます。
テーマ：子どもと言葉の出会いを楽しものに！　受講料無料　定員：３０名　対象：中学・高校生
申込・問：本学ＨＰから、またはメール、ＦＡＸに希望講座名、氏名、住所、電話番号をご記入の上、東北女子短期大学
　　　　　　（ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunsen@toutan.ac.jp　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp)へ。

ハーバリウム作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１０：３０
手作りのドライフラワーと空きびんでリユースハーバリウムを作ってみませんか。
参加料無料　定員：小学生以上のかた１０名※小学生の場合は保護者の同伴が必要。
申込・問：９/６（日）９：００より弘前地区環境整備センタープラザ棟（１７２－３６－３３８８）へ。

定例観察会「木星・土星・天の川」 星と森のロマントピア天文台 １９:００～２１:００ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　１７Ｐ参照
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３）

こどもｈａｒａｐｐａ びじゅつのじかん
「ねんどでつくる生きものたち」
（他１０/１７※全２回の連続したプログラムです。）

弘前文化センター
３階　科学実習室

１０：００～１２：００

美術やものづくりが『楽しい！』『好き！』な子どもたちが、楽しくアートと遊べるプログラムです。
参加費 ：￥１，０００円（全２回分）※要事前申込。 対象：小学生１５名※定員に達し次第、申込を締切　 持ち物：飲み物
内容ねんどを使って、好きな生きものを作ります。１回目でできたかたちは焼いてかたくして、２回目で色をつけます。
※汚れてもいい服装でお越しください。
申込：９/５（土）１２：００～弘前市のＨＰにあるリンク先「こどもharappa びじゅつのじかん」からお申込を。
問：ＮＰＯ法人ｈａｒａｐｐａ（０１７２－３１－０１９５）

「わ」と「な」と潘逸舟
弘前れんが倉庫美術館
展示室４およびスタジオＢ

１０：００～１６：００

第１回弘前エクスチェンジ参加アーティスト潘逸舟が展示作品《私の芸術が生まれた場所》について自ら語り、それを受けて次に、ワークショップ参加者に作品に対する感想を津軽弁で話してもらいます。
作家との交流の中で参加者自身の言葉で作品を解釈した記録も音声として残し、オンライン上で聴けるようになる予定です。
参加費無料（要観覧券）※要事前予約（予約については後日Ｗｅｂサイト内でお知らせします。）　定員：２０名
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
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

初心者向けりんご研修会（除袋・着色管理編） りんご公園 午前の部：１０：００～１１：３０
午後の部：１３：００～１４：３０

広報ひろさき　２０２０．８/１５号　１３Ｐ参照　申込締切：９/９（水）
問：農政課地域経営係（０１７２－４０－７１０２）

アクティブシニア向け講座
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　２０２０.９/１号　１８Ｐ参照　申込締切：９/１８（金）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

高岡の森弘前藩歴史館　第１回ロビーコンサート 高岡の森弘前藩歴史館 １３：００～１４：００

今年度最初のロビーコンサートを行います。美しい物語に耳を傾けながら、歴史のロマンに触れてみてはいかがでしょうか？
参加料無料（ただし歴史館観覧料が必要です）※要事前申込
観覧料：一般￥３００（￥２２０）　高校・大学生￥１５０（￥１１０）　小・中学生￥１００（￥５０）
           「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。
定員：２０名（先着順）　内容：　声優集団「津軽カタリスト」によるドラマリーディング「つがるのものがたり」
※Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅでのライブ配信も実施
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

「弘前藩に伝わる古武道」ｉｎ高岡の森弘前藩歴史館 高岡の森弘前藩歴史館 １０：００～１１：００

観覧無料。ただし、雨天時、館内で実施する場合は歴史観観覧料が必要。※
解説：「初心者のための古武道講座」 演舞：「卜傳流剣術」（弘前市無形文化財）、「當田流剣術」（弘前市無形文化財）、「小野派一刀流」、「當田流棒術」、「弘前藩伝林崎新夢想流居合」
その他：津軽中学校の生徒さんの演武
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

