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日　時

場　所

内　容

問合せ

リンク

日　時

場　所

内　容

問合せ

リンク

日　時

場　所

内　容

問合せ

リンク

特別企画展「YOSHITOSHI～鬼才の浮世絵師・月岡芳年～」

～7月4日（日）
9:30～16:30

弘前市立博物館

鬼才の浮世絵師といわれる月岡芳年は、歌川国芳の弟子で、‟血みどろ絵”の
強烈なインパクトや、‟武者絵”の斬新なアングルなどで人気を誇りました。
赤い染料を多用し華やかで鮮烈な印象を与える芳年の作品は、
ねぷた絵に大きな影響を与えたとされています。
本展では質・量とも世界一といわれる西井コレクションより、
芳年の代表作品を一堂に紹介します。
・観覧料：一般800円、高・大学生400円、小・中学生200円
・休館日：開催期間中休館日なし

弘前市立博物館
TEL 0172-35-0700

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

春の企画展「武具甲冑展」

～7月4日（日）
9:30～16:30

高岡の森弘前藩歴史館

戦うための実用品であるとともに、武将が自身を誇示するため
華やかさも求められた武具甲冑を紹介します。
・観覧料：一般300円、高・大学生150円、小・中学生100円
・休館日：第3月曜日

高岡の森弘前藩歴史館
TEL 0172-83-3110

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/takaoka-rekishikan/

藤田記念庭園　初夏の庭園と書作展

～7月4日（日）
9：00～17：00

藤田記念庭園

趣のある藤田記念庭園和館に、幅広い年代、テーマの
書道作品を集めて展示する書道展です。
入場料：無料（但し、庭園入園料が必要）
展示協力：日本教育書道会　弘前支部

藤田記念庭園
TEL 0172-37-5526

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/stguide.html
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久渡寺　本尊聖観世音菩薩　正當三十三年　秘仏ご開帳

～8月21日（土）※毎週日曜日は除く
受付8:30～17:00

護國山　久渡寺

津軽三十三観音霊場の一番札所で、真言宗の寺院である「久渡寺」で、秘仏本尊の
一般御開帳をします。秘仏本尊は円仁(慈覚大師)の作とされる聖観世音菩薩で、
秘仏本尊が納められている厨子は、弘前藩最後の藩主である津軽承昭公により
納められたものです。期間中限定で、特別な御朱印も用意しています。
・料金：参拝無料。ただし、秘仏本尊御開帳の拝観料は1,000円です

護國山　久渡寺
TEL 0172-88-1555

https://www.facebook.com/%E8%AD%B7%E5%9C%8B%E5%B1%B1-
%E4%B9%85%E6%B8%A1%E5%AF%BA-111271727072678/

夏の企画展「お殿様たちの刀剣」

～9月12日（日）
9:30～16:30

高岡の森弘前藩歴史館

弘前藩・盛岡藩・八戸藩・仙台藩といった
東北の大名家に伝わった刀剣類の名品を紹介します。
・観覧料：一般300円、高・大学生150円、小・中学生100円
・休館日：第3月曜日

2021年度展覧会[春夏プログラム]

「りんご宇宙 Apple Cycle / Cosmic Seed」

～8月29日（日）
9:00～17:00(入場は閉館の30分前まで)

弘前れんが倉庫美術館

りんごをめぐる豊かな思考と想像に着目した多様な作品を展示します。
りんごは、西洋美術史において、古来より豊穣や生命のはかなさなどの
象徴として多く描かれてきました。本展は、必ずしもそうした表象のみを
取り上げるものではなく、現代のアーティストらによる、りんごを素材とした
新たな創作アプローチや、生と死、循環、種子、変容などに関して、
りんごという日常の身近な存在から宇宙規模に展開される多様な
イマジネーションのかたちを紹介します。
・観覧料：一般1,300円、大学生・専門学校生1,000円、高校生以下は無料
・休館日：火曜日、ただし4月27日(火)、5月4日(火)、8月3日(火)は開館

弘前れんが倉庫美術館
TEL 0172-32-8950

https://www.hirosaki-moca.jp/
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高岡の森弘前藩歴史館
TEL 0172-83-3110

