
令和２年　１1月　10日現在　まちなか情報センター調べ

イベントピックアップ

日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考

弘前をめぐり、まちを元気にするスタンプラリー
ＨＩＲＯＳＡＫＩ　ＱＵＥＳＴ
さあ、冒険の準備をしよう！！（～２２日）

市内参加店舗 各店舗営業時間による

◆お店で買い物してＨＰ（ヒロサキポイント）を貯めよう！
　　参加店で￥５００（税込）の買い物毎に１ポイントスタンプを押してもらおう。貯めたポイントは宝箱抽選会で福引を引いて豪華景品当選のチャンス！
◆お店をめぐってＭＰ（めぐりポイント）を貯めよう！
　　チラシ裏面に掲載されている５０店舗をめぐってチラシの裏面にスタンプをもらおう。
　　５０店舗すべてのスタンプを集めると先着で１００名様にオリジナルたか丸くんエコバッグをプレゼント。
抽選日：２1日（土）・２２日（日）　会場：土手町コミュニティパーク
※市内のコロナウィルス感染状況により、変更・縮小・中止となる可能性がございます。
問：公益社団法人弘前青年会議所（０１７２－３４－４４５８）

3 火祝 スポット企画展
現在活躍中の作家展（～Ｒ３．１/３１）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

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）

15 日 りんごトラック市（他23日）※中止※ 弘前市りんご公園 10:00～15:00 ※中止となりました。
問：弘前市りんご公園（0172-36-7439）

21 土

企画展３
「みちのく人形展
～五彩に輝くこけし・雛人形・土人形～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（～Ｒ３．３/２１）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

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。
休館日：１２/２１（月）、Ｒ３．１/１８（月）、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）

22 日 エンターテイメントフェスティバル２０２０
※会場での開催は延期※

オンライン １４：００～１６：００

※現在の弘前市・青森県での新型コロナウィルス感染状況をふまえて、会場での開催は延期させていただき、
当日はオンライン配信のみでイベントを開催させていただくこととなりました。
１１/２２(日)当日、会場での催しはありませんが、ゲストパフォーマンスと過去のナンバー作品そして、数々のエピソードを交えたトークを配信いたします！
このイベントの為のゲストによるパフォーマンス、そして過去作品や貴重なトークを見れる機会となりますので、皆様ぜひご覧ください！
配信視聴無料　視聴方法：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ」※事前のチャンネル登録をおすすめいたします！
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

弘前城（有料区域）、弘前城植物園　営業最終日 弘前城（有料区域）、弘前城植物園 ９：００～１７：００
（入園券の販売は１６：３０まで）

武徳殿は冬期開館（喫茶）
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

藤田記念庭園（洋館・高台部以外）営業最終日 藤田記念庭園 ９：００～１７：００
（入園券の販売は１６：３０まで）

１１/２４～翌年３/３１の冬期開園は高台部・洋館・匠館のみとなり、入園料無料。
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

第５１回 弘前市民文化祭 問：弘前市社会教育協議会内　弘前市民文化祭実行委員会事務局（０１７２－３１－３０１０）

日 曜日 イベント名 場所 時間 お問い合わせ先・備考

21 土 劇団弘演　第５６回公演おにの捨六
　　　　　　　　　　　　　　　　（～２２日）※中止※

弘前文化センター　ホール ２１日１９：００～
２２日１１：００～／１４：３０～

※中止となりました。

23 月祝 郷土芸能祭※中止※ 弘前文化センター　ホール １２：００～ ※中止となりました。

29 日 弘前バレエ連盟公演
Ｂａｌｌｅｔ＆ プリマバレリーナを目指して！

弘前文化センター 開場１７：３０　開演１８：００ 入場料無料　

１１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－
（～3/21）

弘前市立郷土文学館 ９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

※3/21までに会期延長となりました。
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）

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→￥２５０ｏｒ
                          ３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）

東京 ２０２０公式アートポスター展
                                             （～１１/２３）

オリンピックまたはパラリンピックをテーマに、国内外のアーティストにより制作された芸術作品を市内に展示します。
問：スポーツ振興課内　オリンピック・パラリンピック推進（０１７２－４０－０５８３）

災害を読み解く（～１２/２０） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

江戸時代の津軽をおそった飢饉や地震などの災害の実態や、復興に至る流れを取り上げます。
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。
　　弘前市立博物館特別企画展開催中（９/２６～１１/８）は「高岡の森弘前藩歴史館」との共通券は使用できません。
　※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、障がいのある方は無料です。
　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：１１/１６（月）
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～Ｒ３．３/３１）

