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事業名称 時期 事業概要 開催場所

築城４００年記念「弘前の町並み展」 H22.4.3～5.30
懐かしい弘前の町並みや人々の暮らしを絵画史料や写真を通して現状と比較しながら
紹介する。また400年祭記念事業の一環として松山秀明氏のドールハウスを展示する。

弘前市立博物館

きものでさくらウォーク H22.4.29
日本の民族衣装である「きもの」を後世に継承することを目的に、400年を迎える弘前城
にきもので散策する。歴史と伝統の理解と普及を、市民､県民および観光客へPRする。

弘前公園内

全国伝統的建造物群保存地区協議会総会 H22.5.12～5.14
全国７４市町村８６地区で構成する全国伝統的建造物群保存地区協議会の総会・研修
会開催。

弘前文化センターほか

全国屋台村協議会 H22.5.21～5.22
築城400年を迎えるにあたり、その告知PRと津軽の食文化の豊かさを全国から参加する
屋台村連絡協議会のメンバーと弘前市民に理解してもらう。また新たに弘前のB級グル
メの提案をしながら全国屋台村のB級ご当地グルメを開催する。

かだれ横丁

全国城下町シンポジウム　津軽弘前大会 H22.6.11～6.13
【農業・精神】【歴史・民族】【建築・文化】【温故知新】【経済・観光】の５テーマによる分科
会、【輪の心、我（ワ）の心】をテーマとしたメインフォーラム

弘前市民会館・弘前公園ほか

弘前工芸協会展 H22.6.11～6.14 会員による作品展示会 弘前市立百石町展示館

福富太郎コレクション
華麗なる美人画の世界
          ～清方・深水・松園ら巨匠の系譜～

H22.6.12～7.19 福富太郎氏の所蔵品中から近代日本画における美人画を70点紹介 弘前市立博物館

200日前イベント H22.6.15 たか丸くん石像の除幕・懸垂幕の掲出により４００年祭の気運を高める 追手門広場ほか

古都ひろさき花火の集い H22.6.19 10,000発を打ち上げる花火大会 弘前河川敷運動場

第11回よさこい津軽 H22.6.27
「地域経済活性化」と「新たな人のつながり、文化交流を創出」を事業目的に、よさこい踊
りのイベントを開催。土手町通り６ヶ所の演舞会場で県内外から集まったよさこい団体が
パフォーマンスを披露する。

弘前市土手町通り

ラジオ番組「弘前城４００年紀行」 H22.7.5～H23.3.31
「弘前城築城400年」の歴史や意義を弘前市民、及び、周辺市町村の方々に広く認知して
頂くため、耳から容易に情報を取得できるラジオ放送を利用し、弘前城の築城から今ま
での歴史やエピソード・秘話などで構成するラジオ番組を制作・放送する。

―

まちをあそぶ！
2010忍者修行大作戦
            ～弘前城築城400年祭へむけて～

H22.7.11
地域のシンボルである弘前公園を活動の場に、自分たちの住むまちを愛する心を培い、
子どもと大人が関わり合いコミュニケーションを図りながら、想像力を育むあそび体験活
動をおこなう。

弘前公園内

まちかどギャラリー H22.7.29～9.30
街路整備事業完成の一環で実施する空き店舗活用事業のオープニングイベントの第一
弾として、弘前城を含めた土手町の歴史写真展及びレトロな生活用品の展示事業を実
施することで商店街の賑わいを高める。

ルネスビル

お楽しみ抽選会in茂森町
　　　　　　「葉月『茂森門前祭』」

H22.8.1～29
茂森町会の良さをもっと弘前市民にアピールすると共に、商店の売上向上と流通を考え
たイベントにしたい。

弘前市茂森町

ゆかたｄｅねぷたウォーク H22.8.4
「第１回きものｄｅさくらウォーク」に引き続き、夏祭りで賑わう弘前ねぷたをゆかたで楽し
むことにより、ゆかた文化の普及に寄与する。

