
【中南地域年間観光イベント情報】

月 時期 名称 市町村 概要

4月 下旬 弘前さくらまつり 弘前市 日本最古のソメイヨシノなど、約2,600本の桜が園内を埋め尽くす。

4月 下旬 黒石さくらまつり 黒石市 イベント盛りだくさんで花見客で賑わい、夜はライトアップされる。

4月 下旬 本場津軽民謡全国大会 黒石市
津軽じょんから節発祥の地黒石で、民謡・三味線の各部門で参加者が腕を競
う。

4月 下旬 津軽くろいしカタクリの小径公開 黒石市 春告げ花とも呼ばれるカタクリの群生地でツアーを行う。

4月 下旬 おのえ花と植木まつり 平川市 様々な草花や庭木の展示販売等を桜が咲き誇る猿賀公園で開催。

4月 下旬 志賀坊まつり 平川市 山開きを兼ねた郷土芸能披露、山野草の展示即売等も行われる。

4月 下旬 苗っこまつり 田舎館村 地元生産者が栽培した野菜苗と花壇苗の展示即売が行われる。

5月 上旬 津軽三味線世界大会 弘前市 全世界の奏者が腕を競う、奏者の登竜門的大会。

5月 上旬 津軽五大民謡 全国大会 弘前市 津軽じょんから節など、各部門で参加者が腕を競う。

5月 上旬 りんご花まつり 弘前市 ステージライブやグルメコーナーなどのイベントで、公園を満喫。

5月 上旬 岩木全国凧揚げ大会 弘前市
凧の無料貸出もある誰でも参加できる凧揚げ大会。アトラクションや凧オー
クションもある。

5月 中旬 津軽路ロマン国際 ツーデーマーチ 弘前市 自分の体力にあったコースを選び、津軽を満喫できるウォーキングの祭典。

5月 中旬 黒石緑化まつり 黒石市 植木や樹木、花など様々な植物を販売。出店も立ち並ぶ。

5月 下旬 津軽森 弘前市
個性豊かな食事とガラス、木、染色等オリジナル商品を提案してくれる
ショップが岩木山の麓に集まる。

5月 下旬 白岩まつり 平川市 雪のような白岩と新緑が美しい公園で様々な催しが行われる。

5月 中旬 大鰐温泉つつじまつり 大鰐町 約15,000本のつつじが咲き誇る中、芸能発表などが開催される。

6月 上旬 万国ホラ吹き大会 大鰐町 大会は1人5分間の持ち時間の中でいかに大法螺を吹くかを競う。

6月 上旬 田植え体験ツアー 田舎館村 稲を植え分けて図柄を作る田んぼアートの田植えを体験できる。

6月 中旬 古都ひろさき 花火の集い 弘前市 花火大会に、よさこいや津軽三味線ライブ等各種イベントもある。

6月 中旬 こでんてんin黒石こみせ 黒石市 中町こみせ通り界隈で行われる、手しごとクラフトマーケット。

6月 下旬 よさこい津軽 弘前市
よさこいソーランをベースに、独自の曲で独自の踊りを披露する祭イベン
ト。

6月 下旬 たけのこマラソン 平川市 老若男女問わず参加できる。終了後は、たけのこ汁と温泉を楽しめる。

6月 下旬 カヌージャパンカップ、白神カップカヌー大会 西目屋村 全国各地からカヌーの精鋭が集結し、その技とスピードを競う。

6月 下旬 ふじワングランプリ 藤崎町
B-1形式で町店舗・団体が考案したふじさきグルメのNo.1を決める食の祭
典。

7月 上旬 横町納涼夜店まつり 黒石市 七夕の時期にたくさんの短冊や出店が立ち並ぶ。

7月 中旬 星まつりｉｎそうま 弘前市 よさこいコンテスト、星の観察会等、様々なイベントが盛りだくさん。

7月 中旬 クラシックカークラブ青森ミーティングinこみせ 黒石市 情緒漂う「中町こみせ通り」に往年の名車・旧車が大集合。

7月 中旬 温湯温泉丑湯まつり 黒石市 悪い所を治すといわれる丑の御神体を乗せた御輿を子供達が引く。

7月 中旬
ふじさきグルめぐり2018
スタンプラリー（～10月下旬）

藤崎町
町内の飲食店をめぐり、グルメ商品を購入しながらスタンプを集めるスタン
プラリーイベント。

7月 中旬 大鰐温泉サマー フェスティバル 大鰐町 納涼フェア＆ビアガーデン、燈篭流し等多様なイベントを開催。

7月 下旬 百石町納涼夜店まつり 弘前市 沿道に各種出店が並び、大人も子供も楽しめるイベント。

7月 下旬 嶽温泉丑湯まつり 弘前市
