
イベントピックアップ 令和 ２年 １１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

4 金 歳末チャリティー２０２０
「第３７回職場対抗名士かくし芸大会」※中止※

歳末チャリティー２０２０「第３７回職場対抗名士かくし芸大会」を中止に致します。
３密防止が叫ばれる昨今の新型コロナウイルス事情を踏まえ、入場者、出演者らの健康と安全を優先したものです。
開催を楽しみにされている市民やファンの方々には申し訳ありませんが、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。]
問：陸奥新報社営業局事業部（０１７２－３４－３１１１）

5 土
上土手町年末年始
ハッピージャンボ宝くじ
　　　　　　　　　　（～宝くじ券が無くなり次第終了）

当選引き換え場所：
上土手町商店街振興組合事務所

各店舗による
各店にてお買い上げ¥１，０００毎に宝くじ券１枚進呈。
当選発表：Ｒ３．１/７（木）１９：００
問：弘前上土手町商店街振興組合事務局（０１７２－３８－７０３０）

10 木 なかどて＆したどて
お年玉抽選キャンペーン（～３１日）

中・下土手町商店街参加店 各店舗による

期間中、対象参加店において、１回のお会計金額￥７００ごとに抽選券を１枚進呈。
　（１会計につき最大５枚まで。¥３，５００以上の場合も同様）
発行枚数：５０，０００枚※無くなり次第終了
抽選日：Ｒ３．１/５（火）
問：弘前中土手町商店街振興組合（０１７２－３３－７００１）

１２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）

《弘前市誕生１３０周年記念》企画展４
「殿さまのくらし－五感で味わう大名文化－」
（～Ｒ２．３/２２）

弘前市立博物館 ９：３０～１６：３０

弘前藩９代藩主の津軽寧親は、菓子に関心が高かったことが記録に残っています。
今回は、殿さまが食した菓子資料を中心に、茶道具・屏風など華やかな大名文化をご紹介します。
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名以上の団体料金です。
※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。
常設展：「ひろさきの歴史と文化 ～原始から近現代へ～」　休館日：１２/６（月）・２９日（日）～１/３（金）、１/２０（月）、２/１７（月）、３/１６（月）
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

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）

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。
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。
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）

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）

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）

ヨークカルチャーセンター弘前作品展（～２０日） イトーヨーカドー弘前店 日曜絵画、人物画、ステンドグラス、写真教室（カメと遊ぶ）
問：イトーヨーカドー弘前店（０１７２－３７－１０６１）

あねっこ「クリスマスとお正月手芸展」（～２５日） ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

津軽の書の基礎をきずいた先人の書展（～２５日） 鐡心ギャラリー 問：鐡心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

役員によるチャリティー色紙展（～２１日） 北門ギャラリー 土・日曜日と祝日休館
問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）
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１１/１６
（土）
～

１/１２
（日）
～

１１/２１
（土）
～

１１/３
（火祝）

～

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）
～

1 火

１０/２
（金）
～

弘前エレクトリカルファンタジー
　・冬に咲くさくら
　・あずましろ～どイルミネーション
　　　　　　　　　　　　　　　　（～Ｒ３．２/２８）

・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：
　　　　２４日(木)、２５日(金)、３１日(木)、Ｒ３．２/１４（金）

・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
　　※１２/１(火)は、１７：３０の点灯式後からの点灯になります。

・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：
　　　　２４日(木)、２５日(金)、３１日(木)、Ｒ３．２/１４（金）

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。

【点灯式】『あずましろ～どイルミネーション』『冬に咲く桜ライトアップ』『弘前エレクトリカルファンタジー』合同で点灯式を行います。
　日時：１２/１(火) １７：３０～
  会場：あずましろ～ど（ＪＲ弘前駅　２階自由通路）
  内容：弘前市長、JR弘前駅長によるカウントダウン点灯　・佐藤ぶん太、さんによる横笛演奏披露
 　　                                                                                 　・たか丸くんも来るよ！
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）

※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。

https://2.bp.blogspot.com/-C0tgnFFp_FM/UZYlZ5K5aZI/AAAAAAAATOc/vIvr0Dzm9_U/s800/christmas_tree.png
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/11/cc42644dc17ef9bbeadedf68a80f3b7c.png
https://1.bp.blogspot.com/-zsoZgEuuKw0/UZYlSmKRIjI/AAAAAAAATMg/EFt9gd3L1ek/s800/christmas_cake.png