ブラブラ“あさぐ”美術館：時間・変容・記録・創造 弘前れんが倉庫美術館 １４：００～１５：３０

建物の改装の記録を元にした作品を館内各所に展開する畠山直哉、また作家と協働でポスター作品制作に取り組んだグラフィックデザイナーの服部一成、
本展キュレーターの３人がトークをしながら館内を巡ります。館内ツアーでは、普段は見ることの出来ない場所を一部垣間見ることの出来るまたとない機会になるでしょう。
※要事前申込（予約については後日Ｗｅｂサイト内でお知らせします。）
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

弘前乃怪ｖｏｌ７　怪談祀罹 旧弘前偕行社
１４：３０～ＯＰＥＮ
〈一乃怪〉１５：００～
〈二乃怪〉１７：００～

チケット：￥４，０００
〈一乃怪〉怪談・オカルト研究家 吉田悠軌　〈二乃怪〉怪談作家（弘前市出身）黒木あるじ
申込：https://sst.form-mailer.jp/fms/f7a47c85669275
主宰・問：弘前乃怪実行委員会 hirosakikaidan@gmail.com

澤田柊　ヴァイオリン演奏会 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）

ビブリオバトル ｉｎ 弘前図書館 弘前図書館
２階　視聴覚室

１３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０.９/１号　１５Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

アクティブシニア向け講座
楽しい簡単体操

サンタハウス弘前公園 １４：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　１６Ｐ参照　申込締切：９/２１（月・祝）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

岩木山総合公園 ボッチャ指導者講習会 岩木山総合公園　体育館
１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

広報ひろさき　２０２０.９/１号　１９Ｐ参照　申込締切：９/１７（木）
問：岩木山総合公園（ ０１７２－８３－２３１１）

Ｓｕｅｎｏ  ｄｅ  Ｔａｎｇｏ タンゴの夢 百石町展示館 開場１８：００　開演１８：３０ 入場料：￥２，０００※全席自由、１ドリンク付　　※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）

夜間納税相談（～２５日、２８～２９日） 弘前市役所
２階　収納課

１７：００～１９：３０ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　２０Ｐ参照
問：収納課（０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

森 壽男　絵画展（～２７日） 百石町展示館 １０：００～１８：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

チャレンジ先生のエンジョイ講座　ＮＯ．１５
心の駅・なるみ主宰カウンセラー
鳴海先生の積極的傾聴と勇気づける伝え方の心利楽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他１０/８・２２日）

弘前市民会館 １８：３０～２１：００

人と良い関係を築くための基本的な考え方と、具体的で実践的なコミュニケーションのとり方を学びます。
２４日：レッスン１「積極的に聴いて受け入れる」　　１０/８：レッスン２「相手に伝わる伝え方～勇気づけ」　１０/２２：レッスン３「相手も私も勇気づける」
受講料：初回受講料無料（レッスン１は無料で受講できます）１講座（レッスン１～３の３回）￥２，０００※レッスン２以降も受講を希望された場合￥２，０００をいただきます。別途教材費￥３００
対象：一般　持ち物：筆記用具
申込・問：１０/４までに電話、ＦＡＸまたはＥメールに①お名前②住所③電話番号④希望の講座番号と講座名をご記入の上、Ｊｉｎｚａⅰ－Ｊａｐａｎ
　　　　　　　　　（ＴＥＬ０８０－８０１５－８５９６　ＦＡＸ０１７－７１８－７１３５　Ｅメール：joy@jinzai-japan.com）へ。

心を整え気持ちを前向きに一歩を踏み出せる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マインドフルネスセミナー

ヒロロ
３階　多世代交流室２

９：３０～１１：３０

マインドフルネスとは、ゆっくり呼吸をしながら、身体や気持ち（気分）の状態に気づく力を育みます。心の中にある不安や過去の出来事によるトラウマから、目の前の物事を切り離して捉えることができます。
心と向き合い、前へ進む行動力を身につけたい方におススメです。
受講料無料　対象：１５歳～４９歳の求職者　定員：１２名
内容：日常的に取り組める呼吸法／体を使ったワーク／不安やストレスの軽減／集中力や行動力のアップ／心身のリラックス方法　その他：雇用保険受給者の方は求職活動の実績になります。
申込・問：９/１７までに電話かＥメールで名前・年齢・性別・連絡先をひろさき若者サポートステーション（ＴＥＬ０１７２－３５－４８５１、Ｅメール: hirosapo@ims-hirosaki.com）へ。