嶽温泉にある特設ステージで、民謡や盆踊りなど盛りだくさんのイベントが
楽しめる。



7月 下旬 岩木夏まつり 弘前市
ねぷたの合同運行、パレード、夜店などの盛りだくさんのお楽しみイベント
が、賀田商店街を舞台に行われる。

7月 下旬 黒石ねぷたまつり（～８月上旬） 黒石市 風情ある街並みを人形ねぷたと扇ねぷたが練り歩く。

7月 下旬 国指定名勝「金平成園」期間限定公開（～8月中旬） 黒石市 大石武学流庭園である「金平成園」の一般公開。

7月 下旬 浅瀬石川ダム　ダム湖ふれあいデー 黒石市
7/21～31の「森と湖に親しむ旬間」に合わせて開催される、大人も子供も楽
しめるイベント。

7月 下旬 平川市蓮の花まつり 平川市
群生地としては日本の北限とされる「和蓮」が咲き誇るなか、多くのイベン
トが開催される。

7月 下旬 白神山地ビジターセンターふれあいデー 西目屋村
大型スクリーンによる特別上映や、木工体験、棒パン体験、地域の特産品の
販売等を開催。

7月 下旬 フジロックフェスタ2018 藤崎町
音楽やダンス、お笑いといったパフォーマンスを発信する地域のエンターテ
インメントイベント。

7月 下旬 丑湯まつり（温泉祈祷式） 大鰐町
毎年土用丑の日に牛に乗った大日如来像を温泉に浮かべ無病息災を祈祷する
伝統行事。

8月 上旬 弘前ねぷたまつり 弘前市 勇壮で色鮮やかな武者絵の扇ねぷた、組ねぷたが市内を練り歩く。

8月 上旬 大森勝山じょうもん祭り 弘前市
遺跡展望台や遺跡探検隊、じょうもんクイズラリー、地元町会によるおもて
なし等。

8月 上旬 平川ねぷたまつり 平川市
高さ１２ｍの「世界一の扇ねぷた」が最後尾から出陣。華やかな踊りも加わ
り、夏の風物詩を満喫できる。

8月 上旬 ながしこ合同運行 藤崎町 七夕行事で、人間が「生き人形」として乗った山車が町を練り歩く。

8月 上旬 大鰐温泉ねぷたまつり 大鰐町 じっちゃもばっちゃもみてけろじゃ♪　ねぷたが大鰐の夜を彩る。

8月 中旬 黒石よされ 黒石市
「エッチャホー、エッチャホー」が掛け声。廻り踊り・組踊り・流し踊りの
3つで構成。

8月 中旬 大川原の火流し 黒石市 船子が舟の帆柱に火をつけ下流の大川原橋まで流し下す。

8月 中旬 浅瀬石川灯篭流し 黒石市 先祖の霊を慰めながら家内安全や無病息災を祈る。

8月 中旬 ふるさと元気まつり 黒石市 黒石の夏祭りが一堂に結集。花火の打ち上げもあり。

8月 中旬 平川ねぷた～あどの祭り～ 平川市 平成３０年８月１４日に開催。

8月 下旬 ファッション甲子園 弘前市 全国の高校生を対象としたファッションデザインコンクール。

8月 下旬 虹の湖ROCK FESTIVAL 2018 黒石市 「虹の湖公園」野外ステージを使った黒石発のロックフェスティバル。

8月 下旬 津軽花火大会 藤崎町 幻想的な灯籠流しの後、約4,000発もの花火が打ち上げられる。

9月 上旬 レッツウォークお山参詣 弘前市 五穀豊饒・家内安全を岩木山に祈願する伝統行事を気軽に体験できる。

9月 上旬 黒石こみせまつり 黒石市 津軽太鼓や津軽三味線の演奏、よさこい等イベントを多数開催。

9月 上旬 ひらかわフェスタ 平川市 市内の農産物や加工品等の旬な地場産品の販売のほかイベント盛り沢山。

9月 上旬 大鰐観光りんご園 大鰐町 りんご収穫体験、販売などを農園で行う。

9月 中旬 カルチュアロード 弘前市
弘前市土手町通りが歩行者天国になり、地域交流の場や文化など、産業に対
する認識を深める。

9月 中旬 暗門祭 西目屋村 丸太切り競技やよさこい、カラオケ大会など様々なイベントを開催。

9月 下旬 ひろさきりんご収穫祭 弘前市
りんごの収穫が本格化する前に、出来秋の無事を祈りながら、様々なりんご
のＰＲイベントを実施。

9月 下旬 猿賀神社十五夜大祭 平川市 津軽神楽奉奏、県下獅子踊大会等様々な祭事や神賑行事を実施。

9月 下旬 稲刈り体験ツアー（田んぼアート） 田舎館村 田んぼアートの稲を昔ながらの手作業で鎌を使って刈り取る。

10月 上旬 弘前・白神アップルマラソン 弘前市、西目屋村