弘前市土手町通り

高照神社奉納絵図展 H22.8.8～10
信政公御神忌300年祭を迎える記念すべき2010年に、高照神社に奉納されている城絵
図や国絵図など約330点を岩木山総合公園体育館に一堂に展示して、文化財の保護意
識の高揚を図る

岩木山総合公園

第10回全国高等学校
ファッションデザイン選手権大会

H22.8.22

全国の高校生を対象とし、デザイン画制作、衣裳制作、モデルを務め公開ファッション
ショー形式で上位を決定する、高校生による高校生の為の大会。当該事業を通じ、アパ
レル産業の振興・ファッションによるまちづくりにも力を入れ、若者が芸術文化を地元に居
ながらにして学び、発表し、夢を叶えることが出来るような体制づくりを目標としている。

弘前市民会館

第３回技能披露会「津軽の食と技」
～次世代に残したい津軽の食と技～

H22.9.8
弘前市内及び近隣飲食店が参加し、津軽の食材を使用した料理を披露する「料理作品
展示会」を開催。築城４００年祭にちなみ、昔の大名御膳メニューも再現し展示する。

弘前文化センター

弘前城築城400年祭記念事業
世界遺産トーチランコンサート2010in弘前

H22.9.11～12 ユネスコ平和芸術家・城之内ミサ氏他合計11名によるコンサート 弘前市民会館ほか

２０１０津軽三味線国際シンポジウム H22.9.19 津軽三味線の研究発表及び活動交流など 弘前総合学習センター

２０１０岩木山頂津軽三味線大合奏 H22.9.20
岩木山の八合目、九合目、山頂で津軽三味線の演奏を行い、終了後、唄、踊りなどで交
流を深める。

岩木山
嶽さわやかホール

100日前イベント H22.9.23
園児による演技・演舞、ソウルフードまつり、ミニ新幹線運行などにより４００年祭の気運
を高める

追手門広場ほか

津軽音楽団　第１回演奏会 H22.9.26 吹奏楽及び管弦楽による演奏 弘前文化センター

津軽の食と産業まつり H22.10.15～17
弘前市および津軽地域のより一層の産業の振興と生活向上に寄与することを目的とし
て、『食』と地元に根づいた『産業』にこだわったイベントを開催。

克雪トレーニングセンター

ものづくり手仕事展　Ｔｈｅ職人の技 H22.10.15～17
地域の伝統工芸品や職人による手仕事ものを、全国に向けて情報発信するとともに、各
事業者の「販売・売上」につなげることを最大の目的とした展示会。

克雪トレーニングセンター

ねぷた囃子でギネスに挑戦 H22.10.31 弘前ねぷた囃子を横笛で合奏しギネス認定を受ける為の事業 弘前城植物園

海からのおくりもの「浜辺のあかり」展 H22.11.2～6 会員による個展
まちなか新空間
「上土手スクエア」

都市景観フォーラム H22.11.6 400年祭に関連した景観に関するテーマで講演会等を実施 未定

築城４００年記念「津軽に眠る名宝展」 H22.11.27～H23.1.30 弘前市及び近隣市町村の住民が所有する、貴重な史料等を広く募集し展示する。 弘前市立博物館

東京タワー弘前りんごまつり H22.11.28
東北新幹線全線開業と築城４００年を迎える城下町弘前のりんごを販売し、弘前をＰＲす
るイベント

東京タワー

恋へよ津軽！築城４００年祭の街　ひろさき H22.12.14～H23.3.31
期間中、ひろやど倶楽部会員の宿泊客に、築城４００年祭をＰＲした粗品を進呈。更に抽
選でひろさきの特産品を進呈する。

