
イベントピックアップ 令和 ２年 １２月  ２９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

1 金祝 初詣お山参詣安全祈願祭※中止※ 岩木山神社 ※中止となりました。
問：岩木山観光協会（０１７２－８３－３０００）

2 土 弘前れんが倉庫美術館
新春イベント「美術館のお正月２０２１」（～３日）

弘前れんが倉庫美術館

【帰って来た”新春建築ガイドツアー】１１：００～／１５：００※両日とも
　館内を巡りながら建物の歴史やみどころについて当館スタッフが解説します。
　参加料無料　定員：各回３０分程度　先着１０名　開始時間１０分前より受付開始。（１階受付カウンター前にお集まりください）
【感謝の“オールリターン ”お年玉抽選会】９：００～１７：００※両日とも
　日頃の感謝の気持ちを込めて抽選会を開催！展覧会チケットやカフェのディナー券などが当たります。当日展覧会に入場される方が対象。　
　チャンスはひとり１回まで！１階受付で開催。
【“アップルパイ”プレゼント】
 　新メニュー「アップルパイ」の無料券を先着３０名様に贈呈します！美術館１階受付でお渡しします。当日展覧会に入場される方が対象です。
　なお当日に限り、店内での飲食でご利用いただけます。
【ショップより新春プレゼント】
　隣接するショップ 「カフェ＆レストラン ブリック」で税込￥３，０００お買い上げの方（先着１０名様）に、新春プレゼントを贈呈します。
　両日ともになくなり次第終了です。
問：弘前れんが倉庫美術館（０１７２－３２－８９５０）

4 月 新春祝賀会  ※中止※

令和３年新春祝賀会の開催につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から当初予定の１/４の開催を見送り、
感染状況の推移を見ながら、延期開催もしくは代替事業の実施の検討をしてまいりました。
しかしながら現状を鑑みますと依然として厳しい状況にありますことから、このたび中止の決定に至りましたので、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
問：弘前商工会議所（０１７２－３３－４１１１）

8 金 新春の絵馬（～３/２８） 高岡の森弘前藩歴史館 ９：３０～１６：３０

藩主や家族、家臣が高照神社に奉納した大絵馬を中心に、江戸時代の人々の様々な願いの形を紹介します。　
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。
     ※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：１/１８(月)、２/１５(月)、３/１５（日）　
問：高岡の森弘前藩歴史館（０１７２－８３－３１１０）

9 土 ヒロロだよ！全員集合！～冬の陣～

①【ソーシャルディスタンス運動会】４つの種目を体験して参加賞をゲットしよう！　参加料：￥１００　
②【こども映画まつり】観覧料無料　内容：「おしりたんてい」…１０：３０～、１５：００～／「不思議の国のアリス」…１３：００～　
                                                      その他：事前申込不要。来場の際はマスクを着用してください。　
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〈８：３０～９：００〉、１２/３１〈１５：００以降〉と１/１は休み）

10 日 令和２年度 弘前市成人式

令和２年度弘前市成人式は、密集を避けるため３会場に分散し、事前申込制とします。（既に締切）各会場とも入場券が必要になります。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、記載している内容等を変更する場合がありますのでご了承ください。　
対象：Ｈ１２．４/２～Ｈ１３．４/１生まれの方で、１.弘前市に住所がある方、２.市出身者、３.市内の学校に在籍したことがある方、
     　  ４.市内に居住したことがある方　※新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の登録にご協力ください。　
【成人式のオンライン配信について】
　式典の様子は、成人式当日にアップルストリームよりライブ配信を行う予定です。
　感染対策が不安に思われる場合には、スマートフォンなどにより思い思いの場所でご覧いただけますのでご活用ください。

問：生涯学習課（０１７２－８２－１６４１）

11 月祝 弘前市・西目屋村消防団出初式※中止※ 中土手町・下土手町通り、一番町 ※中止となりました。
問：弘前市総務部 防災課（０１７２－４０－７１１７）

17 日 大人のＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ
ＪＨＯＮ　ＬＥＷＩＳ　ＤＪＡＮＧＯ　新年特集