１２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

初心者ヨーガ教室（他８日） サンライフ弘前 １０：００～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　８Ｐ参照
問：サンライフ弘前（０１７２－２７－２８１１）

市民ボランティアによるパソコン講座
　第１回年賀状作成講座（他８日）
　第２回　（１５・２２日）
※それぞれ２日間で１セットの講座です。

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１９Ｐ参照
問：弘前市総合学習センター（０１７２－２６－４８００）

2 水 着物のリメイク展
佐藤ちづ子と簡単ソーイングの生徒たち（～７日）

鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
（最終日は１５：００まで）

服・バック・小物などの展示販売。　入場料無料
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

3 木 おもてなし中国語セミナー（他９・１６日）
ヒロロ
３階　多世代交流室２

１８:００～２０:００
初心者大歓迎！会話・発音重視
受講料無料　内容：３日  接客編第６回／９日 観光編第１０回／１６日 観光編第１１回
問：弘前市日中友好の会（０９０－２０２３－６９５０）

第 ７２ 回人権週間　特設人権相談所 ヒロロ
３階　市民生活センター

１０：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　３Ｐ参照
問：青森地方法務局弘前支局（０１７２－２６ー１１５０）

北門書道展（～６日） 弘前文化センター 最終日１５：００まで 問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

令和２年度ＪＡ共済
青森県小・中学校　第６４回書道コンクール
第４３回交通安全ポスターコンクール
　　　　　　　　　不断の努力が生き生きと（～６日）

さくら野百貨店
４階　リコルソ前ホール

１０：００～１８：００
展示作品は最優秀賞・特選・準特選までとなります。
入場料無料
問：ＪＡ共済連青森（０１７－７２９－８７２７）

ラウンジのひととき
山と森のポエジー　～藤田晴央

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）

アムネスティ・インターナショナル
世界人権デー企画
あなたの手紙が国境を越えて希望の灯をともす
ライティングマラソン２０２０ ｉｎ ひろさき

弘前文化センター
２階　第２会議室

１３：３０～１５：３０

１２/１０は「世界人権デー」。その前後に世界中で一斉に手紙やハガキを書くのが、アムネスティの「ライティングマラソン」です。
文面を印刷したものを切りハガキに貼る簡単な作業ですので是非ご参加ください。
参加費：切手代のみ
問：アムネスティ・インターナショナル弘前グループ　竹田さん（０１７２－３５－３８３９）

海外協力隊訓練生　ひろさき滞在記報告会 サンタハウス弘前公園 １３：３０～１４：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１２/４（金）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

第２３回弘前バッハアンサンブル
チャンバーパイプオルガンによる
　　　　　　　　　　　　　クリスマスコンサート

弘前文化会館ホール １４：００～

入場料：¥２，５００
チケット取扱：〈弘前市〉中三弘前店、平山萬年堂、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
　　　　　　　　　〈青森市〉成田本店、カワイ青森ショップ、リンクモア平安閣市民ホール、さくら野百貨店青森店
問：弘前バッハアンサンブル　島口さん（０１７２－３３－１５３９）

ＥＲＩ　Ｐｉａｎｏ　Ａｃａｄｅｍｙ
ピアノコンサート２０２０

百石町展示館 開場１３：４５　開演１４：１５ 入場料無料　※入場制限あり
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

ＤＲＥＡＭＥＲ ９期生公演
ピノキオ～Ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ～（～６日）

１００年以上にわたり読み継がれている著名な作品で、Ｄｉｓｎｅｙでも大人気の「ピノキオ～Ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ～」をオーディションで合格した７人のメンバーが
２日間・４公演で熱演します。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公演観客席数を半分以下に減らしたうえで、配信も含めた上演を行います。
チケット：各公演 高校生以上¥２，５００　中学生以下¥１，０００　チケット取扱：弘前市まちなか情報センター
問：ひろさき芸術舞踊実行委員会（０１７２－８８－６４９９）

シクラメン・ポインセチアの管理 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 定員：２０名（先着順）
申込・問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

クドウユブネ　フラワーアート個展「ｔｈａｗ」
（～６日）

ギャラリーまんなか 問：Ｅメール（yubune_kudo@yahoo.co.jp）

小さな森のクリスマス 百石町展示館 １０：３０～１５：００ 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

木の実の工作 こどもの森ビジターセンター １０：００～１２：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　６Ｐ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）