市内宿泊施設

４００年記念「ひと足お先の映画祭」 H22.12.3～5 「新幹線・鉄道」にちなんだ映画を上映 スペースアストロほか

ドリームコンサート・ドリームゼミナール H22.12.3～5 ＮＨＫ交響楽団メンバーによる演奏会と講習会 弘前文化センター

Ｔｈｅ津軽三味線2010 H22.12.11 伝統的な津軽三味線の披露や、津軽三味線大合奏を実施しするイベント。 弘前市民会館

弘前城築城400年記念「狂言弘前特別公演」 H22.12.12 野村万作・萬斎親子が競演する狂言を弘前市民会館で公演（東奥日報社主催） 弘前市民会館

資料４



事業名称 時期 事業概要 開催場所

オープニングセレモニー H22.12.31～H23.1.1 開会イベントを弘前城を舞台として開催 弘前公園内

築城４００年記念ねぷたシンポジウム H23.1.16
ねぷた文化の歴史や変遷を振り返りながら、「弘前ねぷた」は地域の伝統行事なのか、
エンターテイメント豊な観光イベントなのかを、市民全員で考えるシンポジウムを行う。

弘前文化センター

NHK公開番組「ＢＳにほんのうた」 H23.1.27 ＮＨＫによる公開番組を実施 弘前市民会館

弘前城雪燈籠まつり・津軽錦絵大回廊 H23.2.10～13
弘前城雪燈籠まつりにおいて園内に並ぶ燈籠にはめられている武者絵を雪の回廊にと
りつけ、また一味違ったインパクトを与え、誘客及びＰＲを行う。

弘前公園内

小・中学生「弘前の４００年」研究発表展示 H23.2月中旬
各小・中学校ごとに弘前の400年に関するテーマで調査・研究をし、壁新聞・ポスターなど
による展示発表を実施。

弘前文化センター

第19回　津軽弁の国建国祭り H23.2.20 津軽弁の国通常国会、建国祭り（各村々のかくし芸、津軽弁ホラ吹き、その他満載） 弘前総合学習センター

築城４００年記念さくらフォーラム H23.2月下旬
弘前公園の桜の管理技術をコンセプトに、興味を持つ市民に加え、県内外の樹木管理
関係者に参加を呼びかけ課題を共有し、さらに、築城４００年祭を全国的にPRする。

ホテルニューキャッスル

書の軌跡 ～津軽に生きて～ H23.3.17～21 弘前城築城400年に関する書作品及び銀座個展において展示した書作品等の個展 青森市民美術展示館

築城４００年記念「津軽塗展」 H23.4.2～5.15 先人たちが残した津軽塗の優品を展示し現代生活と調和する津軽塗の可能性を探る。 弘前市立博物館

第19回演劇の夕べ　ボランティアの集い H23.4月 ボランティア団体「演劇サークル“ばっけ”」による演劇 弘前文化センター

弘前公園ヘリコプター遊覧飛行 H23.4.20～5.5 弘前公園の桜開花時期にヘリコプターで遊覧飛行をし、弘前公園を上から眺める。 ―

弘前さくらまつり（400年記念バージョン） H23.4.23～5.5 全国的に有名な「弘前さくらまつり」を４００年記念にアレンジして開催 弘前公園内

２０１１津軽の国「むがしのかんごう会」 H23.4.29
伝統の郷土料理や弁当などを持ちより、うたや踊りに三味線、かくし芸などで昔の花見を
再現する

弘前公園内

第30回津軽三味線全国大会 H23.5.3～4 経験年数や性別など部門が分かれ、個人・団体戦のほか唄つけ伴奏など日本一を競う 弘前市民会館

津軽路ロマンツーデーマーチ H23.5.7～8
津軽ロマン国際ツーデーマーチの中に、弘前城築城400年祭記念コース（約３０ｋｍ）を作
成し、為信ゆかりの大浦・堀越・弘前城を巡るコースを歩いてもらう。