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

ウィンターフェスティバル２０２１ （～３１日） 弘前市りんご公園 １０：００～１５：００ 問：弘前市りんご公園（０１７２－３６－７４３９）

ｈａｒａｐｐａ映画館＃３４　りんごのまち弘前 弘前中三　
８階　スペースアストロ

１０：３０～

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）

日 曜日 イベント名 場所 時間 備考

初夢食品千円福引（～３日） １階　スパイラル １回￥１，０００で今年の運試し！おウチで楽しめる厳選された食品・スイーツが当たる！！
合計２，０２１本限定（２日１，５２１本、３日５００本）

ファッション初夢千円福引（～３日） ５階　マチナカラック特設会場
ブランドコートやオールシーズンアイテム、何が当たるか運試し！アウトレット福引開催！
１等￥１５，０００以上の商品があたる！！
１回￥１，０００　各日２００本限り

お買い上げプレゼント（～２日） １階　インフォメーション前
１日９：００～
２日１０：００～

税込￥１０，０００以上お買い上げの方、各日先着２００名様にプレゼント！
【１日】紅白まんじゅう　【２日】新春干支石けん

初夢福引大会（中止）

新春食料品 福引大会（中止）

初夢大抽選会（中止）

スマホで応募！
初夢福袋プレゼントキャンペーン（～３日）

期間中、イトーヨーカドー専門店街でお買い上げ税込￥５，０００・￥３，０００以上のレシートでご応募いただくと抽選で素敵な商品が当たります。

2 土 初夢おみくじ（～３日）
各専門店で税込￥５００以上のお買い物をすると、豪華景品が当たる初夢おみくじカードをプレゼント。
各日各店舗で先着３０名。「ロフト」・「無印良品」・「アカチャンホンポ」などでは先着１００名。

1 金祝 専門店街特別企画
はろうきてぃマスク＆マスクケースプレゼント！！

各専門店
※一部、実施していない専門店あり

各専門店でお買上げ、またはご利用のお客様に「はろうきてぃマスク＆マスクケース」を１セットプレゼント！！
各店先着６０名様※景品が無くなり次第終了
※より多くのお客様にお楽しみいただくためご参加は１回までとさせていただきます。

ヒロロ 開運富くじ（～３日） １Ｆ　チチカカ前特設コーナー １０：００～２０：００
（２日は９：００～）

豪華賞品がザクザク当たる富くじで開運！
期間中、ヒロロ当日お買い上げレシート税込￥３，０００毎（合算可）に１枚「開運　富くじ」を特設コーナーにて贈呈。
８日（金）１階インフォメーション隣にて富くじの当選番号発表！

振る舞い
おしるこ・ホットレモネード（～３日）

１階　エレベーター前 ２日９：００～
３日１０：００～

各日　各３００杯限定。無くなり次第終了。

干支みくじプレゼント １Ｆ　チチカカ前特設コーナー ９：００～ ヒロロ当日お買い上げレシート税込￥３，０００以上（合算可）で１コ干支みくじプレゼント！先着３００名様。

ＨＩＲＯＲＯ　ラッキーショッピング 各ショップ ９：００～
ヒロロでお買い物をすると１会計につき１回、三角くじがひけます。ヒロロのショップの何かが必ず当たる、（大当たりｏｒ小当たり）ハズレ無し！
各ショップ無くなり次第終了。
くじに書かれた当選対象店舗へ、くじを直接お持ちください。くじの当選商品及びサービスの有効期限はＲ３．１/３１（日）まで。

新春お年玉抽選会！（～２日） ２階　特設会場 １０：００～
アプリーズでのお買い上げレシート合算合計¥２，０００以上で一回抽選ができます！お買物券が当たるチャンス！
新年の運試しにぜひいかがでしょうか✨

