
ドローンに関する注意
　弘前公園内での許可
のないドローンなどの
無人航空機の飛行は、
落下による重大事故・け
がにつながるおそれの
あるため禁止されてお
ります。
　ドローンなどをお見
かけの方は、お近くの
スタッフまでご連絡く
ださい。

大雪像をスクリーンにした

まつり期間中、18：00から20分間隔で
毎日上映！
まつり期間中、18：00から20分間隔で
毎日上映！

プロジェクション
マッピング

写真は第４５回の様子です

冬に咲くさくらライトアップ冬に咲くさくらライトアップ

日時：2022年12月1日（木）～
　　　2023年2月28日（火）
　　　日没～22：00
場所：弘前公園外濠（追手門付近）

弘前公園でライトアップにより冬に咲く
“雪のさくら” が美しく浮かび上がる！

会場／弘前公園
2023年2 9 12日（日）日（木）▶月

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントの内容は予告なく中止または変更する場合があり
ます。ご来場の際は、下記及び主催者が実施する新型コロナウイルスの感染防止にご協力をお願いいたし
ます。体調不良がある
方はご来場をご遠慮
ください。

手洗い 手指消毒 マスク着用 咳エチケット 密集回避 密接回避体調管理

◎主催／弘前城雪燈籠まつり運営委員会
弘前市立観光館　TEL.0172-37-5501　
弘前市観光案内所　TEL.0172-26-3600 

弘前観光コンベンション協会ホームページ https://hirosaki-kanko.or.jp

９日～11日 12日▶10時～21時 ▶10時～20時

お問い合わせ

HIROSAKI CASTLE
SNOW LANTERN
FESTIVAL

心で感じ、人々と交わる新しい旅のスタイル。

地球と一緒に
これまでも、
そして、これからも

株式会社 佐藤惣砕石
代表取締役　佐　藤　将　治

■本　社
 〒036-8085  青森県弘前市大字末広二丁目1-1
 TEL：0172-27-7007  FAX：0172-27-1900
■中間処理プラント
 〒036-8243  青森県弘前市大字小沢字大開61-1
 TEL：0172-89-1177  FAX：0172-89-1177

株式会社　竹内組
代表取締役　竹内大介

青森県北津軽郡中泊町大字芦野字福泊23
TEL:0173-57-2705 FAX:0173-57-4974
http://www.takeuchigumi.com/

さくらんぼ観光農園 https://takechan-farm.jp/

～地域と共に未来へ～
特定建設業　産業廃棄物リサイクル　土木工事
解体工事　さくらんぼ観光農園　わさび　潮干餅

代表取締役社長 松　下　　覚

富士建設株式会社
豊かな想像・たしかな創造

SINCE 1953

本社／〒036-8084
青森県弘前市大字高田1丁目10-12
TEL（0172）26-4111（代）
FAX（0172）26-4114

ISO
ISO
ISO

9001：2015
14001：2015
45001：2018

認証取得

■りんごにこだわったお菓子・ジュース■せんべい
■駄菓子■伝統工芸の津軽塗■ブナコ■津軽こぎん刺
■津軽焼■錦石■ねぷた・津軽凧　等

TEL 33 - 6 963

New！1
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1 2日（最終日）は20：00で終了となります。

冬囃子　２月11日（土）時間・19：00～　コース・下乗橋から北の郭（くるわ）

イベントの最新情報はイベントの最新情報はイベントの最新情報は 天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。雪燈籠まつり　弘前雪燈籠まつり　弘前

“HIROSAKI”の文字のオブジェを雪で制作。
“I”の部分に入って、あなたならではの“HIROSAKI”を撮ろう！
“HIROSAKI”の文字のオブジェを雪で制作。
“I”の部分に入って、あなたならではの“HIROSAKI”を撮ろう！
“HIROSAKI”の文字のオブジェを雪で制作。
“I”の部分に入って、あなたならではの“HIROSAKI”を撮ろう！

