特 集 弘 前さくらまつりの思 い出をたどる

桜とさくらまつりの歴 史
1715年
正徳５年

弘前藩士が京都の嵐山から 25本のカスミザクラを持
ち帰ったのが始まりだとされる

1880年

内山覚弥が桜 20本を植栽

1882年

菊池楯衛がソメイヨシノ
（吉野桜）を 1,000本植栽

1895年

弘前城跡が弘前公園として一般公開

明治13年

明治15年
明治28年

1901
（明治 34）年からの 3年間で内山覚弥の働きに
よりさらに 1,000本のソメイヨシノが植栽

1916年
大正５年

呑気倶楽部が仮装行列や花見の宴を実施、本丸にアー
ク灯をともし夜桜見物が始まる

1918年

弘前商工会主催の第１回観桜会

1919年

出店や見世物興行などが始まる

1922年

大正 11年

県外へ宣伝するため奥羽本線秋田方面各駅に宣伝ビ
ラが配布される

1938年

観桜会の名称を
「時局と桜の催し」と改称

1940年

観桜会の名称を
「弘前の桜」と改称

1943年

観桜会の名称を
「桜愛護会」と改称

1944年

戦時色が強まり 1946
（昭和 21）年までの 3年間、観
桜会開催が中断

明治36年

大正７年

大正８年

昭和 13年
昭和 15年
昭和 18年
昭和 19年

１

▲廃藩まもないころの弘前城 （推定明治 10 年以前）

▲芸妓の手踊り （大正時代）

二の丸からの美観 （大正末期）

1947年 「弘前観桜会」復活
昭和 22年

1956年

昭和 31年

福士忠吉がソメイヨシノ 1,300本を新たに植栽、棟
方志功がポスターを製作、第 １ 回桜姫コンテスト
（現：
弘前城ミス桜コンテスト）開催

津軽情っ張り大太鼓が製作され、さくらまつり開幕パ
レードで初お目見え

1984年

第１回弘前城ミス桜コンテスト開催

1989年
平成元年

弘前公園の一部区域有料化
日米の桜の女王が来弘

2008年

さくらまつりの人出が過去最高 292万人を記録

2015年

弘前城天守曳屋工事

2016年

弘前城石垣解体工事着手

2017年

さくらまつり 100年目

2018年

さくらまつり 100周年

2020年

さくらまつり 100回目

昭和59年

平成 20年
平成 27年
平成 28年
平成 29年
平成 30年
令和２年

4

明治 4 年の廃藩後、 荒れ果てた城跡 （後の弘
前公園） を見かねた旧藩士の内山覚弥が、 明治
13 年に自費で桜 20 本を植えたとされています。
その 2 年後、 青森県に初めてりんごの苗木を植え
た人物といわれる同じく旧藩士の菊池楯衛は、 当
時、まだあまり知られていないソメイヨシノ（吉野桜）
を 1,000 本寄贈・ 植樹しました。しかし、 明治維
新後の混乱や士族の気風も強かった時代でもあり、
「お城を行楽の地にするとは何事か」と植えた苗木
が折られたり、引き抜かれたりすることもありました。
菊池の試みがとん挫して、 内山も再び桜を植える
ことを決意し、 市議会議員の任期中も桜の植樹を
主張し、 大正天皇の結婚記念としてさらに 1,000
本の桜が植えられました。そして、昭和 31 年、元
市議会議員の福士忠吉がソメイヨシノ 1,300 本を
寄贈し、 現在の弘前公園の桜の姿が整えられまし
た。

７
●

観 桜 会〜始まりの きっかけ〜

昭和 36年

昭和 45年

３

５
●

▲弘前公園の桜の木 （大正４年）

大正７年５月３日午前７時、打ち上げ花火がと
どろき、第１回観桜会が幕を開けました。元寺町、
百石町などの大通りでは、日の丸を掲げ造花を飾
りつけ、中には紅白の幕を張りめぐらせている商
店もありました。二の丸裏手の舞台では、弘前の
芸妓たちの手踊りが観客を集め、山車・自転車競
争・相撲大会・花火打ち上げなど、さまざまな余
興が繰り広げられました。中でも人気だったのは、
仮装大会でした。
翌年の観桜会では、津軽民謡や曲芸の見世物興
行も小屋掛けされ、近隣の村からも多くの花見客
が訪れるようになりました。また、大正 10 年に
は、天守にイルミネーションが施されるなど、夜
遅くまで観桜会を楽しむ人でにぎわいました。

▲パレードを進む津軽情っ張り大太鼓 （昭和 45 年）

1961年 「弘前さくらまつり」と改称
1970年

４
●

▲菊池楯衛
（1846 ～ 1918）

２
●

▲

1903年

大正時代の観桜会

旧 藩 士 が 植えた 弘 前 公 園 の 桜

▲第１回弘前城ミス桜
（昭和 59 年）

▲日米の桜の女王が来弘
（平成元年）

大正に入り、 若者た
ちが結成した 「呑気倶
楽部（のんきくらぶ）」
は、 弘 前の桜を全 国
に紹介したいと考えま
６
●
した。 彼らは、 大正５
▲春の天守 （大正５年）
年、東京から活動写真
（映画） の技師を呼んだり、 公園内に出店を置い
たり、 仮装やはやしとともに市中パレードに繰り出し
て花見の宴を開きました。この観桜会は、 後のさく
らまつりの先駆けになったと言われています。

大正期の観桜会の映像

「弘前呑気倶楽部観櫻會之光景」
▲天守曳屋後の本丸 （平成 30 年）

→

「プロモーションサイト弘前市 YouTube」 で検索

８
●

９
●

▲⑦天守と下乗橋付近（大正中期）、⑧ライトアップされた天守（大
正中期）、⑨仮装行列

世界に紹介された弘前の桜
昭和４年、 鉄道省が全国の桜の名所を撮影し、
それを『桜咲く日本へ』と題して海外で放映すると、
弘前公園の桜は大変好評でした。フィルムは、『弘
前 城と桜 』 の 題 名
で、 アメリカ、 ヨー
ロッパで公開された
だけでなく、 海軍の
練習艦隊が持参し、
10
世界の港で公開され
▲桜の二の丸 （昭和初期）
ました。
参考文献：
「新編弘前市史」 ／掲載写真：①・③・⑥ 「ふるさとのあゆみ弘前」、②・⑤・
⑦・⑧・⑨・⑩ 「山上貢旧蔵写真コレクション」、④ 「りんごの碑」【全て弘前図書館蔵】
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