※当日のアプリーズでのお買い上げレシートのみ対象です。※お一人様最高１０回まで。

インスタグラムフォロワーキャンペーン（～８日）

抽選で、２０名様にドトールコーヒーショップクーポン券￥１，０００分をプレゼント！
【応募方法】①アプリーズのインスタグラム（@abc_appliese）をフォロー　②期間中、バーゲンの投稿に「いいね💛」　
                   ③期間中、バーゲンの投稿にすてきなコメント！
【当選通知】当選者には投稿者のインスタグラムアカウントにアプリーズより後日ダイレクトメールをお送りいたします。

9 土 お買い物券がその場で当たる！！
スクラッチ★チャンス！！（～１１日）

各ショップ
各ショップにて、お買い上げ税込￥２，０００以上でスクラッチカードを１枚差し上げます。
スクラッチ部分をこすり、当たりが出たら、お買い物券として次回のお買い物からご利用いただけます。
１等…¥５，０００分・・・・２名様　２等…¥１，０００分・・・２０名様　３等……¥５００分・・・９０名様

2021年1月弘前市内イベント情報

デパートのお正月催し

【中三弘前店】
１日（金祝）は休業　２日（土）より通常営業（１０：００～１９：００）　ＴＥＬ：０１７２－３４－３１３１

30 土

【イトーヨーカドー弘前店】
１日（金祝）２日（土）は全館９：００～２０：００　３日（日）より通常営業（９：００～２０：００※Ｂ１Ｆは２１：００まで）　ＴＥＬ：０１７２－３３－５５１１

【ＨＩＲＯＲＯ　ヒロロ】
１日（金祝）全館休業　２日（土）９：００～２０：００　３日（日）より通常営業（１０：００～２０：００）※一部の施設、ヒロロスクエアを除く　ＴＥＬ：０１７２－３５－０１２３

【アプリーズ】
１日（金祝）１０：００～１８：００※一部の店舗・施設を除く　２日（土）より通常営業（１０：００～２０：００）※一部の店舗・施設を除く　ＴＥＬ：０１７２－３６－２２３１
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１２/２６
（土）
～

金祝

金祝1

ヒロロ
①３階イベントスペース  １０：００～１５：００
                     （最終受付１４：３０、１２：００～１３：００は昼休み）　
 
②４階市民文化交流館ホール  １０：３０～

【さくら野弘前店】
１日(金祝)９：００～１９：００　２日(土)より通常営業（１０：0０～２０：００　[４階レストラン]１１：００～２０：３０　ラストオーダー２０:００）　ＴＥＬ：０１７２－２６－１１２０

弘前市民会館／ホテルニューキャッスル／アートホテル弘前シティ
１１：００～

新型コロナウィルス感染症対策の為、中止とさせていただきます。

2 土

※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://illustkun.com/wp-content/uploads/2018/11/illustkun-01900-bg-fuji-sunrise.png


１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）

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－
（～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。　※１２/２９（火）～１/３（日）は休館
問：弘前市立郷土文学館（０１７２－３７-５５０５）

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～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（～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（～１/１１）
ポスター展参加各店舗
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（～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。　※１２/２９（火）～１/３（日）は休館　
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～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（～３/２１）
記念講演会（３/６開催）

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。
【記念講演会】３/６（土）弘前市立博物館ホール（１４：００～１５：３０頃）
　　テーマ：「雛人形の歴史と文化－山形県庄内地方を中心に－」　聴講料：無料（ただし、観覧料が必要）
　　　　　　※新型コロナウイルスの流行状況により、講演会は中止する場合があります。　
休館日：１２/２９（火）～１/３（日）、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）

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
　　　　　　　　　　　　　　　　（～２/２８）

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。

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）

石岡みき子「着物リメイク展」（～１/３１） ギャラリーあねっこ
※１/１３（水）～２２（金）は休み
問：ギャラリーあねっこ（０１７２－８２－１０５５）

１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

5 火 弥生いこいの広場 写生大会入賞作品展
（～１１日）

ヒロロ　
３階　ヒロロスクエア

広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１０Ｐ参照　
問：弘前市みどりの協会（０１７２－３３－８７３３）