“HIROSAKI”スノーオブジェ

場所 市民広場市民広場市民広場 時間 日没～21：00日没～21：00日没～21：00
※イメージ図※イメージ図※イメージ図

夜はスノーオブジェをプロジェクションマッピングで華やかに。
あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。
夜はスノーオブジェをプロジェクションマッピングで華やかに。
あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。
夜はスノーオブジェをプロジェクションマッピングで華やかに。
あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。

プロジェクションマッピング
ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

錦の灯り

場所 北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）北の郭（くるわ） 時間 17：00～21：0017：00～21：0017：00～21：00
りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！

LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。

りんご箱×キャンドルアート作品

イルミネーションカマクラ

1 2 3 4 5

雪遊びエリア

雪遊びワークショップ

大型すべり台
10：00～21：0010：00～21：0010：00～21：00

中型すべり台（そり専用）
10：00～16：0010：00～16：0010：00～16：00

ブランデュー弘前FC
雪上サッカーフェスティバル 出店・物産販売 弘前雪明かり

時間 17：00～21：0017：00～21：0017：00～21：00

ミニカマクラ
場所出　　店

物産販売

出店・物産販売

四の丸　約20店四の丸　約20店四の丸　約20店
場所 公園物産館公園物産館公園物産館

時間
10：00～21：0010：00～21：0010：00～21：00

友好都市群馬県太田市の物
産販売もあります。
友好都市群馬県太田市の物
産販売もあります。 場所 西の郭（くるわ）西の郭（くるわ）西の郭（くるわ）

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

場所 北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

※キャンドル配布18：00～
　なくなり次第終了
※キャンドル配布18：00～
　なくなり次第終了

津軽錦絵大回廊

場所 二の丸遊園地前通路二の丸遊園地前通路

回廊の中ではねぷた囃子も響き、冬の
なかでも真夏の「ねぷたまつり」の雰
　　　囲気を味わうことができます。

回廊の中ではねぷた囃子も響き、冬の
なかでも真夏の「ねぷたまつり」の雰
　　　囲気を味わうことができます。

日程 2月12日（日）2月12日（日）2月12日（日）
場所 レクリエーション広場レクリエーション広場レクリエーション広場

時間 10：00～15：0010：00～15：0010：00～15：00
日程 期間中毎日開催期間中毎日開催期間中毎日開催

時間 午前の部　10：30～
午後の部　13：30~
午前の部　10：30～
午後の部　13：30~
午前の部　10：30～
午後の部　13：30~

詳しくは詳しくは詳しくは
ブランデュー弘前ブランデュー弘前

体験型

6

津軽錦絵ミニ回廊

場所 下乗橋下乗橋

市民が制作した錦絵が展示されるミニ
回廊も見ごたえがあります。
市民が制作した錦絵が展示されるミニ
回廊も見ごたえがあります。

7

私
た
ち
は
、弘
前
城
雪
燈
籠
ま
つ
り
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

New！

New！

４

3

◆砕石運搬／ダンプカーにて運搬◆引越専用車／ウイング車、箱車にて運搬 ◆重機運搬／大型トレーラー、
セルフローダーにて運搬 ◆建設資材等／大型ユニック、小型ユニック車、コンクリートミキサー車にて運搬
◆市内外配達／大型、小型、軽貨物車にて運搬 ◆石油配達／軽油、灯油タンクローリーにて運搬 ◆その他／各種運搬

弘前公園の周辺も見どころがたくさん！  歩いて巡って、魅力発見ひろさき冬さんぽ！

弘前市百石町3-2（9：30～20：00）

冬のひろさきは、雪を楽しむだけではもったいない！
ホッと暖まれるレトロなカフェに、ライトアップされた美しい洋館や
神社仏閣、地元の人も集まる屋台村などもオススメ。
レトロモダンな城下町・弘前の冬のおさんぽをお楽しみください！

