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この月間イベント情報は、青森県内の市町村が、青森県観光情報サイト 
「ａｐｔｉｎｅｔ(アプティネット)」に登録した情報を元に作成しており 
ます。 

イベントの詳細等については、記載の[問合せ先]に問い合わせください。 

■津軽三味線三昧【弘前市】 
■2017 年 4 月 1 日（土）～2017 年 11 月 30 日（木） 
津軽といえば、津軽三味線。津軽三味線に触れ実際に奏 

でる体験をしたあとは、津軽三味線酒場で生の迫力ある演 
奏を聴きながら郷土料理をご堪能。まさに、津軽三味線三 
昧なコースです。 
[会  場]  弘前市中心街 
[問合せ先]（公社）弘前観光コンベンション協会 

☎0172‒35‒3131 

■第１５回  湯の島カタクリ祭り【青森市】 
■2017 年 4 月 1 日（土）～2017 年 4 月 23 日（日） 
カタクリは早春を告げる花で、湯の島のいたるところで淡 

い紫色の花を咲かせています。中には、白色のカタクリや花 
弁の数が違う珍しいカタクリもありますので、散策しながら 
お楽しみください。 
[会  場]  「海の駅」あさむしマリーナ船着場 
[問合せ先]  一般社団法人  浅虫温泉観光協会 

☎017‒752‒3250 
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■アメリカン・フラワー展 ☆アメリカンフラワー制作体験・講習会☆【青森市】 
■2017 年 4 月 2 日（日）～2017 年 4 月 9 日（日） 
青森県弘前市在住の石村みよしさんが制作したアメリカンフラ 

ワーを展示いたします。２日（日）にはディップ液と針金を使い、 
素敵なアレンジフラワーを制作できる講習会も開催いたします。 
[会  場]  青森市浪岡交流センターあぴねす（多目的ホール） 
[問合せ先]  青森市浪岡交流センターあぴねす  ☎0172‒88‒6363 

■第 33 回 弘前城ミス桜コンテスト【弘前市】 
■2017 年 4 月 9 日（日） 
第 33 回弘前城ミス桜への応募を受け付けしています。選ばれた 

ミス桜グランプリ及びミス桜の方には、 弘前さくらまつりや弘前ね 
ぷたまつりなどの四大まつりのほか、 県内外での観光宣伝や観光振 
興を目的としたイベントに参加していただき、 彩りを添えていただ 
きます。弘前市を全国に PR したい女性の、積極的な応募をお待ち 
しております。 
[会  場]  弘前文化センター大会議室 
[問合せ先]  弘前観光政策課  ☎0172‒35‒1128、 

東奥日報社弘前支社☎0172‒34‒5151 

■初心者梵珠山登山【青森市】 
■2017 年 4 月 15 日（土） 
梵珠ボランティアガイドに学ぼう。 

初心者のための登山教室。 
対象：初心者向けの内容です。 
参加費：無料 
日程：9：30～14：00 まで（開始時間前に受付願います） 
[会  場]  県民の森梵珠山 
[問合せ先]  県立自然ふれあいセンター  ☎0172‒62‒4527
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■帆風美術館企画展「版画・俳味画」(後期)【八戸市】 
■2017 年 4 月 15 日（土）～2017 年 10 月 29 日（日） 
俳画・俳味画シリーズ後期 『俳味画』 展をスタートいたします。 

八戸が江戸時代から俳句が盛んであることに着目し、美術の文 
野では脚光を浴びることが少ない江戸時代の俳画・俳味画を紹 
介する場「俳画・俳味画」展を 2016/10/1～2017/10/29 まで 
開催中ですが、後期に向け展示替えをいたします。後期は、俳 
画的な軽妙さや酒脱な趣があるもの、とぼけた面白みのある作 
品を集め、日本美術をより身近に感じてもらえるような内容で 
ご紹介いたします。 
[会  場]  帆風美術館 
[問合せ先]  帆風美術館  ☎0178‒20‒1335 

