
慶長16年（1611）の築城により、
弘前藩主津軽氏の居城として津軽地方の中心地となった弘前城。
公園となった今もなお、情緒ただよう場所として親しまれています。

長く厳しい冬につぼみを膨らませ、
遅い春の訪れとともに咲き誇る弘
前の桜。正徳5年（1715）に弘前藩
士が桜を献上してから約300年、桜
の名所となった弘前公園には、雪
と氷と寒さに閉じこめられた北国
の、弾けるような喜びを象徴する
52種約2,600本の桜が美しさを競
います。
●期日／4月23日～5月5日
●弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前さくらまつり

●問合せ（P03・04）／弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

弘前の
小咄。

弘前公園の
桜のはじまり
正徳5年（1715）、
弘前藩士が献上した25本の桜の苗
木が城内に植えられたのがはじま
りです。それから約300年、同じ時
期に植えられたカスミザクラも含
めて元の幹は朽ちてしまいました
が、そこから芽生えた「ひこばえ」
が逞しく育ち、美しい花を咲かせ
ています。

弘前公園三の丸にある「緑の相談
所」裏。赤レンガの建物に囲まれ、
幹周5.37mの「日本最大幹周のソ
メイヨシノ」は威風堂々とそびえ
立っています。この桜は少なくと
も明治34年（1901）には植栽され
ていたと考えられています。

日本一太いソメイヨシノ
弘前公園二の丸与力番所と東内門の間で大きく枝を
広げるのが弘前公園最古のソメイヨシノです。この
桜樹は明治15年（1882）、廃藩後に荒れてしまった城
内を見かねた旧弘前藩士の菊池楯衛が植えたもので
す。1,000本が植えられましたが、成長しかけた苗木
を折るなどのいたずらが相次ぎ、成木となった木は
少なかったそうです。ソメイヨシノは60～80年で樹
勢が衰えてくると言われますが、樹齢130年を越え
た現在も春には見事な花を咲かせます。

弘前公園最古のソメイヨシノ

「夢を叶える桜」を見つけませんか？ふつうソメイ
ヨシノは1つの花芽から2～4輪の花をつけますが、
弘前公園の桜は4～6輪も花をつけ、ボリュームた
っぷりなのが特徴。ごく稀に7輪もの花が集まって
咲くことがあり、これを「七桜」と呼び、「見つけた
夜に見た夢はそのまま叶う」と言われています。

七桜

弘前公園本丸には「弘前枝垂」と呼ばれる桜があり
ます。同時期に植えられ、似た環境にある御滝桜よ
りも開花が3～4日早く開花します。ふつうのシダ
レザクラは花びらが5枚ですが、この桜樹には7～
8枚になる花もあるため、こう呼ばれています。

弘前枝垂

本丸の石垣の上から水面にむかってしなやかに、あるい
は躍動的に枝を伸ばすシダレザクラ。その見事な枝ぶ
りを讃え、棟方志功が「御滝桜」と命名しました。大正
3年（1914）に植えられ、樹齢は100年を超えています。

御滝桜

桜の美は「花筏」（桜の絨毯）にあり！水面に映る桜はもちろんですが、お濠の
水を滞留させることで花びらが雪のように降り積もり、覆いつくす〝桜の絨
毯〞が見られるのは、実はほんのわずかな期間だけ。水に長時間浸かって変色
したり、流れたり、数時間で景色が変わってしまうのです。

花筏・桜の絨毯（外濠）
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花見団子
花見につきものの「花見団子」。桜色、
白、緑の3色が一般的ですが、弘前で
は串団子ではなく、求肥で包まれた
カラフルで小さな団子が定番です。

石垣トピック 自然のままの石や粗く切り出した
石を積み上げた石垣、方形に切り出した石を水平に
揃えた石垣など、弘前公園は築城から明治以降に至
るまでさまざまな形態の石垣が見られる場所です。明治29年（1896）に天
守台近くの石垣が崩落し、翌30年（1897）に堀江佐吉は人力だけで天守を
移動しました。石垣の修復を終えたのは大正4年（1915）のこと。それか
ら約1世紀。本丸東側の石垣に崩落の危険性があることから、石垣の修理
が行われています。天守台下石垣にも影響があることから曳屋工法が用
いられ、天守が本丸内側に約70m移動しました。

●弘前市公園緑地課弘前城整備活用推進室☎0172-33-8739

弘前の
小咄。

魅惑の弘前城 夜桜探偵団
日本一の桜の名所弘前
城、特にお勧めなのが
夜桜！ライトアップさ
れた桜の姿は幻想的で妖艶です。この美し
く咲き誇る弘前城の桜には実は秘密があ
るんです。その秘密を迷探偵が解き明かし
ながら夜の弘前城をご案内いたします。

●弘前観光コンベンション協会　
　☎0172-35-3131

弘前の
小咄。

重要
文化財

チーム桜守

心躍る春はご馳走の季節！桜の時期に旬を迎
えるトゲクリガニと上品で濃厚な旨みあふれ
るガサエビ（シャコ）を桜の下で広げればお腹
にも春がやってきます。この時期だけの「花見
団子」は、求肥でくるんだカラフルな一口サイ
ズが弘前の定番。大きなつぶ貝のおでんや昔
ながらのあっさり中華そばなど屋台での買い
食いもお楽しみのひとつです。

花見の出店と食

ガサエビ
見た目はちょっぴりグロテスク。一口噛め
ば上品で濃厚な旨みがあふれ出すシャコ。
津軽ではガサエビと呼ばれます。細かな作
業は大変ですが、実はツメ肉が美味！

