
１　会議等

日　　　程 作　業　概　要　等

　４月２２日（金） 第８回実行委員会（平成２２年度決算・事業報告ほか）

　３月２８日（水） 第９回実行委員会（平成２３年度決算・事業報告ほか）

２　広報（ＰＲ）媒体

日　　　程 内　容　・　説　明　等

　４月６日～ ４００年祭クリアファイル配布（新１年生児童を対象）

　４月１５日(木) まるわかりガイドＶＯＬ２配布（市内毎戸配布ほか関係機関）

　～１２月２８日（水） 街頭フラッグ掲出

　～１２月２８日（水） 懸垂幕掲出（２００日前イベント時に市役所庁舎へ掲出）

　～１２月２８日（水） ミニのぼり掲出

　～１２月２８日（水） ポスター掲出

３　県外ＰＲ活動

日　　　程 ＰＲ場所・イベント等

　６月１０日～１３日 札幌市（ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭）

　６月１４日～１６日 宇都宮市（東武百貨店　青森・秋田・岩手物産展）

　６月２７日～３０日 東京上野（ＪＲ上野駅　あおもり産直市）

　７月　６日～１０日 東京汐留（東北復興博）

　７月１９日～２４日 斜里町（しれとこ夏まつり）

　９月　１日～　４日 川越市（丸広百貨店　弘前物産展）

　９月　６日～　８日 東京日本橋（高島屋百貨店東京店　東北６県大物産展）

１０月　６日～　７日 函館市（ＪＲ函館駅観光キャンペーン）

１０月２１日～２４日 太田市（スポレク太田）

東京大手町（知の拠点プロモーション）

東京渋谷（在東京弘前関係者交流会）

東京池袋（青森人の祭典）

東京新宿（パワーアップル弘前りんごＰＲキャンペーン）

東京浅草（浅草こども歌舞伎＆浅草ねぷた）

１１月　８日～１１日 名古屋市（大丸松坂屋百貨店　東北６県大物産展）

東京神田（津軽ひろさき応援隊結成式）

東京新宿（東京ＯＬりんご女子会）

１１月２５日～２７日 埼玉県羽生市（ゆるキャラサミットin羽生）

１２月　９日～１１日 太田市（おおた食と光の祭典）

１２月１６日～１９日 東京池袋（ＪＲ池袋駅鉄道まつり）

　１月　６日～１０日 東京水道橋（ふるさとまつりin東京ドーム）

　１月３１日～２月２日 仙台市（ＪＲ仙台駅観光キャンペーン）

　３月　９日～１１日 福岡市（東北復興キャンペーン）

　３月１６日～１９日 名古屋市（旅まつり名古屋2012）

１１月　２日～　６日

１１月２０日～２２日
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№ 事業名称 時期 開催場所 備考

