
＜お問い合わせ先＞

弘前城築城400年祭実行委員会
（弘前市商工観光部観光局 弘前城築城400年祭推進室内） 

〒036-8551 青森県弘前市上白銀町1番地1  

Tel.0172-40-7017  E-mail：siro400@city.hirosaki.lg.jp

弘前城築城400年祭公式ホームページをご覧ください。

www.city.hirosaki.aomori.jp/hirosaki400th

まるわかりガイドVol.2まるわかりガイド
Hirosaki Castle 400th Anniversary Official Guide

弘前城築城400年祭 検索
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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。

弘前城築城400年祭実行委員会　
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一戸時計店 （下／昭和12〜13年頃）

弘前城（右／明治10年頃）

ねぷたまつり（右／大正時代）

岩木山お山参詣

旧弘前市立図書館（右／昭和34年頃）

最勝院五重塔

禅林街

青森銀行記念館

ようこそ、四百年の歴史ある街弘前へ。
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ツイッターも

よろしくね！

■題字

弘前城築城400年祭の題字（ロゴ）は、弘前市出身・在

住で、NHK大河ドラマ「篤姫」や「江」の題字でも有名

な菊池錦子氏に揮毫していただきました。

■シンボルマーク

弘前城築城400年祭のシンボルマークは、全国各地か

らご応募いただいた312点の中から決定。弘前城をシ

ンプルなかたちで表現し、400という数字の中に弘前

市のシンボルである桜とりんごを配しました。

ぼくの名前の由来は…

弘前城の別名「鷹岡城」の「たか」と本丸の「丸」を合わせて「たか丸くん」と名付けられ

たよ。また、400年祭の気運が「高まる」ようにという意味もあるんだよ。

●名前：たか丸くん ●性別：男の子 ●生年月日：平成21年11月27日 ●身長：2メート

ルくらい ●好きな色：白（城） ●好きな食べ物：弘前のおいしい食べ物 ●性格：調子に

乗りやすい ●趣味：市民の安全を守ること ●特徴：羽で刀を握っている ●目標：弘前

城築城400年祭を成功させること・400年祭PRと弘前の魅力を全国に発信すること

たか丸くんオリジナルグッズを販売しています。詳しくは、弘前

城築城400年祭公式ホームページをご覧ください。

www.city.hirosaki.aomori.jp/hirosaki400th

　弘前城は、藩祖為信公により計画され、二代藩主信枚公により慶長16年（1611年）に完成し
ました。以来、弘前市は、津軽地域の政治・経済・文化の中心都市として発展し、来る平成23年
（2011年）には築城400年の節目を迎えました。
　弘前城の築城は、現在の弘前のまちなみ形成の礎です。築城400年の機会は、先人の歩みを振
り返りながら新たな未来へ踏み出す第一歩。「私四百恋へよ津軽」のキャッチフレーズのもと、
平成23年の1年間、弘前公園はもとより市内各地で「弘前城築城400年祭」を実施します。
　平成22年は、23年の「弘前城築城400年祭」の本番に向けて、数々のプレイベントも開催して
います。
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※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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重要文化財 青磁鳳凰耳花生 銘千声

6月2011年
June

9月2011年
September

8月2011年
August

7月2011年
July5月2011年

May

■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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10月2011年
October 11月2011年

November

12月2011年
December

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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国立弘前病院