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/takaoka-rekishikan/

2021年度津軽藩ねぷた村日曜朝市

～10月10日（日）の毎週日曜日
6:30～7:30

津軽藩ねぷた村

JAつがる弘前やJA津軽みらい石川基幹支店の生産者などが出店する朝市です。
開催日により、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。
野外「こみせ(雪国のアーケード)」で行いますので、雨天時も開催します。

津軽藩ねぷた村
TEL 0172-39-1511

http://neputamura.com/

宵宮

～10月上旬※祭典場所により異なります

弘前市内各神社

津軽では氏神様の大祭前夜である宵宮を「ヨミヤ」と呼びます。
参道に多いところでは70近い露店が並び、
射的や金魚すくいなどを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、
　中止や規模縮小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

2021津軽三味線ミニライブ

・野市里 (ANEKKO)11:30～　・岩木山神社 12:30～
・嶽温泉広場13:30～　・岩木観光物産案内所(岩木山観光協会)14:30～

岩木山観光協会
TEL 0172-83-3000

～10月31日(日)の毎週日曜・祝日
会場により異なります。

30分程度のライブが楽しめます。
津軽の魂、津軽三味線の音色をお楽しみください。
・観覧料：無料
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えきどてプロムナード(みちのく銀行上土手町支店傍)
JR弘前駅から上土手町に通じる歩行者専用道路

「毎週、何か楽しいかみどて朝市そして地元の採れ(獲れ)たて
　新鮮な農産物や飲食店などが集合」
をテーマにたくさん&おいしい&珍しいお店が出店します。
今年は毎月1回お楽しみ抽選会もございます。

弘前市旅館ホテル組合内　かみどて朝市実行委員会
TEL 090-8516-4135

https://www.facebook.com/hirosaki.asaichi/

田んぼアート

～10月中

http://www.iwakisan.com/

かみどて朝市-2021-

～10月31日（日）の毎週日曜日
6:00～8：00

町内の各店舗

町内の対象店舗で１店舗につき５００円以上のレシートを３店舗分集めて応募し、
グランプリを決める周遊イベントです。応募者の中から抽選で賞品が当たります。

藤崎町経営戦略課企画調整係
TEL 0172-88-8258

https://www.fujisaki-kanko.jp

まるっと植物満喫！植物園散策（ハーバリウム体験付き）

～12月23日（木）
10：00～14：00間の約70分

弥生の里展望所前水田（道の駅いなかだて内）

田んぼをキャンバスに、葉色の異なる稲を絵の具に見立てて巨大な絵を描きます。
見頃は７月中旬～８月中旬です。
※令和３年度は第２田んぼアートのみ、オンラインのみでの観覧となります。
　展望所への入館はできません。

田舎館村企画観光課
TEL 0172-58-2111（内線242、243）

http://www.vill.inakadate.lg.jp/
http://www.inakadate-tanboart.net/

ふじめぐり総選挙

～10月31日（日）
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藤田記念庭園

大正ロマンあふれる藤田記念庭園をガイド付きで
歴史や様々な様式のお庭を散策します。
散策後はお庭を眺めながら流派を気にせずお抹茶点てを体験し、
召し上がっていただけます。
体験料：一人1,500円。
※5日前までの要予約

藤田記念庭園
TEL 0172-37-5525

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

弘前城植物園

弘前城植物園をガイド付きで季節の花々や山野草を楽しみながら散策します。
散策後は植物園のお花で作ったドライフラワーで、
自分だけのハーバリウムボールペンを制作できます。
体験料：一人1,500円。
※5日前までの要予約

藤田記念庭園
TEL 0172-37-5525

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

大正ロマン満喫！藤田記念庭園散策（お抹茶点て体験付き）

～12月23日(木)
10：00～14：00間の約70分

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・中国語・タイ語・フランス語
※3日前までの要予約

藤田記念庭園
TEL 0172-37-5525

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

弘前城情報館

～3月31日（木）
9：00～17:00

弘前公園スマートグラスガイドツアー

～3月31日（木）
①10：30～、②14：00～の約70分間
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緑の相談所