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。

●りんご公園徐行運転期間　１０/１０（土）～１１/８（日）
　弘南鉄道大鰐線は、 日本一のりんご生産地を走る電車であり、 特に津軽大沢駅から松木平駅にかけての区間は、沿線にりんご園地が広がります。
　たわわに実った真っ赤なりんごが広がる車窓風景を楽しんでいただけるよう、上記の期間の日中で 津軽大沢～松木平駅間にて徐行運転を行います。
問：弘南鉄道大鰐線　中央弘前駅（０１７２－３２－６４４９）

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（～Ｒ３．３/２１）

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。

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）

弘前ポスター展（～Ｒ３．１/１１）
　※蓬莱広場での掲出（～１２/２７）

ポスター展参加各店舗
土手町蓬莱広場
ヒロロ　３階

各店舗の営業時間による
ユニークなポスターを作って、地元商店街と弘前市を元気にしよう、と２０１９年から始まった「弘前ポスター展」。
その主役は、高校生。土手町商店街のお店を地元の高校生たちが取材し、弘前のまだまだ知られていない魅力をポスターにしました。
問：弘前市広聴広報課内　未来の担い手・地域づくり推進委員会事務局（０１７２－４０－０４９４）

漆の会「津軽塗職人展」（～１１/２３） ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

七回忌　三橋翠峡遺作展（～１１/１３） 北門ギャラリー 問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）土・日・祝日は休館

２０２０年度弘前大学人文社会科学部
北日本考古学研究センター特別展
館蔵資料特別公開
弘前大学の考古学（～１１/３０）

弘前大学人文社会科学部
北日本考古学研究センター展示室
(総合教育棟2階）

１０：００～１５：００

弘前大学は前身の旧制弘前高等学校時代に亀ヶ岡遺跡の発掘調査を実施するなど、長い 考古学研究の歴史があります。
これまで発掘・収集してきた資料を網羅的に展示することで、館蔵資料の概要を知って頂くとともにセンターが果たしてきた役割を
振り返る機会になればと思います。
入場料無料　※１１/６～８日以外は無休
問：北日本考古学研究センター（ＨＰ：http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kitanihon/kitanihon.html）

１０/２３
（金）
～

月祝23

１０/１３
（火）
～

弘南鉄道大鰐線

弘前れんが倉庫美術館
９：００～１７：００（最終入館１６：３０）

１０/１０
（土）
～

１０/２
（金）
～

９/17
（木）～

①ヒロロ　３階（９/１７～１０/１）
②市役所　１階市民ギャラリー（１０/５～１９日）
③市役所岩木庁舎　１階ホール（１０/２１～１１/４）
④市役所相馬庁舎　１階交流コーナー（１１/６～２３日）

2020年11月弘前市内イベント情報

６/２２
（月）～

通年

１/１２
（日）～

1 日

※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。



１１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

2 月 躰道体験教室
（～３０日の毎週月・水・木・金曜日）

月・木曜日：青森県武道館、
水・金曜日：弘前Ｂ＆Ｇ海洋セ ンター

１９：００～２０：００ 広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　１４Ｐ参照
問：弘前市躰道協会（０９０－３７５９－３６４８）

3 火祝
サンタハウス弘前公園　オータムフェア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他７・１４・２１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※７日のみ延期※

３日「オータムフェア」内容：空中散歩者写真展、ゲームコーナー、お楽しみ抽選会。
７日「弘前市に滞在中　海外協力隊の紅茶教室」参加料￥３００（お菓子付き）※延期になりました。日程は未定です。
１４日「セカンドライフ準備セミナー〈越冬編〉」参加料無料※１０/２５～１１/６までに要予約　※見学・個別相談可
２１日「まちあるきと郷土料理を楽しむ会」参加料￥１，５００※１１/４～１３日までに要予約
　　　※散策とランチを組み合わせた講座ですので、ランチのみのお申し込みはご遠慮ください。
●共通事項　対象：５０歳以上の市民（対象外の参加希望の方もご相談ください）　定員：１５名※要申込・先着順
申込・問：サンタハウス弘前公園（０１７２－８８－７７０７）

6 金 きのこ写真展（～１５日） 緑の相談所 ★９：００～１７：００ 問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

