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企画展1　「津軽アーティスト列伝」

4月4日（土）～7月12日（日）
9:30～16:30

弘前市立博物館

多彩な発想や技術によって生み出され、我々の感性を刺激する「アート」。本展で
は津軽にゆかりのあるアーティストによる「アート」を縄文時代の土器から、佐野
ぬい、奈良美智といった現代作家の作品まで、ジャンルを問わず展示します。

弘前市立博物館
TEL　0172-35-0700

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

弘前城情報館

～3月31日（水）
9:00～17:00

弘前城情報館
弘前公園内　二の丸

館内には津軽藩や弘前城築城の歴史、石垣修理工事内容などがタッチパネル式映像
で学べます。
入館：無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、タッチパネルの映像閲覧のみとしてい
ます。

弘前城情報館
TEL　0172-26-5965

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

2020津軽三味線ミニライブ

5月3日（日）～10月25日（日）の毎週日曜、祝日
①11：30～②12：30～③13：30～④14：30～

①野市里（ANEKKO）　②岩木山神社　③嶽温泉広場　④岩木観光物産案内所

30分程度のライブが無料で楽しめます。
津軽の魂、津軽三味線の音色を楽しんでみませんか。

岩木山観光協会
TEL　0172-83-3000

http://www.iwakisan.com/blog/2020/06/2663/

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/
http://www.hirosakipark.or.jp/johokan/index.html
http://www.iwakisan.com/blog/2020/06/2663/
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Thank You Memory – 醸造から創造へ –

6月1日（月）～終了日未定
9:00～17:00　※入館は、9:30～16:00の30分ごと

弘前れんが倉庫美術館

弘前れんが倉庫美術館の開館を記念する本展では、場所と建物の「記憶」をテーマ
に、煉瓦倉庫や弘前の歴史に新たな息吹を吹き込む8名のアーティストによる新作を
中心に紹介します。

弘前れんが倉庫美術館
TEL　0172-32-8950

https://www.hirosaki-moca.jp/

国指定名勝「金平成園」一般公開

6月5日（金）～11月30日（月）
9:30～16:00

黒石市内町2-1

金平成園は、別名「澤成園」で知られており、「大石武学流」または「武学流」と
称される作庭流派の様式を持つ庭園であり、明治15年着手し、明治35年に完成しま
した｡主屋及び庭園を含む敷地の全体が概ね良好に違存されているこの庭園を、通年
（冬季休業）で公開します。

黒石市文化スポーツ課
TEL 0172-52-2111

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/kankou/bunkazai/bunkazai/kunishitei-bunkazai.html

宵宮

6月上旬～10月上旬
※時間は祭典場所により異なります。

津軽一円 　各神社

津軽では氏神様の大祭前夜祭である宵宮を「ヨミヤ」と呼びます。
約80にも及ぶ各神社の宵宮の日は、参道に多いところでは80を超える露店が並び、
射的や金魚すくいなど楽しむことができます。
※新型コロナウイルスの状況により、中止になることもありますのでご了承くださ
い。

各神社、お寺へ

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/details.html?id=API00200002188

https://www.hirosaki-moca.jp/
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/kankou/bunkazai/bunkazai/kunishitei-bunkazai.html
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/details.html?id=API00200002188
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マツの手入れ実習講習会

7月4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/index.html

2020年度　ねぷた村朝市

6月21日(日)～10月4日(日)の毎週日曜日
6:30～7:30

津軽藩ねぷた村こみせ通り

ＪＡつがる弘前・ＪＡ津軽みらい石川基幹支店の生産者他３０名程度
※野菜・果物・花・卵・鮮魚・加工品・豆腐・焼きたてパンなど
※参加者数・販売品目は変動する場合があります。
※10/4まで毎週行う予定ですが、新型コロナ等の状況によっては変更になる可能性
があります。

津軽藩ねぷた村
TEL　0172-39-1511

http://neputamura.com/

SHIROFES.2020

オンライン開催

ひろさき芸術舞踊実行委員会事務局
TEL 0172-88-6499

http://funkystadium.com/events/shirofes2020/

弘前城天守を最高のロケーションとして開催する世界最大級のダンスとパフォーマ
ンスの祭典を、今年はオンラインで開催します！

http://www.hirosakipark.or.jp/index.html
http://neputamura.com/
http://funkystadium.com/events/shirofes2020/
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緑の相談所

参加料無料

緑の相談所
TEL　0172-33-8737

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

２施設合同　「ホタル観察会」

7月11日（土）こどもの森： 19：30～20：30
7月18日（土）弥生いこいの広場： 20：00～21：00

アジサイの栽培と剪定講習会

7月11日（土）13：30～15：30

こどもの森、弥生いこいの広場

１１日はこどもの森、１８日は弥生いこいの広場でホタルの観察会を開催します。
自然の豊かさと幻想的な灯りを体感しませんか？　※雨天中止

こどもの森　　　　　　　　　 弥生いこいの広場
TEL　0172-88-3923　　　　　　TEL　0172-96-2117

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

http://www.hirosakipark.or.jp/index.html
http://www.hirosakipark.or.jp/
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緑の相談所

観覧料無料

緑の相談所
TEL　0172-33-8737

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

バラの夏季剪定と管理講習会

7月18日（土）13：30～15：30

ベゴニア展

7月15日（水）～19日（日）9：00～17：00

こどもの森

夏のお山を登り、ライオン岩へハイキングします。
※事前申し込みが必要

こどもの森
TEL　0172-88-3923

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

緑の相談所

参加料無料

緑の相談所
TEL　0172-33-8737

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

夏山登山　ライオン岩ルート

7月19日（日）9：30～14：30

http://www.hirosakipark.or.jp/index.html
http://www.hirosakipark.or.jp/child/index.html
http://www.hirosakipark.or.jp/index.html
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カブト・クワガタ展

7月19日（日）～8月2日（日）8：30～16：30

白神山地ビジターセンター

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
を開催します。

白神山地ビジターセンター
TEL 0172-85-2810

http://www.shirakami-visitor.jp/

ｓｕｍmｅｒスクール「こども山伏修行体験」

７月23日（木・祝）8：30～15：00

こどもの森

カブトムシやクワガタの飼育展示をします。

こどもの森
TEL　0172-88-3923

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

白神山地ビジターセンターふれあいデー

7月下旬

こどもの森

かつて山伏たちの修行の場となっていた久渡寺山にて、こども向けの山伏体験がで
きます！
対象：小学生４年生～６年生　１０人
参加料：２,０００円　　　※事前申し込みが必要

こどもの森
TEL　0172-88-3923

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

http://www.shirakami-visitor.jp/
http://www.hirosakipark.or.jp/child/index.html
http://www.hirosakipark.or.jp/yayoi/index.html
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弘前市立博物館

津軽を代表する夏祭りであり、国指定重要文化財にも指定されている弘前ねぷた。
2020年は、弘前ねぷたに大きな功績を残し、双璧とうたわれた絵師、竹森節堂が没
後50年、石沢龍峡が没後40年にあたります。二人の絵師に焦点を当てて、ねぷたの
歴史を振り返ります。

弘前市立博物館
TEL　0172-35-0700

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/

藤田記念庭園　夜間開園

藤田記念庭園

企画展2　「弘前ねぷた展」

7月23日（木・祝）～9月13日（日）
9:30～16:30

ライトアップした幻想的な空間で庭園を散歩してみませんか？

藤田記念庭園
TEL　0172-37-5525

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

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hakubutsukan/
http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/index.html
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