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イベント と　き ところ 入場料など
第47回市民文化祭開会式／第52回婦人祭 ９月３日、午後１時半～ 弘前文化センター 無料、婦人祭は500円
弘前バッハアンサンブル定期演奏会 ９月４日、午後２時～ 市民会館 2,500円
第 63回小・中学校音楽発表会 器楽 ９月17日、午前10時半～、午後２時～ 市民会館 無料声楽 ９月18日、午前９時半～
弘前諸流いけばな展 ９月24日・25日、午前10時～午後５時 弘前文化センター 無料
第 54 回弘前地区吹奏楽フェスティバル（吹奏楽
トップコンサート） ９月25日、午前10時～ 市民会館 無料
第28号「文芸弘前」応募締切 ９月30日   
第50回弘前美術展 ９月29日～ 10月３日、午前９時半～午後５時 弘前文化センター 無料
第26回定期演奏会弘前マンドリンアンサンブル 10月１日、午後６時～ 弘前文化センター 無料
第55回詩吟剣詩舞大会 10月２日、正午～ 弘前文化センター 無料
四流合同お茶の会 10月９日、午前10時～ 禅林街 茶券1,200円
日本民踊のつどい 10月９日、午後１時～ 弘前文化センター 無料
邦楽祭弘前三曲連盟創立60周年記念 10月 16日、午後１時～ 弘前文化センター 無料
弘前オペラ第45回定期公演 10月 16日、午後３時～ 市民会館 4,000円（当日 4,300円）
謡曲と仕舞の会 10月 23日、午前10時半～ 弘前文化センター 無料
盆栽展 10月 27日～ 30日、午前９時～午後4時 弘前文化センター 無料
第55回弘前市子どもの祭典 11月３日、午前９時半～ 弘前文化センター 無料
日本舞踊公演 11月６日、午前11時～ 弘前文化センター 無料
弘前俳句大会 11月６日、午後０時半～ 弘前文化センター 無料
第70回弘前市合唱祭（第58回青森県合唱祭） 11月６日、正午～ 市民会館 300円（中学生以下無料）
弘前大学フィルハーモニー管弦楽団第47回定期演
奏会 11月 12日、午後６時～ 市民会館 500円
人形劇まつり 11月 20日、午前10時～ 弘前文化センター 無料
郷土芸能祭 11月 23日、正午～ 弘前文化センター 無料
劇団弘演　第52回公演「かあちゃん」 11月 26日、午後７時～／27日、午後１時～ 弘前文化センター 一般2,000円、学生 1,000円
弘前大学津軽三味線サークル自主公演2016 12月４日、午後２時～ 市民文化交流館 500円
弘前市吹奏楽団第33回定期演奏会 12月４日、午後５時～ 市民会館 500円
弘前大学吹奏楽団第23回定期演奏会 12月 18日、午後５時半～ 市民会館 500円
第 28号「文芸弘前」発刊 12月下旬
※入場料などは前売りの額であり、当日別料金になる場合があります。
※色付き部分は、県民文化祭分野別フェスティバルとの併催イベントです。

　市民の皆さんによる文化の祭典「市民文化祭」が下
記の日程で開催されます。
■問い合わせ先　弘前市民文化祭実行委員会事務局
（弘前文化センター１階、市社会教育協議会内、☎
31・3010）

弘前市民文化祭
応募総数 522点の中から
次の作品が選ばれました

最優秀賞　駒井彩音さん
（第四中学校１年）

青森県民文化祭
　県民参加の総合的・自主的な芸術文化の祭典である
「青森県民文化祭」が、今年は当市を中心に開催され
ます。ぜひおいでください。
【オープニングフェスティバル】
▽とき　9月 22 日（木・祝）、午後１時～（午後０
時半開場）

▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽内容　式典、「歴史と文化のいきづく街『弘前』」を
テーマとした公演
▽入場料　無料
■問い合わせ先　弘前市文化団体協議会事務局（鐡心
書道会内、☎34・6555）

総合プログラム表紙デザイン決定！

分野別フェスティバル    
イベント と　き ところ 入場料など

謡曲・仕舞・狂言の会 ９月 11日、午前10時～ 弘前文化センター 無料
関口流抜刀術 ９月17日、午後１時～ 黒石こみせ沿道・音蔵こみせん 無料
箏・三絃・尺八の祭典 ９月18日、正午～ 弘前文化センター 無料
第49回青森県人形劇まつり ９月25日、午前9時半～ 西目屋村中央公民館 無料
第26回青森県民文化祭ダンスフェスティバル 10月２日、午後１時半～ 岩木文化センターあそべーる 一般1,000円、高校生以下無料
「県展2016」
第 57回青森県美術展覧会

