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■期日／ 6月18日（土）

■料金／一部有料（要問い合わせ）

■場所／岩木川河川敷

■問　／ひろさき市民花火の集い実行委員会

　事務局（弘前商工会議所内） ☎0172-33-4111

古都ひろさき花火の集い 

■期日／ 6月26日（日）  

■料金／無料

■場所／土手町通り

■問　／よさこい津軽実行委員会事務局

　　　　（弘前商工会議所内） ☎0172-33-4111

第12回 よさこい津軽 C-4～D-5

■期間／ 5月22日（日）〜7月3日（日）

津軽家に縁のある近衞家伝来の王朝文化を現在に伝
える陽明文庫から「御堂関白記」をはじめとする国
宝、重要文化財を含む貴重な資料約100点を公開。

■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

弘前城薪能 B-3
■期日／ 6月25日（土）

400年の時空を超え、厳かな雰囲気に包まれた中、かつ
て盛んに行われていた演能を、弘前城を舞台に薪能

（能・狂言）として開催。

■料金／ S席10,000円・A席8,000円・A席学割4,000円

    　　　（全席ブロック指定）

■チケット取扱／ローソンチケット・日弘楽器

　紀伊國屋書店弘前店・中三弘前店・さくら野弘前店　

　弘前大学生協SHAREA※4月23日（土）より販売開始 

■場所／弘前公園本丸※雨天の場合は弘前市民会館

■問　／弘前城築城400年祭実行委員会

　　　　☎0172-40-7017

国宝 御堂関白記（藤原道長筆）

薪能イメージ◎題字／菊池錦子

※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。

■期日／ 6月下旬　■料金／無料

■場所／弘前市内各地

■問　／弘前市農村整備課 ☎0172-82-1637

こめと水の旅

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／ 6月26日（日）  

■料金／無料

■場所／弘前文化センター

■問　／弘前市市民生活課 ☎0172-40-7015

第14回俳句甲子園東北地区大会
弘前会場 B-4

■期日／ 7月3日（日）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前文化センター

■問　／小渡恵利子声楽研究会 ☎0172-32-9690

小渡恵利子声楽研究会コンサート B-4

■期間／ 7月3日（日）   ■料金／無料

■場所／弘前公園内

■問　／弘前市子育て支援課 ☎0172-35-1131

弘前市親子のつどい B-3

■期間／ 7月7日（木）〜8日（金）

■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／ベストウェスタンホテルニューシティ弘前

■問　／弘前市都市計画課 ☎0172-35-1134

第53回日本公園緑地全国大会 D-6

■期間／ 7月16日（土）〜8月28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

弘前ねぷた展 B-3

■期日／ 7月22日（金）〜24日（日）　■料金／無料

■場所／弘前市立観光館

■問　／弘前市消防本部警防課 ☎0172-32-5103

消防の歴史・文化展 C-3

■期間／ 8月1日（月）〜7日（日）　■料金／無料

■場所／土手町通り（C-4〜D-5）・駅前通り（C-5〜D6）

■問　／弘前市立観光館 ☎0172-37-5501

弘前ねぷたまつり（弘前城築城400
年記念バージョン） 

■期日／ 8月25日（木）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／弘前市市民生活課 ☎0172-40-7015

NHK交響楽団弘前公演 B-3

■期日／ 8月28日（日）

■料金／参加料あり（要問い合わせ）

■場所／市役所岩木庁舎〜岩木山神社

■問／レッツウォークお山参詣実行委員会 ☎0172-83-3001

レッツウォークお山参詣 

■期日／ 9月4日（日）　■料金／無料

■場所／青森県武道館

■問　／社会福祉法人 弘前市社会福祉協議会

　　　　☎0172-33-1161

愛の広場レクリエーションの集い

■期間／ 9月4日（日）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／弘前市市民生活課 ☎0172-40-7015

津軽の音コンサート B-3

■期間／ 7月〜1月　■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館ほか

■問／弘前市民文化祭実行委員会 ☎0172-31-3010

第42回弘前市民文化祭 B-3

■期間／ 6月2日（木）   ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／東京佼成ウィンドオーケストラ 

