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・四季の回廊
・願いが灯るりんごの実
・ねぷた花手水

紅葉見どころ
ポイント

花
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り

三の丸
庭園

飛翔花朱雀

子ども
ゾーン
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園
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親子で作ろう！りんごとねぷたの花手水
　弘前城菊と紅葉まつりでフラワーアートの制作
を行っている花景家の阿部喜恵さんと一緒に、水
を張った大きな鉢をキャンバスに、花や実すぐり
りんご、ねぷた絵などを使って色鮮やかな花手水
を作ります。装花のバランスや美しく見えるポイ
ントなど、自宅などでも生かせるポイントが詰
まった制作体験プログラム。出来上がった花手水
は、菊と紅葉まつりの期間中に三の丸庭園内で展
示します。
▼とき　10月 26日（水）、1回目…午後１時～
２時、2回目…午後２時30分～３時 30分
▼ところ　三の丸庭園（弘前城植物園内）
▼対象　親子＝各回４組（１組は４人まで）
※大人だけでも参加できます。
▼参加料　無料（参加者は入園料も無料）
▼持ち物　園芸用はさみ（貸し出しも可）、軍手
※作業しやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　10月 24 日（月）
までにオンライン予約ページ（QR
コード）から申し込みを。
※後日、参加の可否をEメールでお
知らせします。
▼問い合わせ・申込先　HIROSAKI_A

エ ア
IR

（樽澤さん、Eメール hirosakiair@gmail.com）

①
入園者数

The number of
visitors

名

□ 弘前市内
in Hirosaki

※弘前市外の方は下記に
　居住地をご記入ください。
※if you don't live in Hirosaki,
please fill in the blanks below.

都道府県 Prefecture
市区町村

City/Ward/Town/Village

③
代表者氏名

Name of
representative of

the group

④ 電話番号
Phone number

<For Those Entering Hirosaki Park>
 Please fill this form to prevent the infection of COVID-19. We use the information
you fill in only for confirming the route of transmission and tourism statistics. This
form will be discarded in a proper way after a month from the day you visit Hirosaki
Park. We never provide the individual information to a third party unless otherwise
required by a law.

 

　来場者　受付用紙
Application Form for Those Entering Hirosaki Park.

② 居住地
Where you live

＜来場される皆様へ＞
新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、本受付用紙への必要事項の記入をお願いいた
します。取得した情報は、感染経路確認及び観光統計のために使用し他の目的には使用しませ
ん。本受付用紙は来場日から１ヶ月を経過した後に破棄いたします。また、法令等の定めにより
提供を求められた場合を除き当該個人情報を第三者に提供することは一切ございません。

来場日に、風邪症状（発熱、咳、喉の痛み等）、

味覚・嗅覚異常、強い倦怠感はありません。
If you DO NOT have a cold-like symptoms (fever, cough,  sore throat etc.), 

taste/smell disorder, and strong fatigue, please check the box above.

□ ははいい

弘前城菊と紅葉まつり

　来場の際は、事前に上の受付用紙を記入し、切
り取りの上、入場受付場所への持参をお願いしま
す。スムーズな入場のために、皆さんのご協力を
お願いします。

Workshop

ワークショップ

キリトリ線キリトリ線

　毎年多くの観光客が訪れる「弘前さくらまつり」
の魅力を市内外に広く発信するために、ポスター
デザインを募集します。個人・グループ・法人を
問わず応募できます。応募は無料です。
▼応募数　１人（１グループ）につき２作品まで
▼提出物　応募申込書（１作品ごと）と作成した
デザインのPDFデータ、JPGデータの２種類を
EメールまたはCDで提出
※ポスターデザインに採用された作品は、AI、
EPSまたは PSD形式のデータを提出。
▼提出方法　持参またはEメール、郵送（書留）
で提出を。応募作品のデザインの規格や条件など
の詳細は募集要項をご覧ください。

※応募申込書と募集要項は市ホーム
ページ（QRコード）に掲載してい
るほか、観光課（市役所５階）でも
配布しています。
▼賞金　最優秀賞（１作品）…賞金 15万円と特
産品（１万円相当）／優秀賞（２作品）…特産品
（１万円相当）
▼選考　弘前さくらまつり主催４団体等により厳
正に選考し、各賞を決定。作品のデザイン性、表
現性、誘客性などを総合的に選考します。
■問い合わせ・提出先　観光課（〒036-8551、
上白銀町１の１、☎40-0236、Eメールkankou
@city.hirosaki.lg.jp）

弘前さくらまつり弘前さくらまつり
ポスターデザイン募集ポスターデザイン募集

▼▼応募期限応募期限
1111月月3300日日㈬㈬午後5時必着午後 5時必着
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　弘前公園を舞台に、謎解きをしながら散策しよ
う！まつり期間中に参加した人には記念品をプレ
ゼントするほか、さらに全問正解した人から抽選
で、弘前関連の賞品をプレゼントします。
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時
▼受付場所 市立観光館（下白銀町）他
▼参加料　１組1,500円

　自由広場の『飛翔花朱雀』をバックに投影します。
▼とき　まつり期間中の午後５時 30 分～６時
45分
▼ところ　自由広場（弘前城植物園内）

津軽の物産品販売
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時
※営業時間を延長する場合があります。
▼ところ　北の郭物産館（本丸北側、有料区域内
〈まつり期間は入園無料〉）

ちびっ子新幹線の運行
　バラ園前では、子どもた
ちに大人気のちびっ子新幹
線を無料で運行します。
▼とき　まつり期間中の午
前９時～午後４時

中濠紅葉観光舟の運航
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時（最
終乗船は午後４時30分まで）
▼乗船時間　約25分
▼定員　13人
▼料 金　中学生以上＝
1,000 円、小学生以下＝
500円（未就学児は無料）
※未就学児は大人１人につき１人まで。

　弘南鉄道沿線に無料の駐車場を設置します。

■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1124）

駐車場名 最寄り駅 収容台数
弘
南
線

①黒石駅臨時駐車場 黒石駅 約 80台
②田んぼアート駅前駐車場
（弥生の里第２駐車場） 田んぼアート駅 約 80台

大
鰐
線

③大鰐温泉駅前駐車場 大鰐駅 約 50台

④温水プール石川駐車場（※） 石川プール前駅 17台

⑤石川駅駐車場 石川駅 約５台

⑥大仏公園第２駐車場 石川駅 約 15台

⑦小栗山農村交流公園駐車場 小栗山駅 約 15台

⑧弘前学院大学構内駐車場（※）弘前学院大前駅 約120台
※利用時間は④…午前９時～午後９時／⑧…10月 29日㈯・
30日㈰、11月３日㈭㈷・５日㈯・６日㈰の午前８時 30
分～午後９時。④・⑧以外は利用時間の制限なし。

土手町循環100円バス
午後８時まで延長運行

10 月 28 日（金）
～ 11 月６日（日）

延長
時間

午後６時 20 分～８時
（20 分間隔）

弘前公園の特別ライトアップに合わせて運行時間を
延長します。ぜひご利用ください。

運行
期間

弘前城菊と紅葉まつり会場図

Other

Park and Ride

Mystery Solving

Projection Mapping

その他

弘南鉄道
パークアンドライド駐車場

弘前公園謎解きイベント

プロジェクションマッピング
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