1 アマチュア無線「弘前城築城400年特別局」運用 H23.4.1～H23.8.31 ― 後援

2 映画「津軽百年食堂」 H23.4.2公開 ワーナーマイカルシネマズ弘前 後援

3 特別企画展「津軽塗－温故創新－」 H23.4.16～5.8 弘前市立博物館 後援

4 弘前さくらまつり（４００年記念バージョン） H23.4.23～5.8 弘前公園 後援

5 津軽塗体験 H23.4.23～5.8 藤田記念庭園 後援

6 LED照明でひろさきの桜ライトアップ H23.4.23～5.8 弘前公園 後援

7 第60回青森県観桜俳句大会 H23.4.24 弘前文化センター 後援

8 ２０１１津軽弁の国「むがしのかんごう会」 H23.4.29 弘前公園内 後援

9 第29回観桜県下短歌大会 H23.4.29 弘前文化センター 後援

10 弘前公園Memorial Wedding H23.4.29 弘前公園 共催

11 「書にたくそう！築城400年への想い」 H23.4.30～5.5 百石町展示館 共催

12 津軽の人物かるたの作成 H23.4月～12月 ― 協賛

13 ４００年祭きものフェスタ　きものdeさくらウォーク H23.5.1 弘前公園内 共催

14 津軽手踊り第８回弘前やまぶき会発表会 H23.5.1 弘前市民会館 後援

15 春の篠笛演奏会 H23.5.1 藤田記念庭園洋館1階ホール 後援

16 平成２３年度　すり鉢山植栽業務 H23.5.2～12月 りんご公園 後援

17 第30回津軽三味線全国大会 H23.5.3～4 弘前市民会館 後援

18 第23回青森県弘前市岩木全国凧揚げ大会 H23.5.3～4 あそべーる、岩木海洋センター 後援

19 津軽五大民謡全国大会 H23.5.5 弘前市民会館 後援

20 りんご花まつり H23.5.6～5.15 弘前市りんご公園 後援

21 第31回天ざくら「貴方も私も唄いまショー」 H23.5.7 弘前文化センター 後援

22 「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 H23.5.8 スペースアストロ 後援

23 第13回津軽路ロマン国際ツーデーマーチ H23.5.14～15 弘前公園、追手門広場ほか 後援

24 さむらい塾
H23.5.14～
毎月隔週土曜日

北辰堂道場 後援

25 津軽凧揚げたい会 H23.5.15 堀越雪置場 共催

26 第20回弘前観世流同好会大会 H23.5.15 割烹　新よし（弘前市南川端町） 後援

27 第69期将棋名人戦 H23.5.17～18 藤田記念庭園ほか 後援

28 第19回全日本リンゴ追分コンクール H23.5.21 弘前市民会館 後援

29 「近衞家陽明文庫名宝展」～王朝文化１０００年の至宝～ H23.5.22～7.3 弘前市立博物館 後援

30 音祭－otomatsuri－ H23.5.22 弘前市りんご公園 協賛

31 岩木山植樹会 H23.5.22 弘前市東岩木山国有林 後援

32 絵図と航空写真で辿る、城下町弘前の変遷 H23.5.28～29 弘前市立観光館 後援

33 弘前城築城400年祭記念式典 H23.5.28 弘前市民会館ほか 主催

34 ４００年記念市勢要覧発行 H23.5月 ― 後援

35 東京佼成ウインドオーケストラ　弘前演奏会 H23.6.2 弘前市民会館 後援

36 親子４００組観劇会
H23.6.5・8.24
10.16・12.8

弘前市民会館 後援

37 陸上自衛隊中央音楽隊弘前公演 H23.6.7 弘前市民会館 後援

38 「けの汁発祥の地　和徳城」　和徳城主　小山内讃岐守没後４４０年祭 H23.6.9 和徳稲荷神社境内 後援

39 放送大学青森学習センター面接授業 H23.6.11～12
放送大学青森学習センター
弘前城及び弘前市立博物館

後援

40
津維人の会ｐｒｅｓｅｎｔｓ
｢結と　あなたと　つながる　つがる♪｣～結ｆｅａｔｕｒｉｎｇ鈴木健～ｖｏｌ，１

H23.6.15、11.21 弘前市中三８階ｽﾍﾟｰｽｱｽﾄﾛ 協賛

41 第７回青森・秋田・山形物産展 H23.6.15～21 東武宇都宮百貨店 後援

42 第６回　古都ひろさき花火の集い H23.6.18 岩木川河川敷 共催

43 こめと水の旅 H23.6.18 弘前市内各地 後援

44 第14回松山「俳句甲子園」全国l高等学校俳句選手権大会弘前大会 H23.6.19・20 弘前市役所 後援

45 弘前城薪能 H23.6.25 弘前公園内 主催

46 第12回　よさこい津軽 H23.6.26 弘前市土手町通り 後援

47 第19回　演劇の夕べ　ボランティアの集い H23.7.1 弘前文化センター 後援

48 弘前市親子のつどい H23.7.3 弘前公園内 後援

49 小渡恵利子声楽研究会コンサート H23.7.3 弘前文化センター 後援

50 ４００年祭きものフェスタ　ゆかたを楽しむ会 H23.7.3 藤田記念庭園 共催

51 第53回日本公園緑地全国大会 H23.7.7～8 ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 後援

52
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 弘前公園内 後援

53 ２５年前の“弘前を読む” H23.7.15～18 百石町展示館 後援

54 弘前ねぷた展 H23.7.16～8.28 弘前市立博物館 後援

55 第42回　弘前市民文化祭 H23.7.17～12月 市内各所 後援

56 消防の歴史・文化展 H23.7.22～24 弘前市立観光館 後援

57 奈良岡朋子と語る弘前の文化 H23.7.24 弘前市民会館 協賛
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58 鐡心書道　築城400年展～新たな未来へ～ H23.7.28～31 弘前文化センター 後援

