
学習機会（講座・イベント）情報 地区中南 2023年5月22日 現在※中止・延期など、開催予定が変更となる場合もありますので、参加に際しては

事前に主催者へご確認ください。

講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

絵本作家・ささやすゆきの

イラストワークショップ

2023/5/13(土)

5/13（土）・5/27（土）

13：00～15：00

弘前市

鳴海要記念陶房館

庭を描きます

講師：ささやすゆきさん（絵本作家）

使用したい画材をお持ちください。

10名事前申込

1800円（飲み物付き）

鳴海要記念陶房館

TEL：0172-82-2902

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/tobokan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/27(土)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　ラウンジのひととき

津軽文土・佐藤紅緑を読む

2023/6/3(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：語る会（下川原　久恭、今　ゆき子　長尾　勝文）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

無料

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/3(土)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

「佐藤愛子の最近の作品について」

2023/6/17(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

講師 ：斎藤　三千政（郷土文学研究家）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の65歳以上、市内の小・中学生、市内の留学生、

市内外のがいのある方、ひろさき多子家庭応援パスポート持

参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/17(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

絵本作家・ささやすゆきの

イラストワークショップ

2023/6/10(土)

6/10（土）・6/24（土）

13：00～15：00

弘前市

鳴海要記念陶房館

かえるを描きます

講師：ささやすゆきさん（絵本作家）

使用したい画材をお持ちください。

10名事前申込

1800円（飲み物付き）

鳴海要記念陶房館

TEL：0172-82-2902

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/tobokan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/24(土)～

趣味・芸術

津軽こけし館イベント

「Ｇｏｏｄ！Ｗｏｏｄ！」

2023/4/8(土)

9：00-17：00

黒石市

津軽こけし館

木にこだわった春/GWの複合イベント　

津軽こけし館で4月8日（土）からスタート！

	一部有料

津軽こけし館

TEL	:0172-54-8181

http://tsugarukokeshi.com/1377.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/25(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

女性応援法律講座＆法テラス青森無料法律相談

法律を知って前向きに生きよう

～新しい人生の一歩のために～

2023/6/29(木)

10:00～12:00

弘前市

弘前文化センター　２F　第４会議室

アピオあおもりと法テラス青森は家族の問題に直面する方々

を応援しています！

法律の知識を得て、自分の人生を前向きに生きていく力を付

けませんか？

講師名：中林　弓子弁護士

（青森県弁護士会所属　中林裕雄法律事務所）

申込み：お問い合わせ各種からお申し出ください。

※申込み締め切り日6月27日まで

託児：無料　要申込み

【締め切り日6月23日まで】

※１歳から就学前まで（6人まで先着順）

女性のみ　先着20名

無料

青森県男女共同参画センター

mail:danjo-soudan@apio.pref.aomori.jp

FAX:017-732-1073

電話：017-732-1022

http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/29(木)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　ラウンジのひととき

こどもも大人も楽しめる青森の物語めぐり

2023/7/1(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：声優劇団　津軽カタリスト

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

無料

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/1(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

弘前市立博物館

特別企画展「隙あらば猫～町田尚子絵本原画展」

2023/5/20(土)

9：30～16：30

休館日：毎月第３月曜日

弘前市

弘前市立博物館

デビュー作から最新作の絵本原画や絵画、ラフ、貴重な制作

資料など約２００点を公開。

観覧料：一般800円

高校生・大学生400円

小学生・中学生200円

弘前市立博物館

TEL：0172-35-0700

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/2(日)～

スポーツ・健康

楽しく歩こう！常磐野七福神巡りウォーク 2023/7/7(金)

集合10：00

解散13：00頃

集合場所：岩木青少年スポーツセンター

弘前市

岩木青少年スポーツセンター

※昼食・温泉付き

同行：FUN WALK 青森スタッフ/ガイド

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル　飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装、装備・帽子・手袋

他：小雨決行/大雨警報中止/登山は雨天中止

参加費1000円

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/7(金)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

佐藤紅緑の文学－「あゝ玉杯に花うけて」を中心として

2023/7/15(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

講師 ：山田　史生（弘前大学教育学部教授）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/15(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

弘前市立郷土文学館　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

2023/8/5(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：　duo F clef(菊池　謙太郎、鈴木　愛理）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

[観覧料]高校生以上100円／小・中学生50円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/5(土)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

記念講演会「紅緑が愛したフランス作品たち」

2023/8/19(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立観光館　多目的ホール

講師 ：小倉　孝誠（慶應義塾大学教授）

50名（先着順）

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/19(土)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　ラウンジのひととき

陸羯南の忌日に寄せて

2023/9/2(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：林本　恵美子（朗読家）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

[観覧料]高校生以上100円／小・中学生50円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/2(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

「陸羯南と佐藤紅緑」

2023/9/16(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

講師 ：舘田　勝弘（陸羯南会会長）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/16(土)～

趣味・芸術

弘前市立博物館

特別企画展「バカ」がつくほど愛してる。

～津軽塗・こぎん・ねぷた～

2023/7/15(土)

9：30～16：30

休館日：毎月第３月曜日

弘前市

弘前市立博物館

津軽塗・こぎん・ねぷたに共通する愛と情熱に培われた歴史

と伝統、その技術を支えるひたむきな情熱が生み出す美しさ

と迫力を紹介します。

観覧料：一般300円大学生150円

小・中学生100円

弘前市立博物館

TEL：0172-35-0700

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/18(月)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　ラウンジのひととき