弘前市吹奏楽団　第３７回定期演奏会 弘前市民会館 開場１６：２０　開演１７：００ 入場料：中学生以上¥５００（小学生は無料ですが保護者同伴でお越しください。）※無料託児室、親子室を用意しております。
問：弘前市民文化祭実行委員会（０１７２－３１－３０１０）

菅野美津子ピアノ教室＆
工藤千尋フルート・ピアノ教室 合同発表会

入場料無料　※入場制限あり
問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

サンデーヨガ（～２７日の毎週日曜日） 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
武道館

１０：３０～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１２Ｐ参照
問：弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（０１７２－３３－４５４５）

7 月 津軽を元気にする歌謡＆舞踊ショー 弘前文化センター １２：００～ 入場料：¥１，０００　問：オフィス青森（０９０－１０６２－９４２９）

認知症介護者教室（他１４・２３日） 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１４Ｐ参照
問：介護福祉課（０１７２-４０２－７０７２）

女性のための法律相談 ｉｎ 弘前市 弘前市役所
前川新館　会議室

１４：００～１６：００
法律に関する問題について女性弁護士がアドバイスします。相談される方は電話かＦＡＸでご予約下さい。
相談時間・定員：一人４０分×３名まで
予約・問：青森県男女共同参画センター（０１７－７３２－１０２２）

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　２０２０．１２/１号　２７Ｐ参照
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

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　２０２０．１２/１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）

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）

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
持ち物： 雇用保険受給者の方は、雇用保険受給資者証をご持参ください。求職活動として認められます。
申込方法：チラシの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へお申し込みください。
問：弘前就労支援センター内　株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ（０１７２－５５－５６０８）

地域未来創生塾＠中央公民館（他２３日） 弘前文化センター　中会議室
　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：９日 第５回「地球文化資源が求められるとき」、２３日 第６回「占領期の『月刊東奥』から見る青森の戦後」
　※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）

10 木 健康サポート教室
～体のゆがみ改善～（他２４日）

温水プール石川　研修室 １０：００～１１：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　９Ｐ参照
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

第１回ＫＯＵＧＥＩ展「ＳＮＯＷ」（～２２日） ヒロロ
２階　特設会場

１０：００～１９：００
（最終日は１８：００まで）

ヒロロの地域貢献を目的とした取り組み「ヒロロアートプロジェクト」。その事業の一環として、津軽の文化・伝統工芸の魅力発信企画、
第１回 ＫＯＵＧＥＩ展「ＳＮＯＷ」を開催します。地元工芸家４人による「ＳＮＯＷ」、ぜひ作品に触れて感じてください。
問：ヒロロ運営管理室（０１７２－３５－０１２３）

冬の室内植物展（～２５日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ参照
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

わいわいスポーツクラブ（バスケットボール） 弘前市民体育館 １３：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　７Ｐ参照　申込締切：１２/４（金）
問：弘前大学教育学部附属特別支援学校　對馬さん（０１７２－３６－５０１１）

Ｓｍｉｌｅ　ｕｐ セミナー ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２３Ｐ参照
問：弘前☆こども応援隊マザーフィールド（０１７２－２６－６０３２）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 冬の定期公演２０２０
〈通算動員数７０００人突破記念公演〉

太宰治まなびの家 １４：００～

入場料無料※事前予約不要　演目：「Ｉ ｃａｎ ｓｐｅａｋ」、「一つの約束」、「美男子と煙草」、「メリィクリスマス」、「魚服記」※上演時間約８０分
●ご来場が難しいお客さまのために、ＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信チャンネルにて、公演の様子を生中継で無料配信いたします。
　  換気のため会場は冷え込みが予想されます。リモートライブ鑑賞をぜひご検討くい。
　　　（https://www.youtube.com/channel/UCk20hqvU2jo31E8FE54FQHA）
問：津軽カタリスト　平田さん（０９０－３１２３－３８６１）

東北女子短期大学公開講座
心理学入門パート２

東北女子短期大学 １０：００～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１号　１８Ｐ参照　申込締切：１２/５（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）

Ｓｍｉｌｅ　ｕｐセミナー第１弾
知っていればすこし気持ちが楽になる！
子育てのあれこれ

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
朝から晩までガミガミしちゃう…そんな毎日をチェンジ！発達障害や子供とのかかわり方について学びます。お子様連れの参加も可能です。
参加料無料　定員：３０名　対象：３歳以上のお子様がいらっしゃる方
申込・問：１２/４（金）までに一般社団法人ひろさきキャリア形成支援協会（０１７２-２６-６０３２）へ。