6 水 冬休みパワーアップ教室 ｉｎ ヒロロ（～７日） ヒロロ　
４階　弘前市民文化交流館ホール

受付９：００～

参加費：￥８００（おやつ代含む）　定員：各日３０名（要事前申込、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：６日(水)「正解がないゴールもない だから楽しい★ 絵を描く楽しさを感じる２時間★　
                          ７日(木)「楽しい科学の時間」※１日のみの参加ＯＫ！　
申込・問：市民文化交流館　ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

第１７回 玉響書院書作展（～１１日） 百石町展示館 ９：３０～１８：００
（初日は１３：００～）

問：百石町展示館（０１７２－３１－７６００）

樹木の冬芽展（～１７日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　１７Ｐ参照　
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

市立博物館で丑（べごっこ）見ぃつけた！
（～１１日）

弘前市立博物館 広報ひろさき　２０２１．１/１号　１８Ｐ参照　
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）

２０２１新春セッション Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ １９：００～２１：００ 問：Ｊａｚｚ Ｒｏｏｍ ＵＮＩＯＮ（０１７２－３４－５０７２）

親子ｄｅ木育～ロボ木ーをつくろう～ ヒロロ　
３階　イベントスペース

①１０：３０～１２：００
②１３：３０～１５：００
※受付は３０分前から

広報ひろさき　２０２０．１２/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１/４（月）　
問：ヒロロスクエア賑わい創出委員会事務局（０１７２－３５－０１５４）

月例登山「新春登山」 こどもの森ビジターセンター ９：３０～１４：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　９Ｐ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）

アメノチハレ＝弘前の歴史が変わる＝　
ウィンターミーティング　ＬＧＢＴＱミーティング

ヒロロ　
３階　多世代交流室１

１２：３０～
弘前市同性パートナーシップ条例導入が決まりつつある弘前市で「ＬＧＢＴＱが堂々と歩ける」みんな友だち！！
みんなの弘前でこの街を盛り上げませんか？　
問：アメノチハレ すずきさん(０８０－６０５２－８９８０）

手品農園の手相占い(～１１日） 鳴海要記念陶房館 ９：３０～１５：３０ 料金：￥２，０００（飲み物付き）　内容：手相占い※所要時間約４０分。要事前予約　
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

今年の上半期を占う！みよしの１２星座占い 鳴海要記念陶房館 ９：３０～１５：３０ 料金：￥１，０００（飲み物付き）　内容：十二星座占い※所要時間約３０分。要事前予約　
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

鎌田深雪ピアノ教室発表会 弘前文化センター 問：鎌田深雪ピアノ教室（０１７２－３４－９７０２）

11 月祝 冬休みは公民館で学習を！（～１３日） 弘前文化センター　
２階中会議室、第３会議室

１２：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１２Ｐ参照　
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

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　２０２１．１/１号　２７Ｐ参照　
問：弘前市保健センター（０１７２－３７－３７５０）

新春色紙・小品展（～２/２７） 鐡心ギャラリー 問：鐡心ギャラリー（０１７２－３４－６５５５）

地域未来創生塾＠中央公民館（他２７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：１３日 第７回「コンビニと独占禁止法」、２７日 第８回「経済効果の測り方ー産業連関分析入門ー」　
※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）

げんねんＥＣＯスクール 弘前商工会議所 １０：００～１２：３０

〈第一部〉放射性物質について　
〈第二部〉アンティーク風蜜蝋フレーム　天然素材で作るインテリア雑貨。蝋のフレームをアンティーク風にペイントしてお花を飾ります。
　　　　　　（レモンの精油付き）サイズ約１１．５ｃｍ×１５ｃｍ　
参加費：￥５００（１部のみ参加の方は無料）　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：１/４（月）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・お申込後のキャンセルは必ずお電話でお願いします。

日

12 火

13 水

通年

Ｒ２．
１/１２
（日）
～

Ｒ２．
１１/２１
（土）
～

Ｒ２．
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）

Ｒ２．
１０/１０
（土）
～

・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：１/１（金）～３（日）、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
　
・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：　２/１４（金）