旧弘前偕行社

太宰治まなびの家

弘前厚生学院
弘前銘醸

弘前大学

弘
南
鉄
道
大
鰐
線

文化幼稚園

富田稲荷神社

富田の清水

大成小

宮崎旅館

ビジネスH
新宿

旅館晃荘

虹のマート

東
横
イ
ン
弘
前
駅
前

ブロッサムH
弘前

駅前Hニューレスト

Hルートイン弘前駅前

津軽の宿 弘前屋

市立病院

土手町分庁舎

バスターミナル

駅前歩道

東北女子短大

東北コンピュータ
専門学校

スーパー H弘前

弘前東栄H

鳴海病院

弘前国際H

住吉
神社

 中央弘前

ルネスア
ベニュー

 弘前中央病院

吉井酒造
煉瓦倉庫

弘前保健所

稲荷神社

袋宮寺

最勝院

弘前大（医学部）

弘前大学医学部
附属病院

弘前大（医学部保健学科）

中三デパート

蓬莱広場

SKK専門学校

ハイパー H弘前

ビジネスH庄苑

かくみ小路

旅館江戸川

小堀旅館

サンモードスクール
オブデザイン

弘前グランドH

NTT

陸奥新報社

山車展示館

東北
電力

弘前税務署

消防署

考古館

大正浪漫喫茶室

東奥日報社弘前支社

杉の大橋 辰巳櫓

弘前城植物園

未申櫓

追手門

南内門

ドーミーイン
天満宮

玉田酒造店
ユースホステル

朝陽小

栄螺堂

津軽家
霊廟

仏舎利塔

←りんご公園

桔梗野小

大谷幼稚園

弘前高

弘高下

弘前プリンスH

和徳小

健生病院

弘前プラザH

専修寺

時敏小

熊野奥照神社

洋服の青山

交通広場

保健センター

第一中

仲町伝統的建造物群保存地区

津軽藩ねぷた村

石場家住宅

旧岩田家

川﨑染工場

旧梅田家

旧伊東家

弘前
中央高

青森県
弘前合同庁舎

NHK

石場旅館

与力番所

丑寅櫓

東門

東内門

武徳殿
春陽橋

蓮

　池

西　濠

天守閣
弘前城史料館

鷹丘橋

下乗橋

緑の相談所

護国神社
亀甲橋

北門
（亀甲門）

城西小

弘前工業高

第二中

革秀寺
津軽為信霊廟

弘前メディカル
センター

木村産業研究所（前川）

武家住宅（整備中）
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ホテルニューキャッスル

弘前文化センター

弘前市民体育館 本　丸

弘前市立博物館

弘前市民会館

上土手スクエア

五重塔

弘前市観光案内所

まちなか情報センター

プリンスホテルさくら亭

●

吉野町緑地公園

スペースアストロ

弘前駅

ベストウェスタンHニューシティ弘前

●

鏡ヶ丘記念館

昇天教会

カトリック弘前教会

日本基督教団弘前教会

青森銀行記念館

弘前市役所

禅林街

長勝寺

旧市立図書館
旧東奥義塾外人教師館
ミニチュア建造物

弘前公園

弘前市立観光館

北辰堂●

百石町展示館

弘前市立弘前図書館

弘前大学創立50周年記念会館

●

●

●

藤田記念庭園 ●

●

禅林街

割烹 新よし

イトーヨーカドー

弘前パークホテル

誓願寺

●弘前公園レクリエーション広場

弘前大学創立50周年記念会館

土手町循環100円バス

ためのぶ号

城東循環100円バス（大町経由）

城東循環100円バス（和徳経由）

学校

温泉

神社

寺院

コンビニ

ホテル

旅館

トイレ

伝統建築

洋風建築

Information

ガソリスタンド

交番

郵便局

銀行

病院

凡  例

00

駐車場

県道

金木

津軽
五所川原五所川原

川部

碇ヶ関

弘前BT
（バスターミナル）

中央弘前

立佞武多の館

大鰐温泉
大鰐温泉郷

碇ヶ関温泉郷

ロマン
トピア

★

田代
（西目屋村役場前）

虹の湖公園

★
★

津軽藩ねぷた村

弘前城

岩木山神社
嶽温泉

白神山地
ビジター
センター

★盛美園

津
軽
尾
上

黒
石

★ 大川原

★中野もみじ山

黒石温泉郷

★ 青荷温泉

★

百沢温泉郷

津軽伝承
工芸館

★
太宰治記念館「斜陽館」

津軽三味線
会館

★りんご公園

弘前市内
循環バス

黒石市内循環バス

弘南鉄道

JR奥羽本線

JR
五
能
線

五所川原市内
循環バス

津
軽
鉄
道

こみせ