東北女子短期大学特別公開講座
【岩木山の恵みを楽しもう！　～あなたの知らない山
の世界～】※Ｒ３．１/２３（土）へ延期※

東北女子短期大学 １０：００～１２：００ ※Ｒ３．１/２３（土）へ延期となりました。
問：東北女子短期大学地域文化センター公開講座係（０１７２－３２－６１５１）

弘前工芸舎メインテーブル企画
「佐藤智恵子　織り布のある暮らし展」（～２６日）
※開催見送り※

藤田記念庭園
考古館　２階　ギャラリースペース

１０：００～１６：００ ※開催見送りとなりました。
問：弘前市産業育成課（０１７２－３２－８１０６）

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１７・２４日※３日で１セット）※中止※

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００ ※中止となりました。
問：総合学習センター内　学習情報館（０１７２－２６－４８００）

２０２０秋
誰でも出来る　足もみ健康教室（他２５日）

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）
内容：「１１日」ストレス編　気分の落ち込み　「２５日」肩こり編　呼吸が浅い・ねこ背　※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）

地域未来創生塾＠中央公民館（他２５日）
※11/11開催中止※

弘前文化センター　中会議室
およびＷｅｂ開催

１８：３０～２０：００

※11/11開催は中止となりました。
「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：１１日 第３回「ストラテジーと管理会計」、２５日 第４回「春を告げる、岩木川のウグイ漁」
　※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）

絆か柵（しがらみ）か
－身近な人間関係の二面性－
※１１/２５（水）へ延期※

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１８：００～１９：３０
※１１/２５（水）へ延期となりました。
広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　８Ｐ参照　申込締切：１１/９（月）
申込・問：企 画 課（ ０１７２－２６－６３４９）

行政書士弘前コスモス会による無料相談会
※中止※

ヒロロ
３階　多世代交流室

１３：３０～１５：３０ ※中止となりました。
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）

12 木 健康サポート教室～体のゆがみ改善～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他２６日）

温水プール石川　研修室 １０：００～１１：００ 広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　１４Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

13 金 第１５回 びぃどろの会 ステンドグラス展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～１５日）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

長内レイ　こぎん・刺し子展示即売会（～１６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）

こども ｈａｒａｐｐａびじゅつのじかん『石にねがいを』
※中止※

弘前文化センター
３階　科学実習室

①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

※中止となりました。
問：ｈａｒａｐｐａ事務局（ ０１７２－３１－０１９５）

鬼ごっこで遊ぼう！楽しくからだを動かそう！！ ヒロロ
３階　イベントスペース

子ども１８：３０～１９：３０
大人１９：４０～２０：４０

当日、集まった人数でいろんな鬼ごっこをします。親子の参加も大歓迎！
参加料：子ども￥３００（保険込）　大人￥５００（保険込）※申込不要　定員：各２０名　持ち物：ズック、飲料水、タオル
問：特定非営利活動法人　ひろさきレクリエーション協会（ＴＥＬ０７０－３９９６－３８７３、ＦＡＸ０１７２－５５－８７２３、Ｅメール：npo.hirorec@gmail.com）

私のキャリアはコールセンターで！
コールセンターのお仕事紹介カフェ
※Ｒ３．１/２３（土）へ延期※

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～
（受付１２：３０～）

※Ｒ３．１/２３（土）へ延期となりました。
コールセンターはワークライフバランスを大事にした働き方が可能です。
老舗珈琲店のドリンクを飲みながら市内コールセンター企業の魅力に触れてみませんか。
参加料無料（ウェルカムドリンク付き）　定員：３０名程度
対象：コールセンター業務に興味のある方、これから就活する方、転職をお考えの方、ワークライフバランスを重視した働き方をしたい方、子育て中の女性等。
ミニセミナー内容：ペアレントトレーニングで「ほめる子育て」へ～子育ての悪循環を立ちきるためのプログラム～（１４：３５～）／
　　　　　　　　　　　怒りで後悔しないためにアンガーマネジメント（１５：０５～）※それぞれ３０分
問：株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－３２－５８０１　Ｅメール：ims-callcenter@ims-hirosaki.com）

高岡の森弘前藩歴史館
令和２年度第３回ロビーコンサート※中止※

※中止となりました。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

かっこいい大人養成講座
ペン習字～自分の住所と名前をより魅力的に！～

弘前文化センター
２階　第３会議室

午前の部１０：３０～１２：００
午後の部１３：３０～１５：００

広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　１０Ｐ参照　申込締切：１１/６（金）
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

