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弘前エレクトリカルファンタジー

～2月28日(日)日没～22:00ほか

弘前市内各所

弘前市は、城下町でありながら、もう一方で明治大正時代の
洋館が数多く点在するハイカラな街です。現存する洋館など、
市内の文化財施設などがライトアップされるほか、
市内各所にイルミネーションが点灯します。

弘前市立観光館
ＴＥＬ0172-37-5501

https://www.hirosaki-
kanko.or.jp/web/edit.html?id=cat02_winter_electricalfantasy

ひらかわイルミネーションプロムナード

～2月14日（日）17:00～22:00

弘南鉄道平賀駅前・平川市中央公園

平賀駅前と中央公園をイルミネーションが彩ります。
幻想的な雰囲気をお楽しみください。

平川市経済部商工観光課
TEL 0172-44-1111

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

大鰐温泉スキー場オープン

～3月14日（日）8:30～16:45

大鰐温泉スキー場

今年もスキーシーズンの到来です。
上級者からお子さんまで、多彩なコースで皆様のご来場をお待ちしています。
スキー場の営業期間中は、
①大鰐町内宿泊施設に宿泊する全ての方はリフト1日券無料！
②毎週土曜日はリフト１日券が500円！
③リフト券提示で鰐comeの入浴料が割引！
の3本立てで「令和2年度おおわに冬季観光キャンペーン」を実施します。

大鰐温泉スキー場管理事務所
TEL 0172-49-1023

http://www.owani-ski.com
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企画展3「みちのく人形展」

～3月21日(日)9:30～16:30

弘前市立博物館

江戸時代の雛人形や津軽家ゆかりの雛道具のほか、
全国各地の土人形・こけしなどの民芸作品をご紹介します。

弘前市立博物館
TEL 0172-35-0700

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

小沢剛展　オールリターン—百年たったら帰っておいで

百年たてばその意味わかる

～3月21日(日)9:00～17:00

弘前れんが倉庫美術館

東北地⽅初となる⼤規模な個展に際し、作家は
弘前ゆかりの近現代の⼈物「S.T.」を題材とした、
本シリーズの新作を構想。イランの看板職⼈や
ミュージシャンらの協⼒を得て制作された新作とともに、
シリーズ全5作品を新たに構成し直し⼀挙に公開しています。

弘前れんが倉庫美術館
TEL 0172-32-8950

https://www.hirosaki-moca.jp/exhibitions/tsuyoshi-ozawa/

楽しい、ひなこけし展

～3月21日（日）9:00～17:00

津軽こけし館

全国の伝統こけし工人が津軽に一足早い春をお届けします。
こけしのお雛様が皆様をお待ちします。
近年のこけしブームもあり、年々人気上昇中のイベントです。

津軽こけし館
TEL 0172-54-8181
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弘前城情報館

～3月31日（水）9:00～17:00

弘前城情報館

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
場所：弘前公園内　二の丸
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。
※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

弘前公園スマートグラスガイドツアー

～3月31日（水）①10:30～、②14:00～の約70分間

藤田記念庭園からスタート

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・中国語・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

藤田記念庭園冬季開館

藤田記念庭園

藤田記念庭園
TEL 0172-37-5525

園内の一部(洋館、匠館、高台部)のみ開館します。
冬季間のみ入園料は無料。
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。
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市内一円

市民が一丸となって雪だるまづくり。
市内一円を個性的な可愛い雪だるまがうめつくします。

黒石こみせまつり実行委員会（黒石商工会議所内）
TEL 0172-52-4316

乳穂ヶ滝ライトアップ

2月1日（月）～2月28（日）16:30～22:00

津軽くろいしみんなの雪だるま

2月

緑の相談所

観覧料無料
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

乳穂ヶ滝

今年も乳穂ヶ滝のライトアップを行います。
「乳穂ヶ滝氷祭」は新型コロナウイルスの影響により中止となりましたが、
幻想的なライトアップを見に、ぜひ、お越しください。

目屋観光協会　事務局　平田　凌
TEL 0172-85-2800

ツバキ展

2月5日（金）～2月14日（日）9:00～17:00
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おおわにらんたんアート

2月6日（土）～2月14日（日）

弘前公園

大きな滑り台や歴史的建造物などをかたどった大雪像が作られ、
雪を楽しむたくさんのイベントが行われます。

弘前市立観光館
TEL 0172-37-5501

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=cat02_winter_yuki

弘南鉄道大鰐駅～中央弘前駅、大鰐町地域交流センター鰐come

大鰐と弘前を結ぶ弘南鉄道とらんたんアートを組み合わせ、
アートでつなぐ冬のコンテンツを開催します。期間中は、
「おおわにらんたん夢列車」の特別運行を行います。
ぜひご家族、友人でお出かけし、子ども達の作った幻想的な
「おおわにらんたん」の魅力を感じてみてはいかがですか？

大鰐町役場企画観光課
TEL 0172-55-6561

第45回弘前城雪燈籠まつり

2月10日(水)～2月14日(日)

自然教室　ソリで遊ぼう

2月14日（日）10:00～12:00

こどもの森ビジターセンター

雪のコースをソリで滑ろう
参加料無料
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。

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
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猿賀神社

旧暦の年の始めにその年の作柄や天候を占う神事です。
「柳からみ神事」と「ごまの餅撒き神事」の
２つの特殊神事が斎行され、例年多くの人で賑わいます。

猿賀神社
TEL 0172-57-2016

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

園芸用土と肥料の話講習会

緑の相談所

猿賀神社七日堂大祭

2月18日（木）正午～

雪をかきわけて、行けるとこまで
※事前申し込みが必要
※当日に冬山登山装備で参加できる方対象
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。

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

参加料無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
  電話予約をいただいた定員２０名とさせていただきます。
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

月例登山　行けるとこまで行ってみよ

2月21日（日）9:30～14:30

こどもの森ビジターセンター
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花の写真展

2月26日（金）～3月7日（日）9:00～17:00

緑の相談所

参加料無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
  電話予約をいただいた定員２０名とさせていただきます。
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

観覧料無料
※屋内施設に入る際は、マスク着用・手指消毒・検温をお願いしております。

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

デンドロビウムの管理講習会

2月27日（土）13:30～15:30

緑の相談所