女性のためのキャリアアップセミナー オンライン １０：００～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１０Ｐ参照
問：青森キャリア形成サポートセンター（０１７－７２３－５３１５）

かっこいい大人養成講座２
指で描くパステルアート～絵心なくても大丈夫！～

弘前文化センター
２階　第２会議室

１３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１０Ｐ参照　申込締切：１２/４（金）
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

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　２０２０．１２/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１２/１１（金）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

総合市民相談 ヒロロ
３階　市民生活センター

１０：００～１５：００
（１２：００～１３：００を除く）

広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　３Ｐ参照
問：ヒロロ３階　市民生活センター（０１７２－３３ー５８３０／０１７２－３４－３１７９）

ＳＰＡＣＥ　ＤＥＮＥＧＡ
５日① 開場１３：３０  開演１４：００   ② 開場１７：００ 　開演１７：３０
６日① 開場１２：００　開演１２：３０　② 開場１５：３０　 開演 １６：００
※時間は予定のため変更となる場合がございます。

百石町展示館
第１部　開場１０：３０　開演１１：００
第２部　開場１３：３０　開演１４：００

　８日：社会福祉センター
１４日：千年公民館
２３日：北辰学区高杉ふれあいセンター
１４：１５～１５：３０（受付１４:００～）
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土5
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火8
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金11
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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

おおきなだっこで絵本の時間 ヒロロ
３階　こども絵本の森

１３：３０～１４：３０
おとうさん、おじいちゃん、プレパパなど「赤ちゃんに読み聞かせをしてみたいけどどうしたらいいかわからない！」という男性向けの“おはなし講習会”です。
※要事前申込（ご家族同伴可）　定員：３組（先着順）
申込・問：ヒロロ３階　こども絵本の森（０１７２－３５－０１５５）

グッド・トイ２０２０ ｉｎ ひろさき ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

①１０：００～１２：３０
②１３：３０～１６：００

コロナに負けず、今年もグッド・トイでメリークリスマス☆
入場料無料
内容：【遊びのコーナー】グッド・トイ２０２０＆青森グッド・トイのおもちゃで遊ぼう
　　　　【販売のコーナー】ドールドレスほか（キセカエヤ）、クリスマス☆アイシングクッキー（ポムポム）、クリスマス☆こぎん刺し（てしごとときたま）、
　　　　　　　　　　　　　　　　生活クラブ生協青森
その他：【新型コロナウイルス感染防止対策】・密を防ぐために定員入れ替え制で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・中学生以上の方はマスクの着用をお願いします。
                                                                     ・入場の際の検温、手指消毒、連絡先記入（任意）
問：ヒロロ３階　駅前こどもの広場（０１７２－３５－０１５６）

ヒロロ クリスマスワークショップ（他１９日） ヒロロ
１階　特設会場（チチカカ前）

１３日①１０：３０～②１４：００～
１９日①１１：００～②１４：３０～

香り豊かな生のクリスマスリースが作れちゃうワークショップを開催。フレッシュとドライ、両方楽しめちゃうクリスマスリースを手作りしませんか。
はじめてでも絶対最後はかっこよくなるから大丈夫。しかも参加された方には、ワークショップ終了後にヒロロお買い物券￥１，０００分プレゼント！
体験料：￥３，５００※前払い　定員：各回５名　持ち物：エプロン、持っている人は花鋏、できあがったリースを入れて持ち帰る袋
その他：所要時間は２時間程。出来上がりリースの直径は３０ｃｍ程。  締切：それぞれ２日前まで
申込・問：ヒロロ１階 インフォメーション（０１７２-３５－０１２３）※受付時間１０：００～２０：００

ふたご座流星群特別観察会 星と森のロマントピア天文台 １９：００～２１：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ参照
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３）

お正月に向けて
ペーパークラフトしめ縄作り教室

広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２１Ｐ参照
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

二〇二〇年度
旧弘前藩藩校稽古館資料調査報告会

弘前大学では２０１４年から調査研究を行い、毎年成果発表会を開催してきました。
今年も今年度調査における最新の成果を、各専門分野の教員がそれぞれの立場から報告致します。
※要事前予約　定員：４０名（先着順）※青森県内在住者に限らせていただきます。
【Ｚｏｏｍによるオンライン同時配信】お申込いただいたメールアドレスにＺｏｏｍ視聴用ＵＲＬをお知らせいたします。
申込・問：どちらを希望の方も１２/４（金）までにＥメールまたはお電話で、弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター
　　　　　　古川さん、武井さん（０１７２－３９－３１９８　Ｅメール：irrc@hirosaki-u.ac.jp）へ。