わとなの生き活きサークル
介護予防サポーター教室

津軽保健生協会館 ９：３０～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　１０Ｐ参照　申込締切：１１/６（金）
問：津軽保健生活協同組合組織部内　わとなの生き活きサークル実行委員会（０１７２－３５－８９３３）

庭木の雪囲い実習 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１５Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

月例登山　晩秋の山　ライオン岩ハイク※中止※ こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ ※中止となりました。
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）

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　演題：太宰治と音楽を語る
問：太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４）

ＰＯＰＰＩＮ’　１ｏｎ１　ＢＡＴＴＬＥ
“ＳＡＭＵＲＡＩ”　ＡＳＩＡ　ＥＤＩＴＩＯＮ

オンライン １６：００～１９：００
この日アジア各国から選ばれし、猛者達が集結！自国のプライドをかけた戦いを見逃すな！
視聴方法：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ　ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルからご覧いただけます！
問：ＦＵＮＫＹ　ＳＴＡＤＩＵＭ（０１７２－８８－６４９９）

チョー初心者のためのくずし字講座 弘前図書館　２階　視聴覚室、
弘前市民会館　２階　第１小会議室

１０：００～１２：００ 広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　１１Ｐ参照
問：図書館・郷土文学館運営推進室（０１７２－３２－３７９４）

乳がん公開講座 弘前文化センター
２階　大会議室

第１部１３：００～１５：００
第２部１５：００～１５：４０

広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２７Ｐ参照　申込締切：１１/１０（火）
問：ほほえみネットワーク　今 さん（ＦＡＸ０１７２－８８－５８４４）

16 月 夜間納税相談（～２０日） 市役所
２階　収納課

１７：００～１９：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２０Ｐ参照
問：弘前市収納課（０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

健康体操教室（～１２/１６までの毎週水曜日） 弘前市運動公園
多目的室 ３

１４：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２５Ｐ参照　申込締切：１１/１０（火）必着
問：弘前市運動公園（ ０１７２－２７－６４１１）

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１２：３０～１５：００）

求人を公開している事業所の採用担当者と、個別面談で仕事の内容や条件等の相談が出来ます。
ＵＪＩターン求職者は事前申込によりスカイプ面談ができます。
参加料無料※申込不要、入退場自由。　対象：ハローワークに求職登録している方、求職中の方はどなたでも説明会に参加できます。
 ※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受付できます。
持ち物：面接希望の方は、紹介状、履歴書をご持参ください。（当日会場で履歴書を記入することもできます。）
           雇用保険受給者の方は、雇用保険失業給付に関わる求職活動の対象となりますので、雇用保険受給資格者証をご持参ください。
参加事業所：１５社程度　その他：ヒロロ３階の託児所が２時間まで無料です。１１/１６（月）１６：００までに要予約　対象は生後６か月～就学前まで。
問：弘前就労支援センター内　株式会社I・M・S（０１７２－５５－５６０８）

木の葉展（～２９日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１５Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

ぐらんまの布と土あそび６
－秋田３人展ぷらす１－（～２１日）

百石町展示館 ９：３０～１８：００
（２１日は１６：００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？（～２１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）

青森県立障害者職業訓練校オープンスクール
（体験実習）※中止※

県立障害者職業訓練校 １３：３０～１５：３０ ※中止となりました。
問：県立障害者職業訓練校訓練課　阿保さん（０１７２－３６－６８８２）

クレヨン画と書のふたり展（～２９日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１５Ｐ参照　※火曜日は休館
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

定例観察会「月・火星・プレヤデス星団」 星と森のロマントピア １９：００～２１：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１７Ｐ参照
問：星と森のロマントピア（０１７２－８４－２２３３）

ふるさと探訪バスツアー 広報ひろさき　２０２０．１０/１号　１８Ｐ参照　申込締切：１１/５（木）
申込・問： フラワー観光「ふるさと探訪バスツアー」係（０１７２－２６－２１１３）

ＦＥＳＴＩＮＡ ＬＥＮＴＥ（～２２日） 百石町展示館 ２１日１１：００～１７：００
２２日１０：００～１６：００

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ひろさき圏域移住者と語り合おう！
～第１回　津軽の子育てぶっちゃけトーク～