前期＝10月６日～９日、午前10時～
後期＝10月13日～16日、午前10時～ 青森県立美術館コミュニティギャラリー 無料

第24回青森県太鼓フェスティバル 10月９日、午後1時半～ 青森市中世の館ホール 無料
第49回青森県吟剣詩舞道弘前大会 10月 16日、午前10時半～ 岩木文化センターあそべーる 無料
津軽・南部の民謡まつり 10月 30日、午後１時～ 岩木文化センターあそべーる 無料（整理券が必要）
第26回県民文化祭文芸コンクール 11月 13日、午後１時～ アラスカ（青森市） 無料
第57回青森県洋舞合同公演 11月 26日、午後１時半～ 市民会館 無料
※市民文化祭との併催イベントについては記載を省略しています。

今年は当市を中心に開催！

　弘前のいろいろなことについてのクイズだよ。答えはどこかのページに隠れて
いるから探してね！

【質問】
　吉野町にある煉瓦（れんが）倉庫。
もともとは何のために建て
られた建物かな？右の３つ
の中から選んでね。

①

②

③

りんごの倉庫

図書館

酒造工場
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　津軽塗と前川建築をテーマに、デザイナー・建築家と地

元のゲストがトークセッションを繰り広げます。
【津軽塗】

◆とき　10 月９日（日）
　　　　午後２時～３時半
◆ところ　りんご公園（清水富田字寺
沢） 旧小山内家住宅
◆ゲスト　喜多俊之さん（プロダクト
デザイナー）ほか
◆定員　30 人（無料）
※応募多数の場合は抽選で決定します。

【前川建築】
◆とき　10 月９日（日）
　　　　午後３時～４時半
◆ところ　木村産業研究所（〈弘前こぎ
ん研究所〉、在府町）予定
◆ゲスト　伊東豊雄さん（建築家）ほか
◆定員　30 人（無料）
※応募多数の場合は抽選で決定します。

【夜会（交流会）】
　トークセッション終了後、午後５時から、藤田記念庭
園（上白銀町）洋館でゲストを囲み「夜会」を開催します。
◆参加料　3,000 円（予定）
▽申し込み方法　
①弘前デザインウィーク公式 WEB サイトの応募フォーム
から申し込み
②往復はがきで申し込み…往信面に、住所・氏名・電話
番号・「津軽塗」か「前川建築」のどちらを希望か、夜会（交
流会）への出席の有無について記載してください。
▽申込締め切り　９月 22 日（木・祝）（必着）　

弘前デザインウィーク公式WEBサイト　 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/
■問い合わせ・申込先　広聴広報課（〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・0494、
ファクス35・0080、Ｅメール kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）
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弘前会議・夜会

　 H I R O S A K I  D E S I G N  W E E K 
「RINGO」では、一緒に盛り上げ

てくれる応援サポーターを募集し
ています！また、「こどもまちづ
くり塾（10 月８日ほか）」の参加
者も募集しています。詳しくは、
弘前デザインウィーク公式 WEB サイトをご覧ください。

応援サポーター・参加者大募集！

　弘前デザインウィークでは、この秋から来年１月までの期間を HIROSAKI DESIGN WEEK 「RINGO」として、郷土愛を育（は
ぐく）むことを目的としたさまざまなプログラムを展開します！
　10 月８日（土）～ 10 日（月・祝）には、国内外で活躍する著名人を迎え、スタートイベントを開催します。

弘前アイデアソン・夜会

　「プロダクト」と「ファッション」をテーマに、ゲスト
と市民が弘前の新たな「りんごにちなんだ贈り物」を考え、
商品化を目指します。
◆とき　10 月 10 日（月・祝）、午前 11 時～午後７時
◆ところ　吉野町煉瓦倉庫
◆ゲスト　茂木健一
郎さん（脳科学者）、
西野亮廣さん（芸人・
アーティスト）ほか
◆ 定 員　 プ ロ ダ ク
ト・ファッション各
50 人（無料）

【夜会（交流会）】
　 アイデアソン終了後、午後８時から、市内別会場でゲ
ストを囲み「夜会」を開催します。
◆参加料　3,000 円（予定）
▽申し込み方法　新たな「りんごにちなんだ贈り物」の
アイデアを添えて、弘前デザインウィーク公式 WEB サイ
トの応募フォームから申し込みを。詳しくは、公式 WEB
サイトをご覧ください。
▽申込締め切り　９月 22 日（木・祝）（必着）

伊東  豊雄さん

喜多  俊之さん

茂木　健一郎さん 西野  亮廣さん


