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弘前城跡整備計画鳥瞰図（本丸・二の丸部分）※短期・中期計画

■期間／ 10月中旬〜11月上旬

■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

弘前城菊と紅葉まつり（弘前城築城
400年記念バージョン） B-3

■期間／ 10月14日（金）〜16日（日） ■料金／入場無料

■場所／克雪トレーニングセンター

■問　／津軽の食と産業まつり運営協議会事務局

　　　　（弘前商工会議所内） ☎0172-33-4111

津軽の食と産業まつり

■期日／ 11月6日（日） 

■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／青森県武道館

■問　／弘前市教育委員会保健体育課

　　　　☎0172-82-1643

日本古武道演武大会弘前大会 

■期日／ 11月27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

第5回弘前音楽祭 B-3

■期日／ 12月  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／スペースアストロほか

■問　／ NPO法人 harappa ☎0172-31-0195

弘前城築城400年記念映画祭 C-4

弘前城跡整備計画概要

二の丸・三の丸西側の

土塁の整備

櫓・城門の

保存修理

本丸御殿の遺構表示
本丸石垣の修理

天守の保存修理、本丸多聞・塀の復元整備

利活用施設の整備

二の丸御広敷の遺構表示

本丸南馬出し

の整備

■期日／ 10月2日（日） 

■料金／参加料あり（要問い合わせ）

■場所／弘前市立観光館（スタート・ゴール地点）

■問　／弘前・白神アップルマラソン実行委員会 

　　　　☎0172-27-2678

弘前・白神アップルマラソン C-3

■期間／ 10月29日（土）〜1月9日（月）

■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「弘前の文化財」 B-3

■期日／ 12月10日（土）  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市民会館

■問　／ The津軽三味線実行委員会事務局

　　　　（弘前商工会議所内） ☎0172-33-4111

The津軽三味線2011 B-3

短期・中期計画の主な整備内容

（平成21年度～平成35年度）

●本丸石垣の修理

●外濠護岸整備と濠水確保のための

導水施設工事

●三の丸追手門周辺の修景・環境整備

●本丸および二の丸の休憩施設（四

阿等）の整備　

●二の丸利活用施設の整備

●本丸御殿の調査と遺構表示

●天守および櫓・城門の保存修理

●本丸南馬出しの整備および、本丸

多聞・塀等の復元整備

●二の丸・三の丸西側の土塁の調査と

復元

●二の丸御広敷の調査と遺構表示

長期計画

●指定地外の遺構・曲輪の整備

●曲輪内の施設移転とこれに関わる

整備

問合わせ／弘前市公園緑地課  ☎0172-33-8739

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

※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／ 10月23日（日）  ■料金／無料

■場所／弘前市民会館

■問　／弘前市市民生活課 ☎0172-40-7015

NHK公開番組「民謡をたずねて」 B-3

■期日／10月29日（土）〜30日（日） ■料金／観覧無料  

■場所／青森県武道館弓道場

■問　／青森県弓道連盟 ☎0172-33-4692

全日本弓道遠的選手権大会 

■期間／ 10月14日（金）〜16日（日）  ■料金／無料

■場所／弘前大学創立50周年記念会館ほか

■問　／弘前市りんご課 ☎0172-82-1636

国際リンゴ・フォーラム イン 弘前 E-4

■期日／ 11月19日（土）〜20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

人形劇団プーク特別公演 B-3

■期日／ 12月23日（金）〜25日（日）　

■料金／観覧無料  ■場所／青森県武道館

■問　／青森県高体連弓道専門部

　　　　☎0172-32-6241（弘工高）

第11回東日本高等学校弓道大会 

9月2011年
September

弘前城築城400年祭記念時代絵巻

■期間／ 9月23日（金）〜24日（土）

市内の大通りで行う稚児行列のほか、弘前公園
で開催する流鏑馬・古式砲術、山車の展示など、
歴史的な催しを多様に展開します。

■料金／無料

■場所／土手町通り（C-4〜D-5）・弘前公園（B-3）

■問　／弘前城築城400年祭実行委員会 

　　　　☎0172-40-7017

■期日／ 9月25日（日）  ■料金／無料

■場所／弘前文化センター

