
2 3ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.１０.１５2 3

　ねぷた絵と菊人形のコラボレーション
　三の丸庭園に設けられる菊人
形ゾーンでは、「弘前城を造った
男　津軽信建（のぶたけ）」をテー
マに、ねぷた絵と菊人形がコラ
ボレーション。庭園を借景した
豪華な演出は見応え十分です。
　そのほか、子どもに人気の動物
をかたどったトピアリー（造形菊）や動物ふれあいコー
ナー、たるを使った遊具などを設置します。

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、子どもたちに大人気のちびっ子
新幹線を無料で運行します。また、自由広場には動物
ふれあいコーナーや豪華な「菊の五重塔」を設置し、
さまざまなイベントを開催します（下表参照）。
　このほか、市民参加の市民菊花展や、日曜日には三
の丸庭園で、市内４流派の協力による抹茶接待を行い
ます（有料）。
▽とき　10 月 19 日～ 11 月 11 日の午前９時～午
後４時（抹茶接待は日曜日の午前９時～午後３時まで）
▽ところ　弘前城植物園（弘前公園内）

　今年も弘前城植物園をメイン会場に「弘前城菊と紅葉
まつり」を開催します。
　皆さんに好評のちびっ子新幹線を運行するほか、土・
日曜日、祝日のコンサートなどイベントが盛りだくさん。
秋色の弘前公園に家族みんなでおいでください。

　ねぷた絵と菊人形のコラボレーション
　三の丸庭園に設けられる菊人

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、子どもたちに大人気のちびっ子

会期：10月 19日～11月 11日

※料金の（　）内は10人以上の団体料金。

　入園券の発売は午後４時30分まで。

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）310円（250円）
子供（小・中学生）100円（ 80円）

※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留
学生、市内外の障がい者は無料。身分を証明できる
ものを提示してください。

弘前城菊と紅葉まつり（植物園）入園料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）310円（250円）
子供（小・中学生）100円（ 80円）

※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留
学生、市内外の障がい者は無料。身分を証明できる
ものを提示してください。

本丸・北の郭　入園料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）510円（460円）
子供（小・中学生）160円（130円）

共通（植物園／本丸・北の郭／藤田記念庭園）入園料

まつりメイン会場案内図

　桜・紅葉特別ライトアップ
　夜には公園内の紅葉をライトアップして幻想的に演
出します。
▽期間　10月 19日～ 11月中旬の日没～午後９時

　桜守による古木・名木鑑賞ツアー
　チーム桜守が弘前公園内の古木・名木や見所につい
て解説します。
▽とき　11月３日（土・祝）、午前10時～
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料（ただし、本丸・北の郭または弘前城
植物園の入園料が必要）
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　弘前公園観光人力車
▽とき　11月 11日（日）までの午前10時～午後３
時30分
▽乗車コース（片道）　弘前公園下乗橋～追手門また
は東門または中央高校口　
▽乗員　２人
▽料金　１台3,000円　

　観光ボランティアガイド
　弘前観光ボランティアガイドの会が弘前公園を案内
します。追手門と東門付近に詰め所がありますので気
軽にご利用を。
▽案内時間　午前９時～午後５時（受け付けは午後４
時まで）
▽案内範囲　弘前公園内
▽ガイド料　無料
■問い合わせ先　弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、☎35・3131）

　弘南鉄道大鰐線の利用者は入園料が無料
　弘前城菊と紅葉まつり期間中、弘南鉄道大鰐線の利
用者は、中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」
を券売所に提出すると、まつり期間中、弘前城植物園、
弘前城本丸・北の郭、藤田記念庭園の３施設の入園料
が無料（乗車当日に限る）になります。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

