「もしもし、
奈良さんの展覧会はできませんか？」
奈良美智展弘前 2002-2006 ドキュメント展
本展では、美術館になる前の煉瓦倉庫で開催された、弘前市出身
の現代美術家・奈良美智（1959-）による三度の展覧会の軌跡
を、
さまざまな資料、写真や映像で振り返ります。
1988年に渡独した奈良は、海外での活動も積極的に行う中で
2 0 0 0 年 に 帰 国します。翌 年 から国 内 初 の 本 格 的 な個 展「 I
DON T MIND, IF YOU FORGET ME.」が全国を巡回し、
2002年には煉瓦倉庫を会場として開催されました。
これを契機とし
て、続く二つの展覧会「From the Depth of My Drawer」
（2005年）
「 YOSHITOMO NARA + graf A to Z」
（ 2006
年）が煉瓦倉庫で開かれました。
タイトル「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか？」は、当時の
煉瓦倉庫のオーナー・吉井千代子（吉井酒造株式会社社長）が、
奈良の作品に強く惹かれ、自分の倉庫で展示をしたいとギャラ
リーに問い合わせたというエピソードにちなんでいます。
この一本
の電話が、吉井と奈良の出会いにつながり、煉瓦倉庫での奈良美
智展が実現しました。
弘前での最初の奈良美智展から20年を迎える本年、煉瓦倉庫と
地域との関係性において重要な意味を持つ、
この三度の展覧会に
あらためて光をあてます。
●期間／〜2023年3月21日（火・祝）
まで
●休館日／火曜日（まつり期間中は11月１日（火）休館日）
●場所／弘前れんが倉庫美術館
●開館時間／9：00〜17：00
●観覧料／一般1,300円、大学生以下1,000円、高校生以下無料
●問／弘前れんが倉庫美術館 ☎0172-32-8950

津軽ひろさき彩（いろ）いろ展〜工芸の伝統と新しい風〜

りんご収穫祭
生産量日本一を誇る弘前りんごの収穫を祝いなが

こぎん刺し、
あけびづる細工、
ガラス工芸など

ら様々なイベントを開催！

津軽の工芸作家の方々の商品を展示販売い

●期間／ 11月5日（土）
・6日（日）10時〜 15時

たします。

●入場料／無料

●日時／10月29日（土）〜11月13日（日）

●場所／弘前市りんご公園
●問／弘前市りんご公園まつり事業実行委員会
事務局（弘前市りんご課）☎0172-40-2354

10時〜17時
●場所／弘前市立観光館 2階工芸品展示
スペース
●問／弘前市立観光館 ☎0172-37-5501

りんごトラック市
りんご生産者の方々が集結、弘前産りんごの
PRと、即売会を行います。
●日時／11月23日（水・祝）10時〜15時
●場所／弘前市りんご公園
●問／弘前市りんご公園
☎0172-36-7439

イベントご参加の方は、各自健康管理のもと、ご参加ください。また、感染拡大等の状況により、予告なくイベント内
容の変更や中止・中断する場合がありますので、予めご承知おきください。各イベントへ参加される方へ、各会場で
の新型コロナウィルス対策へのご協力をお願いいたします。

◎観光情報／ www.hirosaki-kanko.or.jp/
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2022年

月

弘前の秋を楽しむ

◎お問い合わせ／弘前市立観光館 ☎0172-37-5501
観光情報はこちら
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日
（金）〜

旬感

月

日
（日） 9時〜19時 会場／弘前公園内「弘前城植物園」
（最終入場は18時30分）

弘前秋物語

HAVE A WONDERFUL FEELING WITH YOU

◎会場／弘前公園 弘前城植物園

主な見どころ

主な見どころ
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フラワーアート

三の丸庭園
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今年のテーマは「四季の華（はな）めき」。花景家 阿部喜恵さんと弘前のねぷた師や市民のみ
なさんの協力により、秋麗の美しさをはじめ、彩り豊かな弘前の四季を感じられる作品が、自由広
場や三の丸庭園など園内の秋の景色を鮮やかに演出します。

自由広場
■飛翔花朱雀(ひしょうはなすざく)
ステージシンボルには、弘前城の四神・
朱雀をモチーフとした全長約30ｍの「飛
翔花朱雀」が登場します。太陽の象徴でも
ある朱雀の翼は、災いを祓い、幸運を招く
ともいわれています。花景家 阿部喜恵さん
と弘前のねぷた組師の共演による色鮮や
かな姿が、
ステージの演目とともに見る人
を楽しませます。

阿部 喜恵（あべ

きえ）

花景家 宮城県出身
有限会社阿部園芸店 取締役
フラワーデザイン教室・
工房BAUMを主宰。

2016年花の世界大会(インターナショナルフラワー
コンテスト)で最優秀作品に贈られる金賞を受賞する
など国内外での受賞歴多数。特に、菊を使った新し
いフラワーデザインで高い評価を得ている。