10

Ｒ２．
１２/１
（火）
～

8 金

9 土

Ｒ２．
１２/２６

（土）
～



１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

時短プチセミナー＆おしごと体験会（～１３日） ヒロロ　
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：３０～１６：３０
（開場は１３：００～）

これから働きたいと思っているけど、生活と両立できるか不安…今までとは違う仕事にも挑戦してみたい！
そんな「新しいはたらきかた」を探したい方向けの体験型イベントです。今話題の「時短家事」と「時短料理」のコツをいっしょに学んでみませんか？　
参加料無料※事前予約された方に生活便利グッズプレゼント！！
【おしごと体験会】１３：３０～１６：３０　参加企業：１０社程度※２社以上の体験で先着１００名様にプレゼントあり　
【忙しいままの為の毎日ご飯　時短力アップセミナー】１４：００～１５：００　３０名様※予約優先　
【時短家事プチセミナー】１５：３０～１６：００　３０名様※予約優先　
その他：無料託児所あり。１/７までに要申込※申込状況によりご希望に添えない場合がございます。　
問：株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ　みんなのお仕事サポート事務局（０８００－８００－２４７５）

健康サポート教室～太極拳～（他２８日） 温水プール石川 １４：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１４Ｐ参照　
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

健康対策！ストレッチ体操教室
（～２/４の毎週木曜日）

温水プール石川 ９：３０～１０：３０ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１４Ｐ参照　申込締切：１/５（火）必着　
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

15 金 電動ロクロを体験しませんか？（～１６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）

親子でひろエネ Ｌａｂ
ミニ省エネハウスをつくろう！（～１７日）

南富田町体育館センター １３：３０～１７：３０
（受付１３：００～）

広報ひろさき　２０２１．１/１号　１６Ｐ参照　
問：ひろエネ（Ｅメール：nini.hiroene@gmail.com）

第２回市民・少年少女スキー教室（～１７日） そうまロマントピアスキー場 １０：００～１５：００
（受付９：００～）

広報ひろさき　２０２１．１/１号　２５Ｐ参照　申込期限１/５（火）～１/１４（木）　
問：弘前スキー倶楽部事務局（０８０－４５１９－２６１１）

北の文脈文学講座　
文学展紹介「第４５回企画展」

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　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　
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。
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　
つまみ細工をしてみませんか～初級編１

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

山野草の栽培 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　１７Ｐ参照　
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

自然教室「弓矢体験」 こどもの森ビジターセンター １０：００～１２：００ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　１８Ｐ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１８回ココナツ・クラブ　うたごえ音楽会 弘前市立観光館　多目的ホール １３：００～１５：００
いつまでも心に残るあの歌 この歌一緒に歌いませんか。　
入場料無料　プログラム：第１部　メンバーによる演奏発表会／第２部　ご来場の皆様による「うたごえ」セッション　
問：ココナツ・クラブ事務局（０９０－２０２２－７４０７）

夜間納税相談（～２２日） 市役所　
２階　収納課

１７：００～１９：３０ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　２２Ｐ参照　
問：市役所２階　収納課（０１７２－４０－７０３２、４０－７０３３）

求人説明会・ミニ面接会（他２７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～）

広報ひろさき　２０２１．１/１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）

水泳教室　クロール
（～２/５の毎週火・金曜日）

温水プール石川 １３：００～１４：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１４Ｐ参照　申込締切：１/５（火）必着　
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

令和２年度　
再就職支援セミナー＆キャリアカウンセリング
　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別就職相談会）

弘前市総合学習センター　
４階　第４研修室

１３：３０～１５：３０

参加料無料　定員：２０名　対象：４５歳以上の方　内容：採用されるための就職活動のポイント（応募書類・面接）　
その他：再就職支援セミナーは、雇用保険受給資格者の求職活動として認められます。
【希望者個別相談（１６：００～１７：００）】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）　
問：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、ＨＰ：https://a-ckn.ims-hirosaki.com/）