大鰐

弘南
鉄道

弘前

碇ヶ関駅前

新青森
青森

★

白神山地

藤代営業所

弘前市内弘南バス

★

弘前市の観光・買い物に便利な循環バス

です。市の中心街を走る「土手町循環」、主

に 観 光 地 や 文 化 施 設 を 回 る「た め の ぶ

号」、市広域を2コースで回る「城東循環バ

ス」があります。

●土手町循環バス／午前10時バスターミ

ナル始発。以後10分間隔で1日49便運行

します。（12月〜3月は43便）

●城東環状バス／ 1日17便の大町回り（午

前8時30分バスターミナル始発）と1日16

便の和徳回り（午前8時バスターミナル始

発）があります。以後30〜60分間隔で運行。

●ためのぶ号（200円・12月〜3月は運休）

午前9時「弘前駅前」始発。1日4便運行しま

す。「禅 林 街」近 辺、「り ん ご 公 園」な ど が

コースにあります。

●料金／100円（小学生50円・幼児無料） 

※また、1日乗車券も販売。大人500円、中

　学300円、小学200円（当日に限り、何回

　でも乗り降り自由）

■販売／弘前バスターミナル、弘前駅前

バス案内所など

■乗場／100円マークのバス停 

■問／弘南バスターミナル

☎0172-36-5061　http://konanbus.com/

ホテル・旅館まで手荷物を配達します。弘

前市観光案内所（駅）から弘前市内宿泊施

設（一部地域を除く）へ手荷物を配達しま

す。お客様は、ゆっくりと観光をお楽しみ

いただき、宿泊先で手荷物を受け取るこ

とができます。

■配達時間／宿泊施設には18：00までに

　届きます。

■発送料金／手荷物1個300円

■受付場所／弘前市観光案内所

　（JR弘前駅中央口1F）

■受付時間／ 8：45〜14：00

■問／弘前市観光案内所（駅）

　☎0172-26-3600

津軽の観光ポイントやお得な割引情報が満載の
ガイドブックとフリーエリア内の列車とバスの
専用時刻表を進呈。

津軽エリアの列車やバスが2日間乗り放題

弘前市内マップ
弘前市観光案内所 弘前駅から手ぶらで観光！

弘前観光ボランティアガイド

観光に、便利でお得な100円バス

土

手

町

通

り

●料金／大人2,000円・子供（小学生）1,000円

※子供料金は6歳以上12歳未満のお子様が対象

●発売期間／通年   ●有効期間／ 2日間

●販売箇所／フリーエリア内・秋田県内（東

大館駅、十和田南駅、鹿角花輪駅を除く）およ

び深浦駅、鯵ヶ沢駅にあるJR東日本みどりの

窓口、びゅうプラザ、主な旅行会社※フリー

エリア内を旅行目的地とするJR利用の旅行

商品と一緒にお求めになる場合はその他の

エリアでもお求めいただけます。

●問／津軽フリーパス運営協議会

（弘前市商工観光部観光物産課内）

☎0172-35-1128   www.tsugaru-freepass.jp/

※フリーエリア内であって

も、ご利用できないバス路線

がございます。詳しくはガイ

ドブックをご覧ください。

フリーエリア

弘前観光コンベンション協会が運営する

JR弘前駅内にある便利な案内所。弘前の

見どころや宿泊、交通、ガイド、他にも便

利なサービスなどを案内しています。

■問／弘前市観光案内所

（JR弘前駅中央口1F）☎0172-26-3600

観光ボランティアガイドが無料でご案内いたします。

■案内時間／ 9:00～ 17:00　■案内範囲／弘前市内及び周辺

■申込方法／申込書を弘前観光コンベンション協会のHP（www.hirosaki.co.jp）より印刷

　し、必要事項をご記入の上、7日前までにFAXにてお申込みください。

■問／事務局窓口代行（弘前観光コンベンション協会） ☎0172-35-3131 FAX0172-31-5445

特別活動期間

●さくらまつり期間／ 4月23日～5月5日 ●ねぷたまつり期間・夏季／ 8月1日～20日

●菊と紅葉まつり期間／ 10月中旬～11月上旬

※上記の期間は、弘前公園内追手門口と東門口にてガイドが待機していますので、直接お

　申し込みをしてください。

弘前地域技術研究所
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