土手町循環 100 円バス

夜８時まで延長運行

11月１日～11 日運行
期間

延長
時間

夜６時～８時
（15 分間隔）

弘前公園の特別ライトアップに合わせて土手町循環
100 円バスの運行時間を延長します。ぜひご利用く
ださい。

土手町循環 100 円バス　弘前公園観光人力車
▽とき

　観光ボランティアガイド
　弘前観光ボランティアガイドの会が弘前公園を案内

弘南鉄道大鰐線の利用者は入園料が無料
　弘前城菊と紅葉まつり期間中、弘南鉄道大鰐線の利

まだまだ

ある！ イベント盛りだくさん！

■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎37・5501）

※写真はイメージです。

◎会場はすべて植物園です。

開催日 時間 イベント名

10月 19日（金）
午前９時 30分～
（開会式終了後）

開会式アトラクション
「大開保育園」鼓笛隊

10月 20日（土）
午前 10時 30 分～「高杉保育園」和太鼓披露

午後２時 30分～ 「木原たけし」歌謡ショー

10月 21日（日）
午前 10時～、
午後１時～

お城で YOSAKOI

10月 27日（土）

午前 10時 30 分～ まんじ社中　民謡ショー

午後１時～ 「木村誠」歌謡ショー

午後２時 30分～
「高瀬まみ＆オダギリユタカ」☆二人の歌
謡笑☆「紅葉見に行こうようコンサート」

10月 28日（日）

午前 10時 30 分～「夢弦会」津軽三味線披露

午後１時～ 「木田俊之」歌謡ショー

午後２時 30分～ 津軽笛　佐藤ぶん太、の世界

11月３日（土・
祝）

午前 11時～ 津軽手踊り披露

午後１時 30分～ 「黒石八郎」ショー

11月４日（日）
午前 11時～ 木庭袋靖子箏演奏披露　　

午後１時 30分～ 「リンゴミュージック」LIVE

11月 10日（土）

午前 10時 30 分～ 桑田マキ＆田中けいと　歌謡ショー

正午～ 忍者ショー＆手裏剣体験

午後１時 30分～ 「小山内創祐」LIVE

11月 11日（日）
午前 10時 30 分～ 郷土芸能披露

午後１時 30分～ ジャズライブ

10月22 日～11
月９日の平日

午後１時 30分～ 「和三絃會」津軽三味線ライブ

※屋外ステージのため、悪天候などで変更・中止になる場合があります。

イベントスケジュール

　秋田犬がやってくる！
　秋田犬が大館市からやってきます。
▽とき　10 月 19 日～ 21日の午前
10時～正午、午後１時～午後３時
▽ところ　弘前城植物園内

　「津軽ひろさき検定」コラボクイズラリー
　「津軽ひろさき検定」とコラボしたクイズを解きな
がら、植物園内を散策するクイズラリーを実施します。
完走者先着１万人に記念品をプレゼントするほか、さ
らに抽選で、弘前関連の賞品をプレゼントします。

　アップルパイ食べ比べ
　植物園南案内所喫茶処と弘前公園北の郭内喫茶コー
ナーで、アップルパイの食べ比べプレートとコーヒー
のセットメニューを提供します（有料）。

　藤田記念庭園夜間開園
▽とき　10月 19日・20日・26日・27日、11月
２日・３日・９日・10日、午後５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）洋館（藤田謙一
資料室）、高台部、低地部
▽入園料　大人＝310円、子ども＝100円
■問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37・5525）

　まちなかクラフト村
　「弘前工芸舎・秋限定企画展」
　津軽の秋を感じられる工芸品を展示販売します。
▽とき　10 月 19 日～ 11 月 11 日の午前 10 時～
午後４時
▽ところ　藤田記念庭園匠館（上白銀町、考古館内）
２階ギャラリースペース
■問い合わせ先　商工政策課物産振興担当（☎ 35・
1135）

　青森大学忍者部 忍者ショー＆手裏剣体験
　忍者部によるアクロバティックなステージパフォー
マンスは必見！ステージパフォーマンス終了後には、
手裏剣（ゴム製）体験を行います。
▽とき　11月 10日（土）、正午～（約15分）
▽ところ　弘前城植物園内ステージ付近

　秋の運行初 !! 弘前公園中濠紅葉観光舟
　和船に乗り、お濠めぐりを楽しむことができます。
▽とき　10月26日～11月４日、午前９時～午後４時
▽ところ　弘前公園東内門石橋付近
▽料金　中学生以上 1,000 円／小学生 500 円／就
学前無料（大人１人につき１人まで）