石坂洋次郎・色褪せる世界

2023/10/7(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：語る会（下川原　久恭、今　ゆき子　長尾　勝文）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

無料

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/7(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

弘前れんが倉庫美術館　

2023年度 春夏プログラム

大巻伸嗣ー地平線のゆくえ

2023/4/15(土)

9：00-17：00

弘前市

弘前れんが倉庫美術館

近年の代表作の一つである「Liminal Air Space-Time」のシ

リーズをはじめとする新作インスタレーションを中心に紹介

します。

観覧料：一般 1,300円/大学生・専門学校生 1,000円

弘前れんが倉庫美術館

TEL:0172-32-8950

https://www.hirosaki-moca.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/9(月)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

「サトウハチローの詩とその時代」

2023/10/21(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

講師 ：藤田　晴央（詩人）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/21(土)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　ラウンジのひととき

太宰治短編小説より～「津軽通信」特集～

2023/11/4(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：声優劇団　津軽カタリスト

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

[観覧料]高校生以上100円／小・中学生50円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/4(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

「佐藤紅緑の時代の映画・演劇」

2023/11/18(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

講師 ：福井　次郎（文筆家）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/18(土)～

学術・教養

THE　新版画

～版元・渡邊圧三郎の挑戦～

2023/10/7(土)

9：30～16：30

休館日：毎月第３月曜日

(祝・休日の場合は翌日　※特別企画展中を除

く)

弘前市

弘前市立博物館

渡邊圧三郎は、木版画特有の美しさに魅了され、明治以降衰

退の一途をたどっていた浮世絵木版画（綿絵）の復興と新し

い木版画製作を志しました。本展覧会展では、残存数が少な

い貴重な初摺の渡邊版をとおして、渡邊圧三郎の挑戦の軌跡

をたどりながらモダンな精神に彩られた表現の魅力を紹介し

ます。

以下の方は無料でご覧いただけます。

・65歳以上の弘前市民

・障害のある方

・弘前市内の小・中学生及び留学生

・ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方

※特別企画展は料金が異なります。期間中、共通券は使用で

きません。

※共通券は博物館と歴史館を1回ずつ観覧できます。

※団体は20人以上です。

観覧料：一般300円高・大学生150円小・中学生100円

弘前市立博物館

TEL：0172-35-0700

FAX：0172-35-0707

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/26(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

弘前市立郷土文学館　ラウンジのひととき

佐藤紅緑を聴く

2023/12/2(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

出演：林本　恵美子（朗読家）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の65歳以上、市内の小・中学生、市内の留学生、

市内外の障害のある方、ひろさき多子家庭応援パスポート持

参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

[観覧料]高校生以上100円／小・中学生50円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/2(土)～

学術・教養

弘前市立郷土文学館　北の文脈文学講座

「新収蔵資料展ー長部日出雄の直筆原稿ほか」

2023/12/16(土)

14：00～15：00

弘前市

弘前市立郷土文学館

２階ラウンジ

講師 ：櫛引　洋一（企画研究専門員）

事前申込制、先着15名

※弘前市内の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

持参の方は無料。

(年齢や住所を確認できるものを掲示してください。)

観覧料：小・中学生50円、一般100円

弘前市立郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/16(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

博物館に初詣！ 2023/12/9(土)

9：30～16：30

休館日：毎月第３月曜日

(祝・休日の場合は翌日　※特別企画展中を除

く)

弘前市

弘前市立博物館

当館収蔵資料から「えと」や「こよみ」にかかわるものをセ

レクトして展示するほか、津軽一代様についても紹介しま

す。

以下の方は無料でご覧いただけます。

・65歳以上の弘前市民

・障害のある方

・弘前市内の小・中学生及び留学生

・ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方

※特別企画展は料金が異なります。期間中、共通券は使用で

きません。

※共通券は博物館と歴史館を1回ずつ観覧できます。

※団体は20人以上です。

観覧料：一般300円高・大学生150円小・中学生100円

弘前市立博物館

TEL：0172-35-0700

FAX：0172-35-0707

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/12(月)～

趣味・芸術

郷土文学館企画展

小説「花はくれない」－佐藤愛子が描いた父・紅緑－

2023/4/1(土)

9：00～17：00

弘前市

郷土文学館　

佐藤紅緑の74年の生涯と文業を、名作『花はくれない 小説 

佐藤紅緑』の文章でたどり紹介するものです。

[観覧料]高校生以上100円／小・中学生50円

郷土文学館

TEL：0172-37-5505

FAX：0172-36-8360

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/bungakukan/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/21(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

雛と兜 2024/3/1(金)

9：30～16：30

休館日：毎月第３月曜日

(祝・休日の場合は翌日　※特別企画展中を除

く)

弘前市

弘前市立博物館

ひなまつりと子どもの日にちなみ、雛人形や雛道具、武具・

甲冑などを展示します。

以下の方は無料でご覧いただけます。

・65歳以上の弘前市民

・障害のある方

・弘前市内の小・中学生及び留学生

・ひろさき多子家族応援パスポートをお持ちの方

※特別企画展は料金が異なります。期間中、共通券は使用で

きません。

※共通券は博物館と歴史館を1回ずつ観覧できます。

※団体は20人以上です。

観覧料：一般300円高・大学生150円小・中学生100円

弘前市立博物館

TEL：0172-35-0700

FAX：0172-35-0707

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

内容

定員

料金

申込期日

2024/5/6(月)～
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