■問　／青森県三曲協会 ☎017-743-8740

筝、三絃、尺八の祭典 B-4

■期日／ 9月25日（日） ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市内各地

■問　／ NPO法人ひろさきレクリエーション協会

　　　　☎0172-55-0211

第5回ひろさきウォークラリー大会 

■期日／ 11月6日（日）  ■料金／無料

■場所／誓願寺

■問　／沼田面松斎顕彰会実行委員会（誓願寺）

　　　　☎0172-34-5532

沼田面松斎顕彰会 A-2

■期日／ 11月上旬  ■料金／無料

■場所／弘前市立弘前図書館

■問　／弘前市立弘前図書館 ☎0172-32-3794

古文書で見る「弘前城あれこれ」 C-3
■期間／ 12月  ■料金／要問い合わせ

■場所／長勝寺

■問／弘前市教育委員会文化財保護課 ☎0172-82-1642

長勝寺保存修理公開 D-1

■期日／ 10月  ■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前市社会福祉センター

■問　／弘前市ボランティア連絡協議会

　　　　☎0172-33-1161

ボランティアフェスティバル

■期間／ 10月下旬（予定）  ■料金／無料

■場所／東京都内（予定）

■問　／弘前市企画課 ☎0172-35-1123

大学連携 知の拠点形成
プロモーション（シンポジウム） 

■期日／10月下旬  ■料金／有料（要問い合わせ）

■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20周年記念イベント C-2

■期日／ 11月  ■料金／要問い合わせ

■場所／弘前公園ほか市内各地

■問　／弘前市教育委員会文化財保護課

　　　　☎0172-82-1642

築城400年歴史ミステリーツアー

■期間／ 12月  ■料金／無料

■場所／弘前公園内

■問／弘前城築城400年祭実行委員会 ☎0172-40-7017

エンディングセレモニー B-3

■期間／ 10月30日（日）

■料金／一部有料（要問い合わせ）

■場所／弘前文化センター

■問／津軽横笛ギネス実行委員会 ☎090-2957-1610

万笛博覧会meets津軽民俗芸術祭 B-4

■期日／ 11月27日（日）  ■料金／無料

■場所／岩木文化センター「あそべーる」

■問／弘前城築城400年祭実行委員会

　　　☎0172-40-7017

たか丸くんお誕生日会&
弘前おもちゃフォーラム2011

■期日／ 9月〜10月  ■料金／要問い合わせ

■場所／市内各地

■問／弘前市教育委員会文化財保護課 ☎0172-82-1642

建造物・宝物特別拝観

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。

■期間／ 11月下旬  ■料金／無料

■場所／めん房「たけや」

■問　／ HMD弘前 ☎070-5473-5245

ホームムービーの日
2011「今年の1本」上映会in弘前 

■期日／ 12月18日（日）  

■料金／ 500円（高校生以下無料）

■場所／弘前文化センター

■問　／弘前ねむの会ファミリーコーラス

　　　　☎0172-35-5825

第16回ねむのクリスマスコンサート B-4

■期日／ 9月25日（日） ■料金／参加料有（要問い合わせ）

■場所／弘前パークホテル

■問　／青森県川柳連盟事務局 ☎0172-52-9416

第29回東北川柳連盟弘前大会 D-5

■期日／ 9月23日（金）〜25日（日） ■料金／観覧無料

■場所／運動公園ほか市内各地

■問／弘前市ソフトボール協会 ☎0172-87-3249

第20回全日本実年ソフトボール大会

■期日／ 9月18日（日）  ■料金／無料

■場所／土手町通り

■問／弘前市上下水道部総務課 ☎0172-36-8100

上下水道展 C-4～Ｄ-5

弘前市の歴史的・文化的シンボルとしての魅力の向上の
ために、段階的に弘前城の整備・改修を進めます。

■期間／ 11月4日（金）〜5日（土）　

■料金／無料

■場所／弘前文化センター

■問　／弘前市都市計画課 ☎0172-35-1134

2011弘前景観まちづくり
シンポジウム B-4

弘前城築城400年祭関連事業
■期間／10月15日（土） ■料金／無料

■場所／めん房「たけや」

■問　／ HMD弘前 ☎070-5473-5245

第9回ホームムービーの日

■期間／ 10月14日（金）〜16日（日）  

■料金／入場無料 ■場所／克雪トレーニングセンター

■問　／弘前商工会議所 ☎0172-33-4111

「弘前感交劇場」小道具新商品展示発表

■期間／ 10月12日（水）〜14日（金） 

■料金／有料（要問い合わせ）

■場所／弘前文化センター

■問　／弘前市土木課 ☎0172-35-1127

第571回建設技術講習会
（災害に強い安全な国づくり） B-4
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