59 書の軌跡 ～津軽に生きて～ H23.7.29～31 弘前文化センター 後援

60 ねぷた囃子でギネスに挑戦 H23.7.31 弘前公園内 共催

61 東日本大震災応援チャリティ「甲野善紀の古武術」弘前稽古会 H23.7.31 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター武道場 後援

62 「為信戦跡」ガイドブック作成 H23.7月下旬～ 弘前城史料館 後援

63 弘前ねぷたまつり（４００年記念バージョン） H23.8.1～7 土手町通り・駅前通り 後援

64 「たか丸くん」ねぷたコンテスト H23.8.1～2 土手町通り 主催

65 ４００年祭きものフェスタ　ゆかたdeねぷたウォーク H23.8.4 土手町通り 共催

66 津軽弁落語ライブinひろさき H23.8.21 ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 協賛

67 友好都市交流事業（交流演奏会） H23.8.21 弘前市民会館 後援

68 NHK交響楽団弘前公演 H23.8.25 弘前市民会館 後援

69 全国城郭管理者協議会総会 H23.8.25～26 ﾎﾃﾙﾆｭｰｷｬｯｽﾙ、弘前公園ほか 後援

70 レッツウォークお山参詣 H23.8.27～28 岩木山神社 後援

71 第11回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会 H23.8.28 弘前市民会館 後援

72 『築城４００年祭記念』第１回弘前市長杯G・G大会 H23.8.29 弘前運動公園内 後援

73 弘前城ぐるっとasaideおべさまクイズ H23.9.4 弘前公園内 後援

74 津軽の音コンサート H23.9.4 弘前市民会館 後援

75 偕行社Ｂａｒ・弘前カクテルコンペティション H23.9.4 旧弘前偕行社 後援

76 2011年度弘前大学シニアサマーカレッジ H23.9.9～13 弘前大学ほか 後援

77 企画展「津軽のほとけ」 H23.9.10～10.16 弘前市立博物館 後援

78 「たか丸くん＋Rosette　虹をつくる傘」展示会 H23.9.11～10.2 弘前市立観光館 後援

79 農＋料＝∞　Ｖｏｌ．２ H23.9.15 ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 後援

80 藤田記念庭園秋の名月会 H23.9.17～9.18 藤田記念庭園 後援

81 ４００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 H23.9.17・H23.9.25 弘前文化センター・土手町通り 共催

