
※2011年3月現在のもので今後変更等がありえます。イベント等の詳細は公式HPでご確認下さい。

イベントスケジュール
Event Schedule   ●弘前城築城400年祭：2011年1月〜12月（2010年4月〜2011年3月の期間で終了した事業は、原則として掲載しておりません。） Hirosak i   Cast le  400 th  Anniversary

■期間／〜2011年9月30日

■問　／ FMアップルウェーブ ☎0172-38-0788

ラジオ番組「400年紀行」 

■期間／〜12月

400年寺子屋

「弘前の歴史や魅力を楽しく学ぶ」をコンセプトに、弘前
市 中 央 公 民 館 と 弘 前 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン 協 会、
TEKUTEKU編集部が協力して行う「四百年よろず寺子
屋」。平成22年度は築城に関する歴史背景や逸話。藩政時
代の武士や農民、商人など四民の暮らし。藩政時代に食さ
れていた殿様の料理を実際に食し、四民の日常や晴れの
日の料理を学んできました。23年度も引き続き、弘前に
残されている様々な文化遺産をモチーフに「寺子屋」を開
催していきます。

■料金／参加料有り（要問い合わせ）

■場所／弘前文化センターほか（要問い合わせ）

■問　／弘前市立中央公民館 ☎0172-33-6561

■期間／〜12月31日  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／日本料理プリンスホテルさくら亭ほか

■問　／旬彩料理 うしやま ☎0172-40-2008

津軽藩御本膳普及事業 

弘前城ほか、洋風・和風建築物が特別にライトアップさ
れ、街路がイルミネーションで彩られます。季節毎に違っ
たライトアップが楽しめます。

■期間／〜12月※場所によって期間が異なります。

北の城下のまちあかり

■料金／無料

■場所／弘前公園（B-3）・長勝寺三門（D-1）・禅林街（D-1〜2）・最勝

院五重塔（D-4）・弘前市役所本庁舎（C-3）・青森銀行記念館（C-4）・

弘前市立博物館（B-3）・旧東奥義塾外人教師館・ミニチュア建造

物・旧弘前市立図書館（C-3）・日本基督教団弘前教会（B-4）・カト

リック教会（B-4）・弘前昇天教会（D-4）・鏡ヶ丘記念館（D-3）・弘前

学院外人宣教師館（地図外）・吉野町緑地公園（D-4）・エレクトリカ

ルファンタジー（C-3〜B-4）・JR弘前駅及び駅前遊歩道（D-5〜6）

■問　／弘前市観光物産課☎0172-35-1128

4月2011年
April

5月2011年
May

■期間／ 4月2日（土）公開

■料金／有料（各劇場に問い合わせ）

■場所／ワーナー・マイカル・シネマズ弘前他青森

県下の各劇場にて公開。詳細は、公式サイトよりご

確認ください。（tsugaru100-movie.com）

■問／弘前観光コンベンション協会 ☎0172-35-3131

映画「津軽百年食堂」 

■期間／ 4月20日（水）〜5月5日（木）

■料金／大人8,500円・子ども6,500円

■場所／弘前市境関離発着

■問　／ミツワエアサービス ☎03-3381-4450

弘前公園ヘリコプター遊覧飛行

■期間／ 4月23日（土）〜5月5日（木）

■料金／一部有料（要問い合わせ）

■場所／弘前公園内

■問　／弘前市立観光館 ☎0172-37-5501

弘前さくらまつり（弘前城築城400年
記念バージョン） B-3

■期間／ 4月23日（土）〜5月5日（木）　

■料金／ 2,000円（入園料・抹茶込）

■場所／藤田記念庭園

■問／（一財）弘前市みどりの協会 ☎0172-33-8733

津軽塗体験 C-2

■期間／ 5月3日（火）〜4日（水）

■料金／有料（要問い合わせ） ■場所／弘前市民会館

■問／ 21津軽三味線ネットワークジャパン ☎0172-27-6438

第30回 津軽三味線全国大会 B-3

■期間／ 5月8日（日）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／スペースアストロ

■問／弘前ガイアネットワーク ☎0172-36-8938

　　　（めん房たけや）

「地球交響曲第七番」上映会と森のイス
キア主宰『佐藤初女』講演会 C-4

■期日／ 5月6日（金）〜15日（日）  ■料金／無料

■場所／弘前市りんご公園内

■問　／弘前市りんご課 ☎0172-82-1636

りんご花まつり

■期間／ 5月14日（土）〜15日（日）

■料金／参加料有り（要問い合わせ）

■場所／弘前公園ほか

■問　／陸奥新報社 ☎0172-34-3111

津軽路ロマンツーデーマーチ B-3

■期間／ 5月17日（火）〜18日（水）

■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／藤田記念庭園（C-2）・弘前市民会館（B-3）

■問　／弘前市市民生活課 ☎0172-40-7015

第69期将棋名人戦第4局 

■期間／ 4月16日（土）〜5月8日（日）

■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市立博物館

■問　／弘前市立博物館 ☎0172-35-0700

特別企画展「津軽塗－温故創新－」 B-3

■期間／ 4月〜12月 ■料金／無料（博物館は有料）　

■場所／弘前市立博物館（B-3）弘前市立弘前図書館（C-3）

■問　／弘前市立博物館 ☎0172-35-0700

弘前城築城400年記念年表公開

■期間／ 4月〜12月  ■料金／要問い合わせ

■場所／弘前市内各地

■問／弘前観光コンベンション協会 ☎0172-35-3131

弘前藩よろずツアー 

弘前城築城400年祭の開幕を告げるセレモニーが平成22年
大晦日深夜から平成23年元旦にかけて、弘前公園本丸を会
場に開催されました。カウントダウンや400発の花火打上
など多彩なイベントが行われ、1万3千人の来場者とともに
開幕を祝いました。