りんごの里から世界自然遺産白神山地へと続くコースを走るマラソンイベン
ト。

10月 中旬 弘前城菊と紅葉まつり 弘前市
菊人形や大輪等の菊花で会場が埋めつくされ、夜にはもみじと桜の鮮やかな
紅葉が特別ライトアップされる。

10月 中旬 全国伝統こけし工人フェスティバル 黒石市 全国各系統の工人による実演、販売。



10月 中旬
中野もみじ山
ライトアップ（～11月上旬）

黒石市 夜間はライトアップをされており、幻想的な光景が見られる。

10月 中旬 国指定名勝「金平成園」秋の一般公開（～11月上旬） 黒石市 大石武学流庭園である「金平成園」の秋の一般公開。

10月 下旬 津軽の食と産業まつり 弘前市 津軽地域最大の「食」と「産業」の祭典。交流都市物販コーナーもあり。

10月 下旬 ひらかわハロウィン 平川市
平賀駅前通りを中心に老若男女が楽しめるハロウィンイベントを開催しま
す。

11月 中旬 黒石りんごまつり 黒石市 りんごの即売など、様々な催しを通じ黒石のりんごをPRするお祭り。

11月 中旬 ふじさき秋まつり 藤崎町 ジャンボおにぎりづくりや物産展など、様々なイベントを開催。

11月 中旬 大鰐温泉もやしフェスタ 大鰐町
400年前から伝わる伝承野菜「大鰐温泉もやし」の販売、PR、町をまるごと
楽しめるイベント。

11月 中旬 収穫感謝祭&シクラメン市 田舎館村 村の芸能・文化・産業が一堂に会する村最大のイベント。

11月 下旬 りんごトラック市 弘前市
採れたてのりんごや加工品の販売はもちろん、豪華景品が当たる抽選会もあ
る。りんご公園では収穫体験も可。

11月 下旬 ひらかわイルミネーションプロムナード 平川市 平賀駅前通り500m区間内にイルミネーションを飾る。

11月 下旬 アップルフェア in 鰐come 大鰐町
りんご品評会や農産物直売、アトラクションも開催。大鰐温泉もやし入り豚
汁も販売。

12月 下旬 大鰐温泉スキー場オープン 大鰐町 初心者から上級者まで楽しめるスキー場。

1月 下旬 りんご公園ウィンターフェスティバル（予定） 弘前市
雪に触れ思いっきり遊ぶ、冬を楽しむフェスティバル。食のコーナーもあ
る。

1月 下旬 農家蔵・蔵並み通りライトアップ 平川市 ライトアップされた農家蔵や蔵並み通りが幻想的。

1月 上旬 常盤八幡宮年縄 奉納行事 藤崎町 五穀豊穣や家内安全を祈願し、常盤八幡宮に年縄を奉納する。

2月 上旬 弘前城雪燈籠まつり 弘前市 約150基の雪燈籠、大雪像や大型滑り台など多数作成。

2月 上旬 鬼神社しめ縄奉納裸参り（旧暦元日） 弘前市 400年前から続く伝統行事で、弘前市の無形民俗文化財に指定されている。

2月 上旬 黒石旧正マッコ市 黒石市 商品の割引とともに、ものすごいマッコ（お年玉）がもらえる。

2月 上旬 全日本ずぐり回し選手権大会 黒石市 津軽地方冬の遊び「ずぐり回し」の全日本大会。

2月 上旬 平賀はしご酒まつり 平川市 祭り参加飲食店を4軒はしごすると、商品がもらえるスタンプラリー。

2月 上旬 冬の田んぼアート 田舎館村
光と影の芸術「スノーアート」を中心としたイベント。サイモン・ベック氏
の技術指導を受けた「スノーアーティスト集団It's OK.」がアート制作。

2月 上旬 弥生の里凧揚げ大会 田舎館村 参加者が自慢の凧を持ち寄り、見栄え・飛ばし方・鳴り等を競う。

2月 中旬 沢田ろうそくまつり（旧暦小正月） 弘前市
約450年以上の歴史があり、五穀豊穣や家内安全を祈りながらろうそくに灯
をともす。

2月 中旬 黒石じょんから宵酔酒まつり 黒石市
まつり参加飲食店を4軒はしごすると、豪華景品があたる抽選会に参加でき
る。ハズレなし。

2月 中旬 猿賀神社七日堂大祭 平川市 柳の大枝をたたきつけて今年の豊凶や天候を占う神事などを行う。

2月 下旬 乳穂ヶ滝氷祭 西目屋村 豊饒を祈願し氷柱の下で豊凶などの護摩祈祷を行う。

2月 下旬 なべ－ワングランプリ in 停車場通り 藤崎町 買って食べて、No.１鍋汁を決定するイベント。