　　　　弘前演奏会実行委員会 ☎0172-34-1121

東京佼成ウィンドオーケストラ
弘前演奏会 B-3

■期日／ 8月21日（日）　■料金／無料

■場所／弘前市民会館

■問／弘前市教育委員会生涯学習課 ☎0172-82-1641

友好都市親善交流演奏会 B-3

■期日／ 8月4日（木）　■料金／無料

■場所／土手町通り

■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
ゆかたdeねぷたウォーク C-4～D-5

■期間／ 9月4日（日）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前公園

■問／弘前観光コンベンション協会 ☎0172-35-3131

弘前城ぐるっとasaideおべさまクイズ B-3

■期日／ 8月〜9月  ■料金／無料

■場所／市内各小学校

■問／弘前観光コンベンション協会 ☎0172-35-3131

津軽ひろさきジュニア検定小学6年生級試験 

近衞家陽明文庫名宝展 B-3
～王朝文化1000年の至宝～ 

■期日／ 9月17日（土）〜18（日）　■料金／無料　

■場所／弘前文化センター他

■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 きものショー＆
カルチャーロードきものdeウォーク B-4

■期日／ 9月10日（土）〜10月16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

企画展「津軽のほとけ」 B-3

■期日／ 9月17日（土）〜19日（月）

■料金／入園料ほか一部有料

■場所／藤田記念庭園

■問／（一財）弘前市みどりの協会 ☎0172-33-8733

藤田記念庭園秋の夜間開園 C-2

■期間／ 7月29日（金）〜31日（日）  ■料金／無料

■場所／弘前文化センター

■問　／鐡心書道会 ☎0172-34-6555

書の軌跡～津軽に生きて～ B-4

■期間／ 5月28日（土）〜29日（日）  

■料金／無料

■場所／弘前市立観光館

■問　／弘前市立弘前図書館 ☎0172-32-3794

絵図と航空写真でたどる
城下町弘前の変遷 C-3

■期日／ 6月7日（火）　■料金／無料

■場所／弘前市民会館

■問　／弘前市市民生活課　☎0172-40-7015

陸上自衛隊中央音楽隊弘前公演 B-3

■期日／ 8月28日（日）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／ファッション甲子園実行委員会事務局

　　　　（弘前市商工会議所内） ☎0172-33-4111

第11回全国高等学校
ファッションデザイン選手権大会 B-3

■期日／ 9月18日（日）　■料金／来場無料

■場所／土手町通り

■問　／土手町商店街振興組合連合会 ☎0172-35-2154

カルチャーロード2011 C-4～Ｄ-5

■期日／ 9月18日（日）　■料金／無料

■場所／土手町通り

■問　／土手町商店街振興組合連合会 ☎0172-35-2154

高校生書道パフォーマンス C-4～Ｄ-5

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／ 6月5日（日）・8月24日（水）・10月16日（日）

　　　　12月8日（木）

■料金／各回100組を無料招待

■場所／弘前市民会館

■問　／弘前市民劇場 ☎0172-36-5402

親子400組観劇会 B-2

■期日／ 7月9日（土）  ■料金／無料

■場所／弘前文化センター

■問　／弘前市民劇場 ☎0172-36-5402

奈良岡朋子と語る弘前の文化 B-4

■期日／ 8月20日（土）  ■料金／ 1,500円

■場所／岩木文化センター「あそべーる」

■問　／津軽弁落語開催実行委員会 

　　　　☎0172-28-5656

津軽弁落語ライブinひろさき

■期間／7月3日（日）  ■料金／1,000円（入園料込）

※保護者同伴にて中学生以下無料

■場所／藤田記念庭園

■問／小林豊子きもの学院田園教室わごころの会 

　　　☎0172-26-3382

400年祭きものフェスタゆかたを楽しむ会 C-2

■期日／ 7月10日（日） ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前公園内

■問／弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる ☎0172-34-0171

まちをあそぶ！2011忍者修行大作戦～「築城400
年！忍びの者たちよ、弘前城に集まれ」の巻～ B-3

■期日／児童作品展示：7月28日（木）〜30日（土）

　　　　一般作品展示：7月29日（金）〜31日（日）

■料金／無料  ■場所／弘前文化センター

■問　／鐡心書道会 ☎0172-34-6555

鐡心書道 築城400年展～新たな未来へ～ B-4

■期間／ 7月31日（日）　■料金／無料

■場所／弘前公園レクリエーション広場

■問／津軽横笛ギネス実行委員会 ☎090-2957-1610

ねぷた囃子でギネスに挑戦 A-3・4
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