82 第36期囲碁名人戦 H23.9.21～22 藤田記念庭園ほか 後援

83 第20回全日本実年ソフトボール大会 H23.9.23～25 弘前運動公園ほか 後援

84 ひろさき卍フェスティバル H23.9.23～24 土手町通り・弘前公園 主催

85 ひろさき卍バル H23.9.23～24あとバル25～29 市内各飲食店 共催

86 カルチュアロード２０１１ H23.9.25 弘前市土手町通り 後援

87 高校生書道パフォーマンス H23.9.25 弘前市土手町通り 後援

88 上下水道展 H23.9.25 弘前市土手町通り 後援

89 筝、三絃、尺八の祭典 H23.9.25 弘前文化センター 後援

90 第５回ひろさきウォークラリー大会 H23.9.25 弘前市内各地 後援

91 第２９回東北川柳連盟弘前大会 H23.9.25 弘前パークホテル 協賛

92 西舘孤清墓前祭 H23.9.25 長寿寺(東京都) 後援

93 弘前藩よろずツアー H23.10.1～11.5 弘前市内各地 後援

94 友好都市交流事業（ウォーキング） H23.10.9 弘前市内各地 後援

95 弘前・白神アップルマラソン H23.10.2 弘前市立観光館スタート・ゴール 後援

96 第５７１回建設技術講習会 H23.10.12～14 弘前文化センター 後援

97 津軽の食と産業まつり H23.10.14～16 克雪トレーニングセンター 後援

98 国際リンゴ・フォーラム  イン　弘前 H23.10.14～16 弘前大学創立50周年記念会館ほか 後援

99 第９回ホームムービーの日 H23.10.15 めん房「たけや」 協賛

100 日本古典舞踊・長唄合同公演 H23.10.15 弘前文化センター 後援

101 ボランティアフェスティバル H23.10.16 弘前市社会福祉センター 後援

102
「音楽ネットワーク弘前」参加団体による
弘前城築城４００年記念第５回弘前音楽祭

H23.10.16～30、11.27
土手町スクエア・石のむろじ

弘前市民会館
後援

103 弘前城菊と紅葉まつり（４００年記念バージョン） H23.10.21～11.13 弘前公園内 後援

104 宝探しイベント　弘前城財宝絵巻 H23.10.21～11.13 弘前公園内 共催

105 Ｄ－Ｋ（デジタル掛け軸） H23.11.9～11.12 弘前公園内 共催

106 ＮＨＫ民謡をたずねて H23.10.23 弘前市民会館 後援

107 大学連携　知の拠点形成プロモーション H23.10.26 日経ホール（東京都千代田区大手町） 後援

108 企画展「弘前の文化財」 H23.10.29～H24.1.9 弘前市立博物館 後援

109 全日本弓道遠的選手権大会 H23.10.28～30 青森県武道館弓道場 後援

110 第５１回　津軽錦絵展 H23.10.28～30 弘前市立観光館 後援

111 万笛博覧会meets津軽民俗芸術祭 H23.10.30 弘前文化センター 共催

112 藤田記念庭園２０周年記念イベント H23.10.30 藤田記念庭園 後援

113 きものde秋満喫ウォーク H23.10.30 弘前公園内 後援

114 古文書で見る「弘前城あれこれ」 H23.11.1～13 弘前市立弘前図書館 後援

115 ダンスフェスティバル H23.11.3 弘前市土手町通り 後援

116 築城400年歴史ミステリーツアー H23.11.3・5 弘前公園内 後援

117 ２０１１弘前景観まちづくりシンポジウム H23.11.4～5 弘前文化センター 後援

118 日本古武道演武大会弘前大会 H23.11.6 青森県武道館 後援

119 沼田面松斎顕彰会 H23.11.6 新町（誓願寺境内） 後援

120 「津軽の食と技」－次世代に残したい津軽の食文化－第４回技能披露会 H23.11.10 弘前文化センター 後援



121 たか丸くんお誕生日会＆弘前おもちゃフォーラム２０１１ H23.11.26～27 岩木文化センター「あそべーる」 共催

122 弘前城＆土手町再発見！アドベンチャーカード事業 H23.11.26～12.31 土手町参加店 後援

123
NHK交響楽団メンバーによる弦楽の響き
「ドリームコンサート」・「ドリームゼミナール」

H23.12.2～4 弘前文化センター 後援

124 弘前城築城４００年記念映画祭 H23.12.9～11 スペースアストロほか 共催

125 ホームムービーの日　２０１１「今年の１本」上映会in弘前 H23.12.3 めん房「たけや」 協賛

126 Ｔｈｅ津軽三味線2011 H23.12.10 弘前市民会館 後援

127 上野チャルメーラ弘前公演 H23.12.10 弘前学院大学礼拝堂 後援

128 第１６回ねむのクリスマスコンサート H23.12.18 弘前文化センター 協賛

129 第11回東日本高等学校弓道大会 H23.12.23～25 青森県武道館弓道場 後援

130 長勝寺保存修理公開 H23.12月 長勝寺 後援

131 エンディングセレモニー H23.12.23 弘前公園内 主催

132 ｢弘前藩城下を歩く｣ガイドブック作成 H23.4.26～ ― 後援

２２年度より継続している事業

№ 事業名称 時期 開催場所 備考

1 剣舞・詩舞初心者向け啓蒙事業 H23.3.18～4.21 弘前市勤労青少年ホーム 後援

2 建造物・宝物特別拝観 H22.4月～H23.12月 弘前市内各地 後援

3 ４００年祭寺子屋 H22.7月～H23.12月 弘前市立中央公民館 後援

4 弘前城築城４００年新聞 ～H23.5月 ― 後援

5 ４００年記念特別ライトアップ「北の城下のまちあかり」 H22.4月～H23.12月 弘前市内各地 後援

6 ４００年記念年表作製・公開 H22.4月～H23.12月 弘前市立博物館 後援

7 農業・農村に関するパネル等作製事業 H22.4月～H23.12月 ― 後援

8 ラジオ番組「弘前城４００年紀行」 H22.7.5～H23.9.30 ― 協賛

9 津軽藩御本膳普及事業 H22.12月～H23.12月 市内飲食店 協賛