オンライン １８：００～２０：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１６Ｐ参照　申込締切：１１/１６（月）
問：コラーニングスペース ＨＬＳ　辻さん（０９０－１０２５－４７６９）

裁判員制度シンポジウム
「裁判員経験者の『体験』を踏まえた裁判員制度」

オンライン １４：００～１７：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２４Ｐ参照
問：弘前大学人文社会科学部　平野さん（０１７２－３９－３１９９）

ｈａｒａｐｐａ映画館＃３４
りんごのまち弘前
※Ｒ３．１/３０（土）へ延期※

弘前中三
８階　スペースアストロ

１０：３０～

※Ｒ３．１/３０（土）へ延期となりました。
チケット（各回入替制）：１回券　前売￥１，０００　学生￥５００　当日￥１，２００※各回４０枚限定の販売。当日券は席に余裕があった場合のみ販売。
内容：「アダムズ・アップル」（１０：３０～）／「ミスりんご」＋「りんごのうかの少女」※２本同時上映（１３：３０～）／「パラダイス・ロスト」（１６：００～）
チケット取扱：弘前中三、コトリｃａｆｅ、ｈａｒａｐｐａ事務局（ｈａｒａｐｐａウェブサイトの専用フォームからお申込みいただくか、件名にｈａｒａｐｐａ映画館とし、
                  お名前、電話番号、メールアドレス、希望枚数を記載の上、電話またはＥメールにてご予約下さい。
予約・問：ｈａｒａｐｐａ事務局（０１７２－３１－０１９５　Ｅメール：post@harappa-h.org   ＵＲＬ：http://harappa-h.org）

北の文脈文学講座　岩木山と津軽出身の作家
※中止※

弘前市立郷土文学館
２階　ラウンジ

１４：００～１５：００ ※中止となりました。
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７-５５０５）

フジとブドウのせん定 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１５Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

東北女子短期大学公開講座
「お手軽！正月料理作り」

東北女子短期大学 ９：３０～１２：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１８Ｐ参照　申込締切：１１/１４（土）
問：東北女子短期大学地域文化センター公開講座係（０１７２－３２－６１５１）

空き家相談会 弘前市総合学習センタ ー １０：３０～１４：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２５Ｐ参照
問：青森県宅地建物取引業協会（０１７－７２２－４０８６）

土21

集合：ＪＲ 弘前駅城東口バスプール発（９：００まで）
　　　　運動公園　第１駐車場発（９：２０まで）
９：００～１５：００

土7

火10

水11

土14

高岡の森弘前藩歴史館
１４日①１３：００～１４：００／②１４：３０～１５：３０

サンタハウス弘前公園
３日１０：００～１５：００　７日１３：３０～１５：３０
１４日１３：３０～１４：３０　２１日９：３０～１３：００

ヒロロ　３階　多世代交流室Ｄ
１１日①１２：１０～１３：４０　②１４：００～１５：３０
２５日①１３：１０～１４：４０　②１５：００～１６：３０

百石町展示館
９：００～１８：００（初日は１２：００から　最終日は１６：００まで）

日15

水18

金20



１１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。

ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ アートのたまご
絵本と絵画の鑑賞会+ワークショップ ｖｏｌ．４
絵本のオリジナルキャラクターを作ろう！

ヒロロ
３階　多世代交流室２

午前の部１０：３０～１２：３０
午後の部１４：００～１７：００

今回の「絵本と絵画の鑑賞会+ワークショップ」のテーマは、弘前を舞台にした絵本の中で活躍するオリジナルキャラクター作りです！
参加料無料　対象：幼稚園・保育園～小学校高学年のお子さまと保護者さま　定員：１６名※途中退場可
【オンラインで同時開催】今回はＺｏｏｍによるオンラインワーショップも同時開催します。
　参加時間：午前の部１０：３０～１１：２０　午後の部１４：００～１４：５０　定員：各回１５組※参加者には後日パスコードをお伝えします。
【できあがったキャラクターをギャラリーで展示】
　希望者の方のみ、キャラクターデザインの画像データをいただき、展示物としてアウトプットしたものを「ギャラリーまんなか」に２０２１年２月末に展示予定。
参加方法：会場・オンラインどちらの参加も１１/３～１０日までに希望のお時間を選び、チラシ裏面のＱＲコード、または
　ＵＲＬ（http://home.hirosaki-u.ac.jp/artworld/contact/artegg_workshop_201122accept/）よりお申し込みください。※希望者が多い場合は抽選。
問：出（いで）さん（０１７２－３９－３３８３〈９：３０～１７：００〉　Eメール：artworld@hirosaki-u.ac.jp）