■日曜観察会【青森市】 
■2017 年 4 月 16 日（日） 
毎月第 3 日曜日を定例として開催しています。事前申込不要、参 

加費無料、約  2  時間の楽しい自然観察会です。参加希望の方は当 
日 9 時 50 分までにセンター玄関ホールへお集まりください。 
[会  場]  県民の森梵珠山 
[問合せ先]  県立自然ふれあいセンター  ☎0172‒62‒4527 

■第 3 回  中泊町うそ八百・ほら吹き大会【中泊町】 
■2017 年 4 月 16 日（日） 
「ひとつの『ほら』が、地域を変える！？」第 3 回中泊町うそ八百・ほら 

吹き大会開催！出場者大募集！「起きて夢見る」愉快なまちづくりを目指し 
て、奥津軽地域の各団体が手を取り合い開催します。あなたの夢や想いがこ 
もった楽しい「ほら」を発表しませんか？観覧、参加ともに無料です。参加 
ご希望の方は、下記にある募集内容をご覧のうえ、出場申込書をメールかＦ 
ＡＸ、または郵送で駅ナカにぎわい空間実行委員会事務局までお申し込みく 
ださい。締めきりは 4月 7 日（金）まで。ご応募お待ちしております！ 
[会  場]  津軽中里駅  「駅ナカにぎわい空間」 
[問合せ先]  駅ナカにぎわい空間実行委員会(水産観光課内) 

☎0173‒57‒2111
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■春の梵珠ふれあい週間【青森市】 
■2017 年 4 月 18 日（火）～2017 年 4 月 23 日（日） 
開催期間中はガイドによる梵珠山無料案内や春の花撮影会、 木登り 

体験、スプリングコンサートを開催いたします。 
[会  場]  県民の森梵珠山 
[問合せ先]  県立自然ふれあいセンター  ☎0172‒62‒4527 

■十和田市春まつり【十和田市】 
■2017 年 4 月 20 日（木）～2017 年 5 月 5 日（金・祝） 
日本一の桜の回廊十和田市の「官庁街通り(駒街道)」は、 

桜と松のコントラストが実に印象的です。 特に夜桜が素晴し 
く、幻想的な美しさを満喫できます。 
[会  場]  官庁街通り(駒街道)、中央公園、中央駐車場、 

駒っこ広場 
[問合せ先]  十和田市観光協会  ☎0176‒24‒3006 

■第 7 回しちのへひなまつり【七戸町】 
■2017 年 4 月 21 日（金）～2017 年 4 月 23 日（日） 
七戸中央商店街の店舗及び空き店舗で開催します。 各会場工夫を凝 

らし、ひな飾り、つるし飾り、ひな民具、手作りの小物などを展示 
します。 
[会  場]  七戸中央商店街 
[問合せ先]  ひなまつりの会  ☎0176‒62‒2149
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■弘前さくらまつり【弘前市】 
■2017 年 4 月 22 日（土）～2017 年 5 月 7 日（日） 
弘前に桜前線がやってくるのは、4  月下旬ころ。華や 
かな桜が老松と見事なコントラストを描き、弘前公園 
の中で美しく咲き競います。 人々はその桜の下で花に 
酔い、酒に酔い、津軽の春を満喫します。夜になれば 
ライトアップされた桜がお城をめぐる濠の水面に浮か 
び、 幻想的な風情を醸し出し、 その美しさは訪れる人々 
を魅了します。現在、公園内には、ソメイヨシノを中 
心に、シダレザクラ、八重桜など、約  50  種類  2600 
本の桜が咲き誇ります。  公園内の桜は、ソメイヨシノ 
の場合、樹齢 100 年を超えた老木でも 1 つの花芽から 
咲く花の数が 4 個から 5 個と多いのが特徴で、  満開の 
枝をじっくり眺めてみると花にボリュームがあり、どっ 
しりと咲く優美な桜は、日本一の徹底した管理から生ま 
れています。また、弘前公園の桜は散り際まで人々を魅 
了します。  花びらが濠の水面を流れていく「花筏（は 
ないかだ）」、花びらで濠を埋め尽くすほどの「桜の絨毯」 
も話題となっています。 
[会  場]  弘前公園（国指定史跡「弘前城跡」） 
[問合せ先]  弘前市立観光館  ☎0172‒37‒5501 