弘前公園ほか

りんご花まつり H23.5月中旬 りんご公園のすり鉢山の花壇で「祝築城４００年」の植栽が見れます。 りんご公園内

古絵図と航空写真でたどる弘前の変遷 H23.5.28～29 市立図書館所蔵の古絵図と航空写真を対比展示して、まちなみの変遷をみる企画 弘前市民体育館

記念式典 H23.5月下旬 築城４００年を祝う式典 弘前市民会館

築城４００年記念「近衞家陽明文庫の名宝展」 H23.5.28～7.3 津軽家と縁のある近衞家陽明文庫の名品を展示する。 弘前市立博物館

古都ひろさき花火の集い H23.6.18 県内で最初に開催される大規模な花火大会。 岩木川河川敷

第12回よさこい津軽 H23.6.26 北東北のよさこいイベントの先駆け。 土手町通り

弘前城築城４００年祭「こめと水の旅」 H23.6月 弘前藩十万石を支えたこめと水の勉強会 市内各地

弘前城薪能 H23.6月 400年祭を記念して弘前城特設能舞台で薪能を開催 弘前公園内

築城４００年記念りんごシンポジウム H23.7月 全国１位の生産量を誇る弘前りんごを、より良くするためのシンポジウム 未定

全国城郭管理者協議会総会 H23.7月 全国城郭管理者協議会において、弘前城築城４００年の節目に総会を開催する。 未定

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～

H23.7.10
弘前公園全体を舞台として、大人と子どもが忍者のイメージの世界であそび体験活動す
る。子どもたちが本来持っている“あそび心”を引き出す。

弘前公園内

鐡心書道　築城400年展～新たな未来へ～ H23.7.22
幼年～中学生は「おしろ」「弘前城」など築城400年に関連する題材を課題とした書作品、
一般部も同様に築城400年をテーマとした書作品を展示

弘前文化センター

津軽もののふ祭 H23.7.24・31
北辰堂講和会、古武術交流体験会、甲野善紀弘前稽古会を通して、古武道の普及・継
承を図る

北辰堂・青森県武道館

消防の歴史・文化展 H23.7月 観光館等での消防の歴史展示パネルと機械器具等の展示を実施する。 弘前市立観光館

築城４００年記念「弘前ねぷた展」 H23.7月～8月 弘前ねぷたの歴史と変遷を辿る展覧会 弘前市立博物館

弘前ねぷたまつり（400年記念バージョン） H23.8.1～7 弘前ねぷたの変遷を見せた運行を行う。（昔の角灯籠から始まり、現在のねぷたまで） 土手町通り・駅前通り