ガニガニ
桜の頃に旬を迎えるため「花見ガニ」
の別名をもつトゲクリガニ。甘くて
繊細な身をそのまま味わうもよし、
濃厚な蟹味噌に和えても絶品です。

バナナ
花見にバナナ？遡ること大正8年（1919）。第一回
観桜会の翌年にはすでにバナナの屋台が出店して
いました。当時、バナナといえば高級品で「（ハレの
日である）観桜会でなければ食べられない」と言わ
れたほどでした。

三忠食堂の看板
おじいさんと女の子が並んでそばをすする、昭和
の面影を感じさせる看板。レトロな看板は実は2代
目です。

●三忠食堂本店☎0172-32-0831

病気に弱く短命といわれるソメイヨ
シノですが、弘前公園では樹齢100年
以上の古木も力強く花を咲かせます。
昭和30年代、当時の公園管理事務所
長・工藤長政氏がりんご農家から学
んだ知恵を取り入れた「弘前方式」と
呼ばれる管理技術は現在、弘前市公
園緑地課の小林勝氏をチームリーダ
ーとする「チーム桜守」に引き継がれ
ています。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

桜守

枯れた枝や病気の枝ばかりでなく、時には大枝さえ
も大胆に切ることで新たな若い枝を伸ばし、上へ伸
びようとする一番の幹を切る「芯止め」をすることで
樹冠内部にも日光を当てる。「桜切るバカ」のタブー
を破り積極的に剪定を行う弘前公園の桜守たち。そ
の眼差しの奥には数十年後の桜の姿があります。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

桜の剪定

弘前市のマスコット
キャラクターに任命
された「たか丸くん」
は弘前城をかたどっ
た兜を被った、ちょ
っとお調子者な男の
子。弘前城本丸に住
んでいます。

●弘前市観光政策課☎0172-35-1128

たか丸くん

上層を1間ずつ小さくし、切妻破風の屋根を張出に
取り付け、1間に2つずつ並ぶ細長い狭間。二の丸側
から見る天守は重厚で大きく見せる工夫を施す一
方、西・北面は採光を意識してか窓を単調に並べただ
けのデザインで、見る方向により異なる印象を与え
ます。屋根を本瓦ではなく銅瓦にして凍害対応した
工夫は寒冷地ならでは。現在の天守は9代藩主津軽
寧親（やすちか）が文化7年（1810）に再建したもので
す。※現在、天守は本丸の内側へ曳屋されています。
石垣の積み直し終了後、曳き戻される予定です。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

弘前城天守
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二の丸丑寅櫓

←二の丸南門（南内門） 三の丸追手門

二の丸東門（東内門）

三の丸東門

四の丸北門（亀甲門）

二の丸辰巳櫓

←二の丸未申櫓弘前城リレーマラソン
記録をつくる？
記憶にのこる？
弘前公園を会場
に、仲間と協力して走ります。趣
向を凝らした衣装も見どころ！

●主催：NPO法人スポネット弘前
　☎0172-32-6523

弘前の
小咄。

重要
文化財

重要
文化財

重要
文化財

重要
文化財

重要
文化財

重要
文化財

重要
文化財

重要
文化財

弘前城の城門は土塁に囲まれた2層の
櫓門で、雪を考慮してか一階正面柱の
高さが他のお城の城門よりも比較的高
く、軒は直線的です。直進を阻む枡形に
配置され、敵を迎え撃つための櫓門と
なっています。素朴ながら雄大で古い
形式が特徴です。いずれも江戸時代初
期に築かれたと考えられていますが、
北門は他に比べて大きく、銃眼がない
など外観が異なります。大光寺城の門
を移築したとの伝承があります。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

城門

城郭の隅に建つ隅櫓は武器などの保管
をすると同時に攻めてきた敵を攻撃し
たり物見も兼ねます。現存する3棟の櫓
はいずれも3層で、1・2層に比べて3層
目が小さいのが特徴。櫓の名前は天守
から見た方角を十二支で示したもので、
4代藩主津軽信政が南東にある辰巳櫓
で弘前八幡宮祭礼などを観覧したとい
う記録があります。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

隅櫓

春の「観桜会」に対し、秋は「観楓会」。愛好
家たちが育てた菊を持ち寄って品評会を
開き紅葉と共に楽しむ集まりが発展し、
昭和37年（1962）に「菊ともみじまつり」
が始まりました。園内を鮮やかに彩る紅
葉に北奥羽随一と言われる豪華絢爛な菊
人形、香り高い菊花が美を競います。
●弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前城菊と紅葉まつり

市民手作りの雪燈籠、夏に出陣したねぷ
たの鏡絵や見送り絵などを利用した津軽
錦絵の回廊や温かな光を灯す約300基の
ミニかまくら。夜闇と雪に覆われた世界
で天守と老松が照らし出されます。弘前
城雪燈籠まつりは雪に降り込められる北
国の冬を楽しもうと、昭和52年（1977）に
始まりました。
●弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前城雪燈籠まつり

三の丸には元禄年間（1688～1704）に御
屋敷が建てられ、藩主の家族が暮らしま
した。文化7年（1810）、９代藩主津軽寧親
は江戸から庭師を招き、枯山水庭園を造
らせます。廃藩後に荒廃したものの昭和
58年（1983）、往時の姿に復元整備されま
した。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

三の丸庭園

桜で有名な弘前公園内には名木・古木
がたくさん。その一つが西の郭の「根上
がりイチョウ」です。樹齢は300年以上
で、土塁が壊されて土砂が流失したた
め根が露出しています。「値が上がる」
に通じることから縁起が良いと近年、
人気が高まっています。二の丸東門そ
ばに佇む樹齢400年以上のイチョウは
津軽に冬を告げる木。落葉すると津軽
地方に雪が降ると言われています。
●弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

イチョウの木

重要
文化財

天守をはじめ、公園内にある5棟の城門、3棟の櫓は
重要文化財に指定されています。
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