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）

水泳教室　バタフライ
（～２/２４の毎週水曜日）

温水プール石川 １０：００～１１：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１４Ｐ参照　申込締切：１/５（火）必着　
問：温水プール石川（０１７２－４９－７０８１）

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）

「北門書道」誌１月号掲載　
役員によるミニ作品展（～３/３１）

北門ギャラリー 休館日：１２/３０（水）～１/４（月）、土・日・祝日
問：北門ギャラリー（０１７２－３２－５６１８）

古布と小物展　佐藤荘子と仲間たち（～２４日） 鳴海要記念陶房館 ９：００～１６：００
(最終日は１５：００まで)

バッグ、タペストリー、吊るし飾り、小物などの展示・販売　
問：鳴海要記念陶房館（０１７２－８２－２９０２）

市民ボランティアによるパソコン講座　
                             【エクセル ２０１９入門講座】
（他２８日、２/４※３日間で１セット）

弘前市総合学習センター １０：００～１５：００ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５　１１Ｐ参照　
問：弘前市総合学習センター内 学習情報館（０１７２－２６－４８００）

ベテランズセミナー 弘前文化センター　大会議室 １０：００～１１：３０ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１/１８（月）　
問：中央公民館（０１７２－３３－６５６１）

22 金 多肉植物展（～３１日） 緑の相談所 ９：００～１７：００ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　１７Ｐ参照　
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

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

弘前文化センター　工作実習室 ①１０：００～１２：３０　
②１４：００～１６：３０

広報ひろさき　２０２１．１/１号　１７Ｐ参照　
問：アートワールドひろさき　出（いで）さん（０１７２－３９－３３８３）

コールセンターのお仕事紹介カフェ 百石町展示館 １３：００～

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※要事前申込　定員：３０名程度　対象：コールセンターに興味がある方、これから就活をする方、転職をお考え中の方、
    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」（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～）※共に３０分　
申込・問：１/２０（水）までに電話かＥメール、または申込フォームより①お名前（ふりがな）②電話番号を入力のうえ、株式会社ｉ・Ｍ・Ｓ
　（ＴＥＬ０１７２－３２－５８０１、Ｅメール：ims-callcenter@ims-hirosaki.com）へ。

大学コンソーシアム学都ひろさき　
６大学合同シンポジウム　
これからの生活を考える
 ～感染症に負けないために
　　　　　　　　　　　　　一人一人ができること～

新型コロナウイルス感染症が国民の健康・経済活動・生活に大きな影響を与えています。
私たちがこれからも健康な生活を送るためには、新しい生活様式への変換と一人一人の行動が重要です。
このシンポジウムを通して、新型コロナウイルスの特徴や風邪やインフルエンザとの違いなどについて学び、ｗｉｔｈコロナの生活を共に考えてみませんか。　
参加料無料　定員：①２０名※事前予約制（先着順）②申込不要（事後視聴も可能）　対象：①県内在住の学生、市民、大学関係者、行政関係者等　
内容：基調講演「新型コロナウィルスとどう向き合うか」※質疑応答を含　
その他：シンポジウムのテーマに関する質問がある方は、Ｅメールまたはファクスにて質問を受け付けています。
　　　　　当日、講演の中で講師の先生から回答します。　
申込・問：公開視聴を希望する方、および質問がある方は１/１５（金）までにＦＡＸまたはＥメールに、氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスを
　記載の上、大学コンソーシアム学都ひろさき（ＦＡＸ０１７２－３９－３９１９　Ｅメール：conso@hirosaki-u.ac.jp）

多肉植物の寄せ植えづくり 緑の相談所 １３：３０～１５：３０ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　１７Ｐ参照　
問：緑の相談所（０１７２－３３－８７３７）

介護保険かんたんセミナー サンタハウス弘前公園 １３：３０～１４：３０ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１/２２（金）　
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

休日納税相談 市役所　
２階　収納課

９：００～１６：００ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　２２Ｐ参照　
問：市役所２階　収納課（０１７２-４０-７０３２、４０－７０３３）