三の丸庭園には、弘前の四季を巡る回廊
が登場します。紅葉と庭園の枯池を背景
に、
りんごの収穫の喜びを分かち合うよう
なシンボル作品を中心にして、表情豊かな
弘前の季節の移ろいを表現します。昨年
好評だった、手書きメッセージを添えてり
んごに見立てたLEDライトに袋掛けする
「願いが灯るりんごの袋掛け」
と、花手水も
装いをあらたに登場します。

追手門と東門の入り口に、弘前大学教育学部附
属中学校3年生が制作した、花で飾り付けられた
楽器を演奏する動物たちが登場。来場するお客
様をお出迎えします。

四季の回廊 ※イメージ

■ねぷた風車

ステージシンボル ※イメージ

■プロジェクションマッピング
日が暮れると
「飛翔花朱雀」が昼とは違う
姿で来場者のみなさんを迎えます。
「 四季
の華めき」
をテーマに、大きく翼を広げ大
空に飛び立つような朱雀の姿を音と光の
演出でダイナミックに表現します。
●期間／10月28日（金）〜11月6日（日）
17時30分〜18時45分
※実施時間は、状況により変更の可能性があり
ますので弘前観光コンベンション協会のHP
にてご確認ください。

■音楽が聴こえるひろふ花の動物園
〜メモリアル・ドッグのお友だち〜

■四季の回廊

弘前ねぷたは今年、初めて文献に登場し
てから300年を迎えました。毎年絵師に
よって描かれる色鮮やかな
「ねぷた絵」は
見る人の心を鼓舞します。
そんな、運行を終
えたねぷた絵が風車へと生まれ変わりまし
た。墨の力強さ、
ぼかし塗りの繊細さ、蝋入
れの透明感など表情豊かな300個の風
車が花々のように秋風を呼びます。

音楽が聴こえるひろふ花の動物園 ※イメージ

■青龍の花筏
弘前城の四神・青龍が中濠に登場します。紅葉
の絶景スポットのひとつ東内門近くの石橋から望
む鮮やかな紅葉との共演をお楽しみください。

ねぷた風車 ※イメージ

■りんごとねぷたの花手水

プロジェクションマッピング ※イメージ

多種多様な菊とともに、摘果りんごとねぷ
た 絵を取り入 れた 弘 前ならではの 花 手
水。制作には市民のみなさんにご参加い
ただきました。夜には七色に輝くライトアッ
プを施します。

■花くぐり
辰巳櫓を借景に、
アーティフィシャルフラ
ワーで彩られた巨大な花輪が登場します。
ねぷた組師による竹の造作の美しさと、雪
吊りの技法による龍の頭飾りも見どころで
す。公園の景色を切り取ることのできる自分
だけのフォトフレームのようです。

りんごとねぷたの花手水 ※イメージ

青龍の花筏 ※イメージ

まだまだイベント盛りだくさん
花くぐり ※イメージ

弘前公園謎解き〜 Two girls' mystery 〜
弘前公園内全体を使った謎解きイベント。女探偵と女怪盗が謎を解き明かしていくストーリーで
親子や少人数で楽しめます。

夜も見どころ満載

●期間／10月28日（金）〜11月6日（日） ●会場／弘前公園全体

弘前公園内の紅葉見どころのライトアップや「錦の灯り」
など夜の彩りを楽しもう。
弘前公園内の「桜の紅葉」、
「楓の紅葉」見どころライトアップ！ねぷた絵を使

●期間／10月28日（金）〜11月中旬 16時〜21時まで

用した行灯「錦の灯り」や「城門の篝火」が秋の弘前公園の夜を情緒豊かに

※弘前城植物園は19時まで開園（最終入場は18時30分まで）

かがりび

●参加料／１組1,500円

●景品／期間限定で完走者へプレゼントあり。

●販売場所（プレゼント交換場所）／弘前市立観光館・弘前城植物園（北案内所・南案内所）

ご来場される方へ、新型コロナウイルス対策ご協力のお願い。

演出いたします。

検温

手洗い

手指消毒

マスク着用

咳エチケット

密集回避

密接回避

◎主催／弘前城菊と紅葉まつり運営委員会
◎観光情報／ www.hirosaki-kanko.or.jp/
◎お問い合わせ／弘前市立観光館 ☎0172-37-5501

まつり情報はこちら

弘前城菊と紅葉まつりご参加の方は、各自健康管理のもと、ご
参加ください。また、感染拡大等の状況により、予告なくイベ
ント内容の変更や中止・中断する場合がありますので、予め
ご承知おきください。各イベントへ参加される方へ、各会
場での新型コロナウィルス対策へのご協力をお願いい
たします。主催者の指示に従わない場合には、入場
をお断りするなどの措置をとる場合もあります。