休日納税相談　 市役所
２階　収納課

９：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２０Ｐ参照
問：弘前市役所収納課（０１７２－４０－７０３２、０１７２－４０－７０３３）

Ｏｒａｎｇｅ　Ｔｒｅｅ（他２９日） ＯＲＡＮＧＥ ＣＯＵＮＴＹ

チケット：前売￥１，０００（マスク一枚が付きます）＋１ドリンク￥５００　当日￥１，５００（マスク一枚が付きます）＋１ドリンク￥５００
その他：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）

絵本作家 内田麟太郎さん講演会
「わた詩の絵本」

弘前図書館 １０：３０～１２：００
こどもたちに大人気のユーモアある絵本の数々。その誕生秘話や内田さんの作品への想いなどについてお話していただきます。
参加料無料　定員：３０名（先着順）※サイン会あります。
申込・問：１１/１より、直接カウンター、またはお電話で、弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

チャレンジ先生のエンジョイ講座
講座６　矯正先生
涼子先生のリラックス自力整体
                                 （他２９日・１２/１３）

弘前市民会館 １０：１５～１１：４５

年を重ねると、ほとんどの方が腰や膝で悩んでいます。早め早めに予防をする知識が身体を楽にします。
２２日：レッスン１「膝の痛みはどこからくる？」　２９日：レッスン２「膝を調整する」　１２/１３：レッスン３「痛みを予防する歩き方」
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：１１/１５までに電話、またはＷＥＢより①お名前②電話番号③希望の講座番号と講座名をご記入の上、
　　　　　　Ｊｉｎｚａⅰ－Ｊａｐａｎ（ＴＥＬ０８０－８０１５－８５９６　ＷＥＢ：www.jinzai-japan.com）へ。

高岡の森弘前藩歴史館
令和２年度第３回
ロビーコンサート(フュージョン)へのお誘い

高岡の森弘前藩歴史館 １４：００～１５：００

高岡の森弘前藩歴史館では、フュージョングループによるロビーコンサートを行います。皆様のご来館をお待ちしています。
参加料無料（ただし観覧料が必要）観覧料：一般￥３００　高校・大学生￥１５０　小・中学生￥１００　※要事前申込
　※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。
定員：２０名（先着順）　内容：フュージョングループによるウインドシンセサイザーの演奏
その他：マスクの着用をお願いします。検温等を行いますので、時間に余裕をもってお越しください。
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２-８３-３１１０）

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん☆みつごちゃんと家族のつどい』
※中止※

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１０：００～１２：００ ※中止となりました。
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２-３５-０１５６）／みどり保育園子育て支援センター（０１７２－３２－０５１０）

第４回弘前図書館市民講座 弘前市図書館
２階　視聴覚室

１３：３０～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　１１Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

24 火 ストレッチ体操教室（～１２/２２の毎週火曜日） 弘前市運動公園
多目的室 ３

１４：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２５Ｐ参照　申込締切：１１/１０（火）必着
問：弘前市運動公園（０１７２－２７－６４１１）

25 水 絆か柵（しがらみ）か－身近な人間関係の二面性－ ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１８：００～１９：３０ 広報ひろさき　２０２０．１０/１５号　８Ｐ参照　申込締切：１１/24（火）
申込・問：企 画 課（ ０１７２－２６－６３４９）

26 木 第２回くらしの消費者講座
「かしこい相続　幸せな遺言」

ヒロロ
３階　多世代交流室２

１４：００～
（約１時間）

受講料無料※事前予約不要　定員：２０名（先着順）
問：弘前市市民生活センター（０１７２－３３－５８３０）

令和２年度　弘前市社会福祉大会 弘前市民会館 １４：００～１５：００
（開場１３：００）

入場料無料
問：弘前市社会福祉協議会（０１７２－３３－１１６１）

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
（受付は１３：００～）

広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２２Ｐ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）

１日体験ボランティア 集合：弘前市立図書館　正面玄関 ９：００～１２：１５ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　２１Ｐ参照　申込期間：１１/５（木）～２０日（金）
問：市民参画センター内　ボランティア支援センター（０１７２－３８－５５９５）

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