
2018年４月の観光イベント情報
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弘前公園スマートグラスガイドツアー

4月1日(日)～3月31日(日)
①10:30～、②14:00～の約70分間

藤田記念庭園からスタート

最先端の機器であるスマートグラスを使用し、満開の桜のパノラマや曳屋の動画を
楽しみながらガイドと一緒に弘前公園を巡ります。
体験料:一人1,000円。
コース:藤田記念庭園→追手門→南内門→下乗橋→弘前城本丸展望所→武徳殿
対象:中学生以上
対応言語:日本語・英語・韓国語・北京語・タイ語・フランス語

藤田記念庭園
TEL:0172-37-5525

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/stguide.html

お殿様お姫様衣装着付け体験

4月1日(日)～3月31日(日)
9:00～16:30(終了)

弘前公園内　武徳殿休憩所

お殿様・お姫様になって写真を撮りませんか？
甲冑・打掛・振袖・こどもサイズ(身長約100㎝～)などの衣装があります。
体験料は1着500円～1,000円。
別途500円で記念フレーム写真もあります。
無料休憩所内では喫茶「北の郭」も営業しています。

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733

http://www.hirosakipark.or.jp/hirosakipark/kituke.html

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/stguide.html
http://www.hirosakipark.or.jp/hirosakipark/kituke.html
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史跡　弘前城　今年度開館

4月1日(日)～11月23日(金祝)

弘前市公園緑地課
TEL:0172-33-8739

http://www.hirosakipark.or.jp/hirosakipark/index.html

高岡の森弘前藩歴史館オープン

4月1日(日)

高岡の森弘前藩歴史館

弘前藩の歴史や文化を学べる新展示施設が、高照神社隣にオープンします。藩祖・
津軽為信が豊臣秀吉から拝領した太刀「友成」を始めとする武具類や藩主が奉納し
た絵馬など、高照神社に収蔵されていた藩の宝物を厳かな空間で楽しめます。

弘前市文化財課
TEL:0172-82-1642

バラの剪定講習

4月7日(土)
13:30～15:30

緑の相談所

参加料無料

緑の相談所
TEL:0172-33-8737

http://www.hirosakipark.or.jp/green/index.html

http://www.hirosakipark.or.jp/hirosakipark/index.html
http://www.hirosakipark.or.jp/green/index.html
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弘前城植物園　開園

4月10日(火)～11月23日(金祝)
9:00～17:00

弘前城植物園

藤田記念庭園　開園

4月10日(火)～3月31日(日)
9:00～17:00

藤田記念庭園

岩木山を眺望する借景式庭園。5月初めには、樹齢160年以上のシダレザクラが見頃
を迎えます。
冬季期間(11/24～3/31)は洋館・匠館・高台部のみの開園となります。

藤田記念庭園
TEL:0172-37-5525

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/index.html

23ゾーン1,500種124,000本の樹木、草本がある弘前公園内の弘前城植物園。5月下旬
には、ハンカチツリーが見頃を迎えます。

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733

http://www.hirosakipark.or.jp/plant/index.html

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/index.html
http://www.hirosakipark.or.jp/plant/index.html
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弥生いこいの広場　開園

4月13日(金)～11月11日(日)
9:00～16:30

弥生いこいの広場

動物と自然と遊ぼう！弥生いこいの広場がいよいよ開園です。かわいい動物たちが
お待ちかね！

弥生いこいの広場
TEL:0172-96-2117

http://www.hirosakipark.or.jp/yayoi/index.html

春の久渡寺山登山

4月15日(日)
9:30～14:30

こどもの森

残雪の山道を久渡寺山の山頂まで登ります。事前申し込みが必要。

こどもの森ビジターセンター
TEL:0172-88-3923

http://www.hirosakipark.or.jp/child/index.html

http://www.hirosakipark.or.jp/yayoi/index.html
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弘前さくらまつり

4月21日(土)～5月6日(日)

弘前公園

染井吉野をはじめ、枝垂れ桜、八重桜などが園内を染め上げる日本一の桜まつりで
す。道々は桜のほのかな香りが漂い、文字通り桜花爛漫の情緒を醸し出していま
す。

弘前市立観光館
TEL:0172-37-5501

http://www.hirosakiーkanko.or.jp/web/index.html

広船志賀坊まつり

一般社団法人平川市観光協会　古川睦
TEL:0172-40-2231

https://www.hirakawa-kankou.com/

4月下旬
9:00～16:00

志賀坊森林公園

志賀坊森林公園の山開きを兼ねたまつりです。
郷土芸能披露や山野草の展示即売等も行われます。
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田舎館村 石アート「美空ひばり」観覧
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内　容

問合せ
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黒石さくらまつり

4月21日～5月5日(予定)