第１回市立博物館歴史講座 弘前市立博物館 １４：００～１５：１５ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１１Ｐ参照
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

15 火 ふう工房　手しごと展（～１７日） 問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

弘前工芸社「冬の贈り物」展（～２５日） 藤田記念庭園　考古館
２階ギャラリー

問：クラフト＆和カフェ匠館（０１７２－３６－６５０５）

求人説明会・ミニ面接会（他２４日） 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　２０２０．１２/１号　２４Ｐ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）

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

第一部：日本原燃の安全対策②
第二部：扇のお正月飾り　華やかな金色の扇子をベースに、モダンな飾りをあしらいます。暖かみあふれた手作りの壁飾りで、
　　　　　　２０２１年の年神様をお迎えしましょう。
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※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「郵送（チラシ裏面の申込用紙に記入）」か「はがき」でお申し込みください。
※電話・ＦＡＸ・メールでのお申込みは不可　（応募多数の場合は抽選になります。結果は応募締切後、「はがき」にてご連絡をいたします。）
申込締切：１２/１（火）必着。
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）※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。

ベテランズセミナー 弘前文化センター
２階　中会議室

１０：００～１１：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１１Ｐ参照　申込締切：１２/１４（月）
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

夜間納税相談（他１８日・２１日～２３日） 弘前市役所
２階　収納課

１７：００～１９：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２２Ｐ参照
問：収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ アートのたまご
赤ちゃんも音楽ファンもみんなのコンサート

ヒロロ
４階　弘前市民文化交流館ホール

１０：３０～１１：００
（開場１０：００）

一緒に歌ったり踊ったり、びっくりしたり泣いたりしてもＯＫ！お子様をお連れの方も、そうでない方も、お気軽にお越し下さい。
入場料無料※要事前予約　定員：感染予防のため４５名程度。
その他：ベビーカーのまま入場可。演奏中も入退場自由。客席は椅子とフロアマットが選べます。
申込・問：ウェブサイトまたはチラシ右下のＱＲコード、電話かＥメールで朝山さん
（ＴＥＬ０１７２－３９－３３８１　ＷＥＢ：http://home.hirosaki-u.ac.jp/artworld/　Ｅメール：artworld@hirosaki-u.ac.jp）へ。

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）

今年も一年　ありが陶展（～２４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）

クリスマスおはなし会 弘前図書館
２階　視聴覚室

１４：００～１４：４０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ参照
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

ひろさき広域 婚活イベント
ワッツ ｄｅ 恋勝！ ａｔ青森県武道館

青森県武道館 １５：００～２０：００

プロバスケットボールチーム「青森ワッツ」のゲーム観戦を通じて素敵な出会いを探してみませんか？
参加費：男性・女性共に¥３，５００　定員：男女各１５名※定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定。
タイムスケジュール：受付開始〈１４：３０〉、交流会開始（自己紹介、トークタイム、観戦ルールや応援レクチャー）〈１５：００〉、
観覧席へ移動・ブース等散策〈１６：３０〉、オープニングアトラクション（選手入場、チアパフォーマンス等）〈１７：００〉、
ゲーム開始（試合観戦、マッチングタイム）〈１８：００〉、ゲーム終了、解散〈２０：００〉
申込締切：１２/１１（金）１７：００まで※１２/１６（水）以降に申込みを取り消す場合は、キャンセル料が発生しますので予めご了承ください。
申込・問：電話、またはメールに、①名前・ニックネーム、②性別、③生年月日・年齢、 ④住所、⑤電話番号、⑥メールアドレス、⑦職業をご記入の上、
ひろさき広域出愛サポートセンター（０１７２－３５－１１２３　Ｅメール：h-deai@city.hirosaki.lg.jp）へ。

体に乗せて音のセッション ・
　　　クマラの星からのメッセージ （～２０日）

鳴海要記念陶房館 １０：００～１５：００
　　(所要時間１５～２０分)

ライアー(竪琴)を頭や背中、お腹の上など体に乗せて奏でます。心と体にやさしい音色が響きます。
占いはホロスコープによる星読みです。生年月日や時間、場所などから天体に当てはめて占っていきます。
料金：￥１，３５０(飲み物付き)※要予約。予約優先(当日も受付可)　定員：各１０名
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