ねぷた囃子でギネスに挑戦 H23.8.13～14
弘前ねぷた囃子の横笛大合奏と世界の笛奏者によるステージ及びワークショップを行う
イベント

弘前市民会館ほか

第11回全国高等学校
ファッションデザイン選手権大会

H23.8月下旬 全国高等学校のファッションデザイン選手権大会の開催。 弘前市民会館

筝、三絃、尺八の祭典 H23.9.11 平成23年度県民文化祭において、筝、三絃、尺八の師範等150名が派別に曲を発表する。 弘前文化センター

カルチュアロード２０１１ H23.9.11
土手町通りを歩行者天国にして、ＮＰＯ・民間団体などが、それぞれの催しを一堂に会し
て行うイベント

土手町通り

第20回全日本実年ソフトボール大会 H23.9.22～25 財団法人日本ソフトボール協会が主催する全国大会を弘前で開催する。 弘前市総合運動公園ほか

弘前城築城400年祭記念
　第５回ひろさきウォークラリー大会

H23.9.25
ウォークラリーを通じ参加者相互の交流や日頃の運動不足解消、心のリフレッシュ等健
康づくりを目的としています。

市内各地

４００年祭記念時代絵巻 H23.9月 400年を記念した大名行列や八幡宮の山車運行などで構成するパレード 未定

津軽の音コンサート H23.9月 雅楽器や古典楽器によるコンサート 未定

愛の広場レクリエーションの集い H23.9月
心身障害児者と家族、地域住民とボランティアが県立武道館でレクリエーションを通し
て、楽しく交流を深める。

未定

４００年記念弘前アップルマラソン H23.10.2 例年開催している大会を４００年記念大会として実施 ―

弘前城築城400年祭記念　友好都市交流事業 H23.10.9
友好都市の斜里町・太田市住民と弘前市民が、ウォーキングを行いながら、市民同士の
交流を深める。

市内各地

上下水道展 H23.10月上旬
水道事業のＰＲのため、上下水道事業一体となり、水道週間、下水道の日(カルチュア
ロードなど）に、水道、下水道の歴史などの展示ブースを設け、ＰＲ事業を行う。

未定

津軽の食と産業まつり H23.10.14～16
弘前市および津軽地域のより一層の産業の振興と生活向上に寄与することを目的とし
て、『食』と地元に根づいた『産業』にこだわったイベントを開催。

克雪トレーニングセンター

弘前城菊と紅葉まつり（400年記念バージョン） H23.10.21～11.6 「弘前城菊と紅葉まつり」を４００年記念にアレンジして開催 弘前公園内

築城４００年記念「弘前の文化財展」 H23.10.25～12.25 築城４００年祭を機に市内に残る文化財を公開し、弘前の伝統を見つめなおす。 弘前市立博物館

弘前城築城400年祭記念
　日本古典舞踊・長唄合同公演

H23.10～11月 弘前の長唄愛好家が集い、長唄の演奏普及活動を目的とした公演 未定

日本古武道弘前演武会 H23.11.6
日本古武道協会加盟の古武道伝承者を全国各地から招くとともに、県内の古武道伝承
者を招き、市民に演武を公開する。

青森県武道館

４００年記念音楽祭 H23.11月 弘前交響楽団等による400年祭記念コンサート 未定

景観・まちづくりフォーラム H23.11月 未定

４００年記念映画祭 H23.11月 「弘前」や「お城」にちなんだ映画を上映 スペースアストロほか

Ｔｈｅ津軽三味線2011 H23.12.10 伝統的な津軽三味線の披露や、津軽三味線大合奏を実施しするイベント。 弘前市民会館

エンディングセレモニー H23.12月 築城４００年祭の閉会イベントを開催 未定



事業名称 時期 事業概要 開催場所

４００年祭寺子屋 H22.7～H23.12 弘前の歴史に触れる連続講座を断続的に実施 弘前文化センターほか

「歴史的建造物・お宝」４００年祭特別公開 H22.4～H23.12月 弘前城城門・櫓、長勝寺等、通常公開していない文化財等を特別公開する企画 弘前市内

古津軽塗復元・展示 H22.4～H23.12月 津軽塗保存会による古津軽塗の復元・展示を実施 未定

弘前藩の名宝映像化事業 H22.4月～H23.3月 弘前藩ゆかりの文化財を映像化して市民・観光客向けに公開。 ―

４００年記念年表作製・公開 H22.4月～H23.12月
約４００年の歩みを、弘前、日本、世界の３つを対比しながらあらわした大年表を作製し、
弘前図書館ロビー壁面と博物館内に展示する。

―

「わたしたちの弘前城」絵はがき作製・配布 H22.4月～H23.12月
市内各中学校の生徒が、弘前城及び弘前城周辺の歴史ある風景を描き、絵はがきを作
成し、その風景画を一堂に展示し、広く市民や観光客に紹介する。