参加料無料
事前の電話予約が必要
定員２０名

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

ベゴニア展

緑の相談所

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
※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、
　フットペダルでの操作としています。

弘前城情報館
TEL 0172-26-5965

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

マツの手入れ実習講習会

7月3日（土）
13:30～15:30

観覧料無料

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

アジサイの栽培と剪定講習会

7月10日（土）
13:30～15:30

緑の相談所
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参加料無料
事前の電話予約が必要
定員２０名

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10日（土）、7月17日（土）
弥生：20：00～21：00、　こどもの森19：30～20：30

弥生いこいの広場、　こどもの森

参加料無料
事前の電話予約が必要
定員２０名

緑の相談所
TEL 0172-33-8737

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

企画展2「弘前ねぷた展」

7月17日（土）～9月20日（月・祝）
9:30～16:30

弘前市立博物館

10日はこどもの森、17日は弥生いこいの広場でホタルの観察会を開催します。
混雑した場合、観察エリアの人数を制限しながらの開催となります。
※雨天中止

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

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

バラの夏季剪定と管理講習会

7月17日（土）～9月20日（月）
13:30～15:30

緑の相談所

弘前ねぷたまつりは300年の歴史を誇る津軽の夏の祭りです。
本展では江戸時代からの記録を交えてその歴史を振り返ります。
過去の絵師たちの作品もたっぷり紹介します。
弘前ねぷたの理解を深めてもらえる展覧会です。
・観覧料：一般300円、高・大学生150円、小・中学生100円
・休館日：7月19日(月)、8月16日(月)
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弘前市みどりの協会
TEL 0172-33-8733

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

夏山登山　ライオン岩ルート

7月18日（日）
9:30～14:30

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

弘前市立博物館
TEL 0172-35-0700

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

弘前城植物園　散策ガイド

弘前城植物園

当協会の樹木医や緑の相談員が見ごろの花や樹木を説明しながら
楽しく弘前城植物園内をガイドします。
参加料無料（但し、植物園の入園料が必要）

こどもの森
TEL 0172-88-3923

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

藤田記念庭園　夜間開園

藤田記念庭園

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？

こどもの森
TEL 0172-88-3923

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

カブト・クワガタ展

7月18日（日）～8月1日（日）
8：30～16：30

こどもの森

カブトムシやクワガタの飼育展示をします。
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藤田記念庭園
TEL 0172-37-5525

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

平川市蓮の花まつり

7月24日（土）～8月29日（日）
9:00～17:00

猿賀公園内

猿賀神社境内にある池一面に、
淡いピンク色の蓮の花が咲き渡ります。
規模を縮小し、イベントを実施します。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
　中止又は内容が変更となる場合があります。

(一社)平川市観光協会
TEL 0172-40-2231

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

第26回白神山地ビジターセンター夏のふれあいデー

7月24日（土）～7月25日（日）
8:30～17:00

白神山地ビジターセンター

緑の中で自然を学ぼう！自然と遊ぼう！
自然素材を使ったワークショップや木登り体験、
パドルスポーツ体験をお楽しみいただけます。

白神山地ビジターセンター
TEL 0172-85-2810

ｓｕｍmｅｒスクール「こども山伏修行体験」

https://hirakawa-kankou.com/

藤田記念庭園　夜間開園

藤田記念庭園

第4土曜日は夜間開園をいたします。
・入園料：大人320円、小人100円

藤田記念庭園
TEL 0172-37-5525

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

7月24日（土）・8月28日（土）・9月25日（土）※予定
17：00～20：00（入園券販売は19：30まで）
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7月26日（月）
8：30～15：00

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

ｓｕｍmｅｒスクール「飼育員のお仕事体験」

7月31日（土）
9：00～14:00

弥生いこいの広場

動物広場にいる動物たちのお世話をする体験ができます。1日飼育員になろう！
内容：獣舎の清掃、ごはんの準備など
対象：小学生15人(先着順)
参加料：500円
▽持ち物　おにぎり、飲み物、タオル、着替え、帽子、長靴、ゴム手袋、敷物

弥生いこいの広場
TEL 0172-96-2117

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