■第 2 回つがる市春まつり【つがる市】 
■2017 年 4 月 22 日（土）～2017 年 4 月 23 日（日） 
つがる市木造館岡地区で開催される桜まつりです。会場 

の平滝沼公園は、昭和  50 年頃から桜が植樹され、30 年 
余りかけてようやく、ソメイヨシノ、ヤエザクラ、シダレ 
ザクラなど約  1,200 本の桜が花を咲かせるようになりま 
した。 
[会  場]  平滝沼公園 
[問合せ先]  つがる市観光物産協会事務局（つがる市商工観光課内） 

☎0173‒42‒2111（内線 431、432） 

■桜流鏑馬【十和田市】 
■2017 年 4 月 22 日（土）～2017 年 4 月 23 日（日） 
「日本の道  百選」 や 「新  日本百景」 にも選ばれた十和田市の名勝・ 

駒街道の桜並木が満開となるこの時期、 全国各地から集った女性騎士 
だけによる、やぶさめ競技大会が開催されます。勇壮な女性騎士の俊 
敏な弓さばき、流鏑馬の迫力ある臨場感をお楽しみください。 
[会  場]  中央公園緑地 
[問合せ先]  桜流鏑馬実行委員会（十和田乗馬倶楽部内） 

☎0176‒26‒2945
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■弘前城夜桜探偵団【弘前市】 
■2017 年 4 月 23 日（土）～2017 年 5 月 5 日（金・祝） 
弘前城は日本一の桜の名所です。特に夜桜はライトアップ 

と相まって、まるで幻想の世界です。実は美しく咲き誇る弘 
前城の桜には秘密がいっぱいあるんです。その秘密を迷探偵 
が解き明かしながら、夜の弘前城をご案内します。 
[会  場]  弘前公園 
[問合せ先]  (公社)弘前観光コンベンション協会 

☎0172‒35‒3131 

■手ぶらで観桜会【弘前市】 
■2017 年 4 月 23 日（土）～2017 年 5 月 3 日（水・祝） 
2600  本の桜を堪能しながら、地元の人たちと一緒に、ここでしか味わえない津軽の 

郷土料理で観桜会(お花見)をしませんか？とはいえお花見は、場所の手配、お弁当・飲 
み物の準備、後片付けと、けっこう手間がかかるもの。「手ぶらで観桜会」は、それら 
の準備・後片付けの手間を代行するサービスです。 
[会  場]  弘前公園  ピクニック広場（待ち合わせ場所：弘前公園ピクニック広場内） 
[問合せ先]  （株）コンシス  ☎0172‒34‒9710 

春の花の旅  ～梵珠山～【青森市】 
■2017 年 4 月 23 日（土） 
春の花をめぐり、カメラ撮影のコツを学びましょう。 

対象：写真の好きな方ならどなたでも 
講師：いちのへ義孝  氏（山岳写真家） 
定員：20 名 
参加費：無料 
[会  場]  県民の森梵珠山 
[問合せ先]  県立自然ふれあいセンター  ☎0172‒62‒4527 

■おいらせ町春まつり【おいらせ町】 
■2017 年 4 月 29 日（土）～2017 年 5 月 7 日（日） 
日本一の自由の女神像のある「いちょう公園」と、白鳥 

飛来地の間木堤がある「下田公園」の 2 会場において、お 
いらせ町春まつりを開催いたします。家族連れや友達同士 
でどうぞお越しください。 
[会  場]  いちょう公園、下田公園 
[問合せ先]  おいらせ町観光協会  ☎0178‒56‒4703
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□その他の観光情報はこちらで紹介しています。 
■青森県観光情報サイト「アプティネット」 
http://www.aptinet.jp/index.html 
■  フェイスブックページ「青森県観光情報」 
http://www.facebook.com/aomorikanko 
発行  青森県観光連盟  観光振興グループ  ☎017‒722‒5080