健康ウォーキング教室（～１０/２９の毎週木曜日） 弘前市運動公園内 １０：００～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　２３Ｐ参照　申込締切：９/１４（月）
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

手づくり博　展示即売（～２７日） 百石町展示館 １１：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

２７日【ピアノ＆ソングス　千葉リオ ピアノで唄うカンツォーネ】１２：３０～　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）

ＲＩＰＯＳＯ　洋服展（～２９日） ＣＡＳＡＩＣＯ １０：００～１７：００
(最終日は１５:００まで）

形はシンプル。リネンやコットンなど自然素材の生地。 身体に馴染む軽さ。細部まで丁寧な縫製。 秋冬ものを中心に、男性でも女性でも着ていただける洋服を展示販売いたします。
入場料無料　会期中無休
問：ＣＡＳＡＩＣＯ（０１７２－８８－７５７４）

高坂フミ　裂織バッグ展示会（～２８日） 百石町展示館 １０：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

市民ボランティアによるパソコン講座【インターネット講座】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他１０/２）

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

Ｏｒａｎｇｅ　Ｔｒｅｅ ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ

チケット：前売￥１，１００+１ドリンク￥５００　当日 ￥１，５００＋１ドリンク￥５００
　※チケットにマスク一枚が付きます。ご入場時には手の消毒と検温にご協力ください。(３７．５℃以上の方は入場をお断りすることがございます。)
　　また会場内ではマスクの着用し、隣の方との距離をとり大きな声を出しての会話をご遠慮ください。
問：ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ（０１７２－３４－２２７７）

市文　諸流いけばな展（～２７日） 弘前文化センター　大会議室 問：弘前市民文化祭実行員会（０１７２－３１－３０１０）

東北女子短期大学 公開講座
　　　　　　　　　　ー学びをもっと身近にー２０２０年度 前期

東北女子短期大学 ①９：００～１２：００
②１０：００～１１：３０

東北女子短期大学では地域交流、生涯学習活動の一環として、学ぶことの楽しさや魅力を地域の皆さまへ積極的に発信していきます。
①楽しく弾こう！子どもの歌のピアノレッスン　受講料無料　定員：６名　対象：高校生※１人３０分の個人レッスンです。詳細は別途ご連絡します。
②心理学入門　受講料無料　定員：２０名　対象：高校生・一般
申込・問：本学ＨＰから、またはメール、ＦＡＸに希望講座名、氏名、住所、電話番号をご記入の上、東北女子短期大学
　　　　　　　　　（ＦＡＸ０１７２－３２－６１５３　Ｅメール：tibunsen@toutan.ac.jp　ＨＰ：http://www.toutan.ac.jp)へ。

第３７回「おはなしと読み聞かせ講習会」 弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．８/１５号　１０Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

自然観察会 ｉｎ 弥生スキー場跡地 集合：弥生いこいの広場　オートキャンプ場 １０：００～１２：００
広報ひろさき　２０２０．９/１号　１５Ｐ参照　申込締切：９/１８（金）
問；公園緑地課（０１７２－３３－８７３９）

弘前大学公開講座
「夏休みの数学２０２０」（～２７日）

弘前大学理工学部 １０：３０～１４：３０
広報ひろさき　２０２０．９/１号　１９Ｐ参照　申込締切：９/１１（金）
問：弘前大学大学院理工学研究科総務グループ総務担当（ ０１７２－３９－３５１０）

岩木山観光協会
岩木山フォトコンテスト（～１０/１１）

ギャラリーあねっこ ★９：００～１７：００
（最終日は昼まで）

フォトコンテストに出品された全作品を展示いたします。
問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）、岩木山観光協会（０１７２-８３-３０００）

「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２０２０．９/１号　２３Ｐ参照
問：消費者信用生活協同組合青森事務所（０１２０－１０２－１４３）

樹木医と行く古木・名木めぐり 集合：緑の相談所 ９：００～１３：００
広報ひろさき　２０２０．９/１号　１８Ｐ参照
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

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　２０２０．９/１号　２０Ｐ参照
問：収納課（０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

30 水 空き家の無料個別相談会 弘前市役所
３階　会議室

１８：００～２０：００ 広報ひろさき　２０２０．９/１号　２０Ｐ参照　申込締切：９/１５（火）
問：建築指導課空き家対策係（０１７２－４０－０５２２）
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