ひろさき圏域移住者と語り合おう！
第２回 津軽の子育てぶっちゃけトーク

オンライン（Ｚｏｏｍ） １８:００～２０:００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ参照　申込締切：１２/１４（月）
問：コラーニングスペースＨＬＳ 弘前　辻さん（０９０－１０２５－４７６９）

定例観察会
「オリオン座・オリオン座大星雲・プレアデス星団」

星と森のロマントピア天文台 １９：００～２１：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ参照
問：星と森のロマントピア天文台（０１７２－８４－２２３３）

ミニ門松作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１０Ｐ参照　申込締切：１２/１１
問：弘前地区環境整備センタープラザ棟（０１７２ー３６－３３８８）

門松作り 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ参照　申込締切：１２/１３（日）
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

パワリハ運動教室説明会 サンタハウス弘前公園 １３：００～１４：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１２/１８（金）
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

月例登山「Ｘ’マス・トレッキング」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　１９Ｐ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）

第５２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：太宰治と私について
問：太宰治まなびの家（０１７２－３９－１１３４）

休日納税相談（他２７日） 弘前市役所
２階　収納課

９：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２２Ｐ参照
問：収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

第２８回弘前紅白感謝祭歌謡ショー 弘前文化センター 開演１１：４０～ 入場料：¥１，０００
問：弘前紅白感謝祭歌謡ショー 事務局　小田桐さん（０９０－１３７０－７２１１）

キルトフェスティバル イン 弘前（～２５日） 百石町展示館 １０：００～１７：００
（最終日１６：００まで）

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　講座９
宮園パソコン教室 代表
直宏先生のパソコンで遊ぶ
ロボットプログラミング入門講座（他２５・２８日）

弘前市福祉センター １０：１５～１１：５０
（２５日は１３：１５～１４：５０）

小学生のためのプログラミング講座です。パソコンでロボット（ｍＢｏｔ）操作し、光る・音が鳴る・動くという、目に見えるかたちでプログラミングを体験できます。
これからパソコンの勉強を始めたい子どもたちにオススメです。
２２日：レッスン１「パソコンの基本を理解しよう」
２５日：レッスン２「光る・鳴る・動くプログラミングしてみよう」
２８日：レッスン３「超音波センサーや赤外線センサーを使ってみよう」
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。
教材費無料　対象：小学３～６年生　　持ち物：なし
申込・問：１２/１５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。

あなたの就活を応援します！
福祉のおしごと移動相談

ヒロロ
３階　多世代交流室Ａ

１３：００～１６：００
福祉人材バンクの担当者が仕事の魅力や資格のこと、就職活動のコツなど普段聞けない事を、分かりやすくお答えします。
事前申込不要
問：弘前市社会福祉センター内 弘前福祉人材バンク（０１７２－３６－１８３０）

24 木 冬休みかけっこ教室
（他２５・２８ 日、１/４・６～８日）

河西体育センター １３：００～１４：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２５Ｐ参照　申込締切：１２/１４（月）
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

子どもミュージカルクラブ短期集中講座
（～２７日、Ｒ３．１/６・１２・１３日※全６回）

弘前文化センター
２階　大会議室

１３：００～１４：３０ 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　１４Ｐ参照　申込締切：１２/７（月）
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

レザーコインケースづくり体験 広報ひろさき　２０２０．１１/１５号　８Ｐ参照　申込締切：１２/１０（木）当日消印有効
問：津軽広域連合レザーコインケースづくり体験係（０１７２－３１－１２０１）

26 土 石岡みき子「着物リメイク展」（～Ｒ３．１/２４） ギャラリーあねっこ 問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

しょうちゃん　なっちゃん　ふたりのリサイタル#１ 弘前市民会館　大ホール
開場１４：００
開演１４：３０

入場料無料※要整理券（当日分あり）
問：今さん（０９０－６２５２－８０２１）

お正月に向けて　フラワーアレンジメント教室 広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２１Ｐ参照
問：河西体育センター（０１７２－３８－３２００）

河西体育センター
①９：００～　②１０：００～　③１１：００～

河西体育センター　会議室
①９：００～　②１０：００～  ③１１：００～

弘前大学 人文社会科学部
４階　多目的ホール（パブリックビューイング）／Ｚｏｏｍによるオンライン
１３：３０～１６：００

百石町展示館
１０：００～１７：００
（初日１２：００～　最終日は１５：００まで）

ヒロロ
３階　健康ホール
①１０：００～１１：００　②１１：３０～１２：３０　③１３：３０～１４：３０
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