美味しい婚活パーティ～夜景 ｄｅ ディナー～ アートホテル弘前シティ　
１２階　スカイバンケット

１６：００～１９：００
（受付１５：３０～）

ホテルの美味しいディナーを楽しみながら、異性との会話をお楽しみいただく落ち着いた雰囲気のイベントです。検温、アルコール消毒液の設置、
会場内換気、十分な間隔をとった席の配置、アクリルパーテーションの設置など、感染症防止対策を講じたうえでイベントを開催します。　
参加費：男性￥４，０００　 女性￥３，５００　定員：男女各１０名※定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定。　
対象：３０歳から５９歳までの独身男女で、弘前圏域市町村（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）在住または
　　　 結婚後、弘前圏域市町村に住む意思のある方。※女性はワンピース、男性はジャケットなど印象の良い服装でお越しください。　
申込締切：１/１５（金）１７：００まで※１/２１（木）１７：００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、またはメールにて、①名前②ニックネーム③性別 ④生年月日・年齢 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス⑧職業を記載の上、
　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。

こぎん ｄｅ おしゃれポストカード作り教室 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ９：３０～１２：００

伝統工芸のこぎん刺しの歴史について学びながら、おしゃれなポストカードを作ってみませんか。　
参加料無料　定員：小学生以上の方１０名※小学生の場合は保護者の同伴が必要　
申込・問：１/８（金・必着）までに往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電話番号をご記入の上、弘前地区環境整備センタープラザ棟
（〒０３６－８３１４ 弘前市町田筒井６−２　ＴＥＬ０１７２－３６－３３８８）へ。
※往復はがき１枚につき２名まで応募できます。応募多数の場合は抽選で決定し、１/１８(月)までに抽選結果をお知らせします。
　詳細はプラザ棟のホームページをご覧ください。

第２回市立博物館歴史講座 弘前市立博物館 １４：００～１５：１５頃 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１１Ｐ参照　
問：弘前市立博物館（０１７２－３５－０７００）※１２/２９～１/３・１８日は休み

27 水 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくり
　　　　　　　―レインボーファミリーの視点から

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　２０２１．１/１号　１９Ｐ参照　申込締切：１/２５（月）　
問：企 画 課（ ０１７２－２６－６３４９）

28 木 シニア向け合同企業説明会 ヒロロ　
４階　弘前市民文化交流館ホール

１３：００～１６：００
（受付１２：３０～１５：３０）

広報ひろさき　２０２１．１/１号　２５Ｐ参照　
問：ネクストキャリアセンターあおもり（０１７－７２３－６３５０）

29 金 第４２回　県高校文化連盟美術部　
　　　　　　　　　　　　　　津軽支部展（～３１日）

弘前文化センター　大会議室 ９：３０～１７：００
（初日は１３：３０～）

問：弘前文化センター（０１７２－３３－６５７１）

ぬいぐるみのおとまり会 ｉｎ 弘前図書館 弘前図書館　
２階　視聴覚室

１１：００～１２：００
（集合１０：４５まで）

広報ひろさき　２０２１．１/１号　１７Ｐ参照　申込期間：１/６（水）～１/１０（日）　
問：弘前図書館（０１７２－３２－３７９４）

海外協力隊訓練生　ひろさき暮らし発表会 サンタハウス弘前公園 １３：３０～１４：３０ 広報ひろさき　２０２１．１/１号　２０Ｐ参照　申込締切：１/２９（金）　
問：サンタハウス弘前公園　阿保さん（０１７２－８８－７７０７）

31 日 第 ５５回津軽雪上ラグビー大会 東奥義塾高校　グラウンド ９：００～ 広報ひろさき　２０２０．１２/１５号　１０Ｐ参照　申込締切：１/１３（水）　
問：東奥義塾高校内　弘前ラグビーフットボール協会　木村さん（０１７２－９２－４１１１）

24 日

30 土

20 水

21 木

23 土

17 日

18 月

19 火

木

16 土

①公開視聴会場：土手町コミュニティパーク／
②オンライン配信：アップルストリーム
１３：３０～１５：００頃
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