黒石市東公園さくら山

黒石観光協会
TEL:0172-52-3488

http://kuroishi.or.jp/

弥生の里展望所（道の駅いなかだて「弥生の里」内）

4月21日（土）～10月8日（月祝）
※ 10月9日（火）以降の石アート特別観覧の実施は未定

期間中は、よさこい演舞など各種イベントでまつりを盛り上げます。夜にはライト
アップされ、夜桜を楽しむこともできます。

平成25年から田んぼアートとともに展示している「惜しまれる人」と題した石アー
ト。
今年は『惜しまれる人「石原裕次郎」』と差し替えて、新たに『惜しまれる人「美
空ひばり」』を制作・展示します。石アートの展示に併せて、「弥生の里展望所」
もオープンします。

http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2017031500018/

田舎館村企画観光課
TEL:0172-58-2111

http://kuroishi.or.jp/
http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2017031500018/
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弘前市 第67回青森県観桜俳句大会

日　時
4月22日(日)
10:00～

場　所 弘前文化センター2階大会議室

問合せ
陸奥新報社
TEL:0172-34-3111

リンク http://www.mutusinpou.co.jp/index.php

人里離れた山中に日本最大級の面積を誇るカタクリの群生地があります。ボラン
ティアが現地保護と現地維持をして、一般公開しています。※有料シャトルバス運
行あり。私有地のため、一般車両・徒歩での入山禁止。

カタクリの小径の会
(事務局:津軽伝承工芸館)
TEL:0172-59-5300

http://kuroishi.or.jp/sightseeing/katakuri

津軽くろいしカタクリの小径

4月下旬～5月上旬

黒石市雷山

http://www.mutusinpou.co.jp/index.php
http://kuroishi.or.jp/sightseeing/katakuri


弘前市 春の生物展

日　時
4月22日（日）～5月6日（日）
8:30～16:30

場　所 こどもの森

内　容
残雪の山道を久渡寺山の山麓の小動物や植物の春の
生態展示をします。
観覧料無料

問合せ
こどもの森の森ビジターセンター
TEL:0172-88-3923

リンク http://www.hirosakipark.or.jp/child/index.html

平川市 おのえ花（さくら）と植木まつり

日　時
4月28日（土）～5月6日（日）
9:00～17:00

場　所 猿賀公園

内　容

様々な草木や庭木の展示販売等を約300本の桜が咲き
誇る猿賀公園で開催します。
期間中は大人から子供まで楽しめるイベントが目白
押しです。

問合せ
こどもの森の森ビジターセンター
TEL:0172-88-3923

リンク https://www.hirakawa-kankou.com/

http://www.hirosakipark.or.jp/child/index.html
https://www.hirakawa-kankou.com/


西目屋村 ニシメヤダムレイクツアー　運行開始

日　時

場　所

内　容

問合せ

リンク https://t-shirakami-travel.jimdo.com/

黒石市 第7回本場津軽民謡全国大会

日　時 4月29日(日)

場　所 黒石市かぐじ広場

内　容

問合せ

リンク http://kuroishi.or.jp/archives/27029

4月28日（土）～10月31日（水）

道の駅津軽白神（受付）

4月2日（月）9:00から予約受付をスタートします。
■料金
　大人 (中学生以上) 2,500円
　小人 (3歳～小学生) 1,500円
　幼児 (2歳以下) 500円
　※幼児は保護者の膝の上になります。
　※1日の運行便数等については、「津軽白神ツアー」と検索のうえ、ご確認くださ
い。

（一財）ブナの里　白神公社　津軽白神ツアー
TEL:0172-85-3315

津軽じょんから節発祥の地「黒石」にて開催しています。青森県の誇れる津軽民謡
を後世に継承することを目的としており、津軽民謡全般等の唄・踊・三味線演奏部
門で腕を競い合います。

本場津軽民謡全国大会実行委員会(事務局:津軽伝承工芸館)
TEL:0172-59-5300

https://t-shirakami-travel.jimdo.com/
http://kuroishi.or.jp/archives/27029


田舎館村 苗っこまつり

日　時

場　所

内　容

問合せ

リンク http://www.vill.inakadate.lg.jp/

藤崎町 ふじさき食彩テラス　オープン

日　時

場　所

内　容

4月29日(日)(予定)

田舎館村克雪トレーニングセンター

田舎館村むらおこし推進協議会(田舎館村企画観光課)
TEL:0172－58－2111(代表)

4月30日（月祝）

藤崎町大字榊字和田65-8

食彩ときわ館が「ふじさき食彩テラス」としてリニューアル！
農産物販売のほか、まちの食材を使用した料理が食べられます。

地元生産者が栽培した、ナス、キュウリ、トマトなどの野菜苗と花壇苗を展示即売
します。
※苗持ち帰り用の容器(段ボ-ル等)をご持参ください。

http://www.vill.inakadate.lg.jp/