2010年から継続している事業

■期間／ 4月24日（日）  ■料金／入場無料

■場所／弘前文化センター

■問　／陸奥新報社 ☎0172-34-3111

第60回青森県観桜俳句大会 B-4

■期日／4月22日（金）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前文化センター

■問／弘前市ボランティア連絡協議会 ☎0172-33-1161

第19回 演劇の夕べボランティアの集い B-4

■期日／ 4月30日（土）〜5月5日（木）　

■料金／入場無料　■場所／百石町展示館

■問　／ NPO法人 harappa ☎0172-31-0195

書にたくそう！築城400年への想い C-4
■期間／ 5月14日（土）〜15日（日）

■料金／有料（要問い合わせ） ■場所／弘前市内各地

■問　／弘前市企画課 ☎0172-40-7021

友好都市交流事業
（ウォーキング・歓迎交流会）

■期間／ 5月15日（日）  ■料金／無料

■場所／堀越雪置場

■問　／ FMアップルフェーブ ☎0172-38-0788

津軽凧揚げたい会 

■期日／ 5月22日（日）  ■料金／無料

■場所／弘前市東岩木山国有林

■問　／岩木山桜会議 ☎0172-33-7840

岩木山植樹会

■日時／ 5月21日（土）14：00〜  ■料金／無料

■場所／弘前市民会館

■問　／アップルウェーブ ☎0172-38-0788

第19回全日本リンゴ追分コンクール B-3

■期日／ 4月29日（金）  ■料金／無料

■場所／弘前公園内

■問　／津軽弁の国 ☎0172-27-6438

2011津軽弁の国「むかしのかんごう会」 B-3

■期日／5月1日（日）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／弘前やまぶき会 ☎0172-27-8095

津軽手踊り第8回弘前やまぶき会発表会 B-3

■期間／ 5月1日（日）  ■料金／無料

■場所／藤田記念庭園洋館第1ホール

■問　／山口流 汐花会 ☎017-743-3354

春の篠笛演奏会 C-2

■期間／ 5月15日（日）  ■料金／入場無料

■場所／割烹 新よし（弘前市南川端町）

■問　／弘前観世流謡曲同好会 ☎0172-34-5013

第20回弘前観世流同好会大会 C-2

先の地震による被害等により、一部の400年祭記念事業の実施が中止や変更・延期となる場合があります。その際はホームページなどでお知らせいたしますが、詳しくは個別事業ごとの主催者

にお問い合わせくださるようお願いいたします。

■期日／ 5月22日（日） ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市りんご公園

■問　／オトマツリ実行委員会 ☎0172-31-0195

オトマツリ

■期日／ 5月1日（日） ■料金／無料（入園料は実費負担）

■場所／弘前公園内

■問／（財）民族衣裳文化普及協会 ☎0120-029-315

400年祭きものフェスタきものdeさくらウォーク B-3

■期間／ 5月2日（月）〜9日（月）  ■料金／無料

■場所／イトーヨーカドー弘前店 

　地下ヨークギャラリー（第2立体駐車場連絡通路）

■問　／弘前市教育研究所 ☎0172-26-4802

小・中学生「弘前の400年」研究発表 C-6
弘前市中学生「わたしたちの弘前城」絵はがき展示

■期間／ 5月5日（木）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／陸奥新報社 ☎0172-34-3111

第26回 津軽五大民謡全国大会 B-3
■期日／ 5月28日（土）

■料金／招待者（一般公募含む）のみ

■場所／弘前市民会館

■問／弘前城築城400年祭実行委員会 ☎0172-40-7017

弘前城築城400年祭記念式典 B-3

　このたびの東北地方太平洋沖地震で被害に遭われた皆様に、心からお見舞

い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

　弘前市は幸いにも大きな被害を受けませんでしたが、この400年を振り返

れば、幾多の災害を乗り越えてきた先人達の歩みの歴史であるとも言え、あら

ためて災害の恐ろしさと、それに対する備えの大切さを痛感させられます。

　また、400年祭の理念である「数々の苦難から立ち上がってきた当地の歴史

に学び、その成果を未来に繋げる必要性」を再認識しているところです。

　こうしたことを踏まえ、被災された皆様の痛みに心を寄せながら、復興を支

援するためにも、さらに、日本の元気を取り戻すきっかけとして弘前城築城

400年祭を実施してまいります。

　皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

防災・災害関連企画について

平成23年3月11日の東北地方

太平洋沖地震を踏まえ、400

年祭記念事業では、『災害に

強 い 安 全 な 国 土 づ く り』を

テーマにした「建設技術講習

会」や「消防の歴史・文化展」、

「上下水道展」などのほか、当

市の防災体制の整備や災害

の歴史を振り返り、今後の防

災や復興支援の仕組みづく

りを考える、新たな企画を検

討してまいります。
弘前城築城400年祭実行委員会
会長（弘前市長）　葛西  憲之　

華 し々く開幕～オープニングセレモニー～
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