―

農業・農村に関するパネル等作製事業 H22.4～H23.12月 400年を記念して農業や農村に関する歴史を中心としたパネル等を作製し公開する。 ―

弘前ねぷたの歴史的沿革パンフレット作成 H22.11～H23.1月 弘前ねぷたの歴史・文化等を分かりやすく紹介し、将来に保存継承するため実施 ―

弘前城築城４００年を祝う
津軽地酒の試飲、普及事業

H22.12～H23.10月
利酒師等が津軽地酒等を紹介、試飲させるコーナーを作って、津軽地酒の認識向上と販
売増加を目標とし、地域活性化に繋げる。

市内各地

弘前城築城400年祭　津軽藩御本膳普及事業 H22.12.14～H23.12.31
藩政時代の殿様料理を再現したものや、地元の食材を使った名物料理を、市内の和食
店舗で提供

プリンスホテルさくら亭ほか

「新・弘前人物誌」発刊 H23.3月下旬
４００年の歴史をもつ郷土「弘前」を愛する児童生徒の育成を図るため、小学校高学年～
中学生の社会科及び道徳、総合的な学習の教材として編集・刊行する。

―

「農業ひろさき」特集号発行 H23.3月下旬 弘前城築城以降の農業や農村に関する歴史を中心とした記事を掲載する。 ―

弘前藩よろずツアー H23.4～H23.12月 弘前を訪れた観光客が、ダイジェストに弘前および津軽を楽しめるツアー。 市内各地

津軽の人物かるた作成 H23.4～H23.12月 津軽弘前地域出身の歴史上の人物たちを、かるたにして活用する。 ―

４００年記念市勢要覧発行 H23.5月 通常の市勢要覧に、弘前城築城400年に関する内容を加えたものを発行 ―

津軽ひろさきジュニア検定　小学６年生級試
験

H23.5月～9月
弘前市内の全小学６年生に、自分達の住む街の歴史・文化等について学習する機会を
創出することを目的に、検定試験を実施する。

市内各小学校

４００年記念市民文化祭 H23.5～12月 弘前市民文化祭を400年祭ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝとして実施 弘前市民会館ほか

４００年記念特別ライトアップ H22.4～H23.12月 弘前城ほか市内各所の観光スポットの特別ライトアップを実施 市内観光スポット

弘前城ぐるっとasaideおべさまクイズ H23.4～H23.12月
弘前城や旧市街地などを舞台に、弘前のまちに関するお題を解きながら「まちあるき」を
楽しむイベント

