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弘前スポレク祭は、市民の皆さんがさまざま
なスポーツ・レクリエーションに親しむことで、
健康で快適な生活を送ってもらうことを目的に
開催しています。ぜひこの機会に体験してみま
せんか。事前の申し込みが必要な種目もありま
すので、詳しい内容は下表の各問い合わせ先ま
でお問い合わせください。
■問 い 合 わ せ 先　文化スポーツ課（☎ 40-
7115）

参加中のけがは自己責任となりますので、あらか
じめスポーツ障害保険への加入をお勧めします。

会場 種目・イベント とき／ところ 参加料／対象・定員など 問い合わせ・申込先

運動公園
（豊田２丁目）

少年・少女野
球教室

13日の午前９時～正午／多目
的広場
※雨天時は克雪トレーニング
センターで開催。

無料／当日参加可 弘前市野球協会（八木橋
さん、☎33-1288）

陸上競技プロ
グラム

14日の午前 10時～正午／多
目的広場
※雨天時は克雪トレーニング
センターで開催。

無料／当日参加可
スペシャルオリンピックス
日本・青森 弘前ブランチ（奈
良岡さん、☎ 090-4310-
1826）

少年サッカー
大会

13 日・14 日の午前８時～午
後５時／球技場 観覧自由 弘前サッカー協会（坂下さ

ん、☎090-7529-0889）
市民ウォーキ
ングの集い

14 日の午前８時 30 分～ 11
時 30分／青森県武道館前庭 無料／当日参加可 弘前歩こう会（今井さん、

☎32-9272）
弘前B＆G海
洋センター（八
幡町１丁目）

グラウンドゴ
ルフ大会

13 日・14 日の午前９時～午
後２時／多目的広場 １日500円／当日参加可

弘前市グラウンドゴルフ
協会（奥出さん、☎ 33-
8908）

岩木B＆G海
洋センター（兼
平字猿沢）

ターゲットバ
ードゴルフ教
室

14日の午前 10時～午後５時
／多目的広場 無料／当日参加可

弘前ターゲットバードゴ
ル フ 協 会（上田 さ ん、☎
080-6650-2746）

岩木山総合公
園（百沢字裾
野）

ソフトバレー
ボール大会

13日の午前８時～午後３時／
体育館

3,000 円（９月 23 日ま
でに事前の申し込みが必
要）

弘前バレーボール協会（山
中さん、 ☎ 090-1497-
4009）

シニアサッカ
ー交流大会

14日の午前９時～午後３時／
多目的グラウンド

1 チーム＝ 2,000 円／
10チーム（９月 20日ま
でに事前の申し込みが必
要）

弘前サッカー協会（川
村さん、☎ 090-2021-
1665）

ママチャリ４
時間耐久レー
ス

14日の午前９時～午後２時／
園内

１チーム =3,000 円／
20 チーム（１チーム６
人まで。10月 10日まで
に事前の申し込みが必要）

ママチャリ耐久レース実
行 委 員 会（櫻庭さん、☎
090-2271-5555）

河西体育セン
ター（石渡１丁
目）

バウンドテニ
ス体験教室

13日の午前９時～午後３時／
体育館 無料／当日参加可

弘前バウンドテニスクラ
ブ（ 工 藤 さ ん、 ☎ 35-
4062）

ラージボール
卓球大会

14日の午前９時～午後３時／
体育館

1,300 円（昼食代含む。
９月 20 日までに事前の
申し込みが必要）

弘前ラージボール卓球協
会（世永さん、☎ 090-
8929-0975）

市民体育館
（五十石町）

弘前市民体操
祭

14日の午前９時 30分～午後
１時 観覧自由 弘前体操連盟（宮地さん、

☎090-9035-7874）

すぱーく弘前
（石渡１丁目）

ゲートボール
大会

14日の午前８時 30分～午後
２時30分 500円／当日参加可

弘前市ゲートボール協会
（五十嵐さん、☎ 090-
8928-2328）

ペタンク教室 13日の午前９時～正午 無料／当日参加可 弘前市ペタンク協会（葛
西さん、☎88-3480）

★とき 10月 13日（日）
　　　　　  14日（月・祝）
★ところ 運動公園ほか

2019　第50回

市民文化祭
記念誌バージョン表紙デザイン　釜萢　ひとみ

主催　弘前市民文化祭実行委員会
共催　弘　　　　　前　　　　　市
後援　弘　前　市　教　育　委　員　会

　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（下白銀町、弘前文化センター１階、市社
会教育協議会内、☎31-3010）

イベント と　き ところ 入場料など

弘前バッハアンサンブル
創立35年記念演奏会 ９月１日、午後２時～ 市民会館 3,000円

第 66 回 小・中学校音楽発表
会

器楽の部 ９月14日、午前10時 30分～
市民会館 無料

声楽の部 ９月15日、午前10時～
第 53回 弘前美術展 ９月19日～ 23日、午前９時30分～午後５時 弘前文化センター 無料
諸流いけ花展 ９月28日・29日、午前10時～午後５時 弘前文化センター 無料
邦楽祭 ９月29日、午後０時30分～ 弘前文化センター 無料
第31号「文芸弘前」応募作品締切 ９月30日（必着） ー ー
盆栽展 10月３日～６日、午前９時～午後４時 弘前文化センター 無料
弘前マンドリンアンサンブル
第29回 定期演奏会 10月５日、午後６時～ 市民会館 無料

第58回 詩吟剣詩舞大会 10月６日、正午～ 弘前文化センター 無料
四流合同お茶の会 10月 13日、午前10時～ 禅林街 茶券1,200円
日本民踊のつどい 10月 13日、午後１時～ 弘前文化センター 無料
弘前オペラ　第48回定期公演
歌劇「ラ・ボエーム」 10月 13日、午後２時～ 市民会館 4,000円

謡曲と仕舞の会 10月 14日、午前10時 30分～ 弘前文化センター 無料
弘前大学フィルハーモニー管弦楽団
第50回 定期演奏会 11月２日、午後４時～ 市民会館 500円

第 58回 弘前市子どもの祭典 11月３日、午前９時30分～ 弘前文化センター 無料

第73回 弘前市合唱祭 11月３日、午後１時～ 市民会館 300 円（高校
生以下無料）

第39回 弘前市民俳句大会 11月４日、受け付けは午前10時～ 弘前文化センター 無料
人形劇まつり 11月 10日、午後１時～ 岩木文化センター 無料

劇団弘演 第 55回公演
11月 16日、午後２時～、午後７時～

スペース・デネガ 大人2,000円
学生1,000円11月 17日、午前11時～、午後２時～

郷土芸能祭 11月 23日、正午～ 弘前文化センター 無料
日本舞踊公演 11月 24日、正午～ 弘前文化センター 無料
弘前大学津軽三味線サークル 弘前公演
2019 12月１日、午後２時30分～ 市民文化交流館

ホール 500円

弘前市吹奏楽団　第36回 定期演奏会 12月１日、午後５時～ 市民会館 500円
弘前大学吹奏楽団　第26回 定期演奏会 12月 15日、午後４時30分～ 市民会館 500円
第 31号「文芸弘前」発刊 12月下旬 ー ー

※入場料などは前売りの金額であり、当日は別料金になる場合があります。

総合プログラム表紙デザイン　『最優秀賞』　釜萢ひとみさん

弘前
市民文化祭