市内各地

主催事業 7

共済事業 4

協賛事業 8

後援事業 88

計 107



平成２２年 平成２３年 →（平成２３年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

　 ●２００日前イベント　    ●１００日前イベント　　    ●オープニングセレモニー 　　　●記念式典 エンディングセレモニー●

   ●全国伝統的建造物群 　　　●さくらフォーラム    ●りんごシンポジウム

　　　　　保存地区協議会総会 ●都市景観フォーラム        景観・まちづくりフォーラム●

   ●ねぷたシンポジウム  ●全国城郭管理者協議会総会

４００年祭寺子屋

　●城下町シンポジウム

　  ●全国屋台村協議会総会 津軽ひろさきジュニア検定

弘前の街並展 華麗なる 津軽に眠る名宝展 津軽塗展 　　近衞家陽明文庫    弘前ねぷた展 弘前の文化財展

美人画の世界 　●高照神社奉納絵図展 　　の名宝展

● 古絵図と航空写真でたどる弘前の変遷

　まちかどギャラリー   ●小・中学生研究発表展示会 ●上下水道展

　●弘前工芸協会展    ●ものづくり手仕事展 ● 消防の歴史・文化展

 ●第３回技能披露会「津軽の食と技」    ●書の軌跡 ～津軽に生きて～

   海からのおくりもの「浜辺のあかり」展●  鐵心書道築城400年展～新たな未来へ～●

「歴史的建造物・お宝」４００年祭特別公開（弘前城城門・櫓、長勝寺等）

古津軽塗復元・展示/津軽塗ＰＲ/伝統工芸品展示

 ● ●

弘前城雪燈籠まつり  弘前さくらまつり  弘前ねぷたまつり  弘前城菊と紅葉まつり

       ●きものDEさくらウォーク 　　　・津軽錦絵大回廊

●ゆかたDEねぷたウォーク    ●りんご花まつり    日本古武道弘前演武会●

● 弘前城薪能 ●  400年祭記念時代絵巻

葉月『茂森門前祭』     農業用水探索「こめと水の旅」●   ●友好都市交流事業

2011津軽の国「むがしのかんごう会」●    愛の広場レクリエーションの集い● ●アップルマラソン

第20回全日本実年ソフトボール大会●

   津軽路ロマンツーデーマーチ● 日本古典舞踊・長唄合同公演

　　　津軽もののふ祭● 　400年記念音楽祭●

忍者修行大作戦●    ひと足お先の映画祭● 忍者修行大作戦● 　400年記念映画祭●

     世界遺産トーチランコンサート●    弘前公園ヘリコプター遊覧    ●津軽の音コンサート

     　津軽三味線国際シンポジウム●  ●400年祭記念狂言弘前特別公演   第5回ひろさきウォークラリー大会●

     　  岩木山頂津軽三味線大合奏●        ●NHK公開番組「BS日本のうた」     筝、三絃、尺八の祭典●

  津軽音楽団　第１回演奏会●          ねぷた囃子でギネスに挑戦●

  ねぷた囃子でギネスに挑戦● 弘前藩よろずツアー

 ドリームコンサート・ゼミナール●

        第19回津軽弁の国建国祭り●         ４００年記念市民文化祭

     カルチュアロード2011●

第10回ファッション甲子園●          演劇の夕べ　ボランティアの集い● 第11回ファッション甲子園●

    ●古都ひろさき花火の集い   津軽三味線全国大会●     ●古都ひろさき花火の集い

　   ●第11回よさこい津軽  ●THE津軽三味線2010      ●第12回よさこい津軽 THE津軽三味線●

    津軽の食と産業まつり●        ●東京タワー弘前りんごまつり     津軽の食と産業まつり●

特別ライトアップ（弘前城ほか市内各所の観光スポット）

津軽藩御本膳普及事業

津軽地酒の試飲・普及事業

弘前城ぐるっとasaideおべさまクイズ

弘前ねぷたの歴史的沿革パンフレット作成 ４００年記念市勢要覧発行●

ラジオ番組「弘前城４００年紀行」 　　　 ●「新・弘前人物誌」発刊

　　　 ●「農業ひろさき」特集号発行

恋へよ津軽！築城４００年祭の街ひろさき

農業・農村に関するパネル等作製 農業・農村に関するパネル等公開

４００年記念年表作製 ４００年記念年表公開

弘前藩の名宝映像化事業

「わたしたちの弘前城」絵はがき作製・配布

津軽の人物かるた作成

弘前工業高校テクノボランティア「お城隊」

キャラバン等のＰＲ活動

　　　　　凡例 ；期間中継続して実施する企画（中断期間有り）。 注；

；期間中、断続的に実施する企画。

ここに掲載した内容（名称･時期・実施主体等）はH22.10.25現在のもの
で、変更があり得ることにご注意ください。詳細な内容が決まり次第随

シンポジウム等

展示会･展覧会等

エンターテインメント
（四大祭り、映画･演
劇、音楽･文化イベ
ント等）

まちなみ・まちづくり

出版・ＰＲ・仕組み
等

弘前城築城４００年祭事業（日程表）

　　　　　　　  期間
　分野

プレイベント期間(平成２２年４月～１２月) ４００年祭（平成２３年１月～１２月）

セレモニー

弘前城築城４００年祭実行委員会

；期間中、断続的に実施する企画。

● ；原則当日（あるいは数日間）のみピンポイントで実施する企画。
想定する主体 ； ４００年祭実行委員会　 弘前市(民間等との共同実施含む) 民間･その他の機関

時発表いたします。