弘前市役所弘前市役所
市立観光館市立観光館

藤田記念庭園⑧
大正浪漫喫茶室＆匠館
弘前市上白銀町8-1
（9：30～16：30）

大正時代の洋館カフェ。匠館には津軽の伝
統工芸品を展示・販売しています。カフェ
で暖まって、弘前の伝統に触れてみては？

曹洞宗33ケ寺が並ぶ禅林街。奥には藩主津
軽家の菩提寺があり、ライトアップされた姿
は静寂な空間に美しく浮かびあがります。

曹洞宗33ケ寺が並ぶ禅林街。奥には藩主津
軽家の菩提寺があり、ライトアップされた姿
は静寂な空間に美しく浮かびあがります。

10分10分

6分6分２分２分

３分３分

３分３分

12分12分

市指定文化財である弘前最古
の洋風建築物を展示館に。手作
りマフィンが売りのレトロなカ
フェも併設されています。

①代官町雑貨街①代官町雑貨街 弘前駅弘前駅

かだれ横丁
②地元酒場

郷土料理から和食、スイーツ、
中華料理、ワインバーなど個性
豊かな屋台村。地元の人と触れ
合って、暖まりましょう。

代官町雑貨街①
伝統工芸を活かした雑貨、デザイン
性の高い雑貨など、弘前らしい個性
豊かな雑貨店をのぞいてみては？

百石町展示館百石町展示館
弘前市百石町3-2（9：00～20：00）

③③

旧第五十九銀行
本店本館
（青森銀行記念館）

旧第五十九銀行
本店本館
（青森銀行記念館）

④④

弘前市元長町26（9：30～16：30）
※まつり期間中は18：00まで延長開館
弘前市元長町26（9：30～16：30）
※まつり期間中は18：00まで延長開館

旧弘前市立図書館旧弘前市立図書館⑤⑤
弘前市下白銀町2-1（9：00～17：00）弘前市下白銀町2-1（9：00～17：00）

北門北門

東門東門
弘前公園弘前公園

雪燈籠まつり会場雪燈籠まつり会場

土手町
商店街
土手町
商店街

⑧藤田記念庭園⑧藤田記念庭園

⑨禅林街⑨禅林街長勝寺三門長勝寺三門

禅林街禅林街⑨⑨
長勝寺三門長勝寺三門

③百石町展示館③百石町展示館

④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）
⑥旧東奥義塾外人教師館⑥旧東奥義塾外人教師館

⑤旧弘前市立図書館⑤旧弘前市立図書館

⑦追手門⑦追手門

②かだれ横丁②かだれ横丁

⑩津軽藩ねぷた村⑩津軽藩ねぷた村
弘前市亀甲町61（9：00～17：00）弘前市亀甲町61（9：00～17：00）

20分20分

市指定文化財である弘前最古
の洋風建築物を展示館に。手作
りマフィンが売りのレトロなカ
フェも併設されています。
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あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。

プロジェクションマッピング
ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

錦の灯り

場所 北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）北の郭（くるわ） 時間 17：00～21：0017：00～21：0017：00～21：00
りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！

LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。

りんご箱×キャンドルアート作品

イルミネーションカマクラ

1 2 3 4 5

雪遊びエリア

雪遊びワークショップ

大型すべり台
10：00～21：0010：00～21：0010：00～21：00

中型すべり台（そり専用）
10：00～16：0010：00～16：0010：00～16：00

ブランデュー弘前FC
雪上サッカーフェスティバル 出店・物産販売 弘前雪明かり

時間 17：00～21：0017：00～21：0017：00～21：00

ミニカマクラ
場所出　　店

物産販売

出店・物産販売

四の丸　約20店四の丸　約20店四の丸　約20店
場所 公園物産館公園物産館公園物産館

時間
10：00～21：0010：00～21：0010：00～21：00

友好都市群馬県太田市の物
産販売もあります。
友好都市群馬県太田市の物
産販売もあります。 場所 西の郭（くるわ）西の郭（くるわ）西の郭（くるわ）

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

場所 北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

※キャンドル配布18：00～
　なくなり次第終了
※キャンドル配布18：00～
　なくなり次第終了

津軽錦絵大回廊

場所 二の丸遊園地前通路二の丸遊園地前通路

回廊の中ではねぷた囃子も響き、冬の
なかでも真夏の「ねぷたまつり」の雰
　　　囲気を味わうことができます。

回廊の中ではねぷた囃子も響き、冬の
なかでも真夏の「ねぷたまつり」の雰
　　　囲気を味わうことができます。

日程 2月12日（日）2月12日（日）2月12日（日）
場所 レクリエーション広場レクリエーション広場レクリエーション広場

時間 10：00～15：0010：00～15：0010：00～15：00
日程 期間中毎日開催期間中毎日開催期間中毎日開催

時間 午前の部　10：30～
午後の部　13：30~
午前の部　10：30～
午後の部　13：30~
午前の部　10：30～
午後の部　13：30~

詳しくは詳しくは詳しくは
ブランデュー弘前ブランデュー弘前

体験型

6

津軽錦絵ミニ回廊

場所 下乗橋下乗橋

市民が制作した錦絵が展示されるミニ
回廊も見ごたえがあります。
市民が制作した錦絵が展示されるミニ
回廊も見ごたえがあります。

7

私
た
ち
は
、弘
前
城
雪
燈
籠
ま
つ
り
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

New！

New！

４

3

◆砕石運搬／ダンプカーにて運搬◆引越専用車／ウイング車、箱車にて運搬 ◆重機運搬／大型トレーラー、
セルフローダーにて運搬 ◆建設資材等／大型ユニック、小型ユニック車、コンクリートミキサー車にて運搬
◆市内外配達／大型、小型、軽貨物車にて運搬 ◆石油配達／軽油、灯油タンクローリーにて運搬 ◆その他／各種運搬

弘前公園の周辺も見どころがたくさん！  歩いて巡って、魅力発見ひろさき冬さんぽ！

弘前市百石町3-2（9：30～20：00）

冬のひろさきは、雪を楽しむだけではもったいない！
ホッと暖まれるレトロなカフェに、ライトアップされた美しい洋館や
神社仏閣、地元の人も集まる屋台村などもオススメ。
レトロモダンな城下町・弘前の冬のおさんぽをお楽しみください！

弘前市役所弘前市役所
市立観光館市立観光館

藤田記念庭園⑧
大正浪漫喫茶室＆匠館
弘前市上白銀町8-1
（9：30～16：30）

大正時代の洋館カフェ。匠館には津軽の伝
統工芸品を展示・販売しています。カフェ
で暖まって、弘前の伝統に触れてみては？

曹洞宗33ケ寺が並ぶ禅林街。奥には藩主津
軽家の菩提寺があり、ライトアップされた姿
は静寂な空間に美しく浮かびあがります。

曹洞宗33ケ寺が並ぶ禅林街。奥には藩主津
軽家の菩提寺があり、ライトアップされた姿
は静寂な空間に美しく浮かびあがります。

10分10分

6分6分２分２分

３分３分

３分３分

12分12分

市指定文化財である弘前最古
の洋風建築物を展示館に。手作
りマフィンが売りのレトロなカ
フェも併設されています。

①代官町雑貨街①代官町雑貨街 弘前駅弘前駅

かだれ横丁
②地元酒場

郷土料理から和食、スイーツ、
中華料理、ワインバーなど個性
豊かな屋台村。地元の人と触れ
合って、暖まりましょう。

代官町雑貨街①
伝統工芸を活かした雑貨、デザイン
性の高い雑貨など、弘前らしい個性
豊かな雑貨店をのぞいてみては？

百石町展示館百石町展示館
弘前市百石町3-2（9：00～20：00）

③③

旧第五十九銀行
本店本館
（青森銀行記念館）

旧第五十九銀行
本店本館
（青森銀行記念館）

④④

弘前市元長町26（9：30～16：30）
※まつり期間中は18：00まで延長開館
弘前市元長町26（9：30～16：30）
※まつり期間中は18：00まで延長開館

旧弘前市立図書館旧弘前市立図書館⑤⑤
弘前市下白銀町2-1（9：00～17：00）弘前市下白銀町2-1（9：00～17：00）

北門北門

東門東門
弘前公園弘前公園

雪燈籠まつり会場雪燈籠まつり会場

土手町
商店街
土手町
商店街

⑧藤田記念庭園⑧藤田記念庭園

⑨禅林街⑨禅林街長勝寺三門長勝寺三門

禅林街禅林街⑨⑨
長勝寺三門長勝寺三門

③百石町展示館③百石町展示館

④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）
⑥旧東奥義塾外人教師館⑥旧東奥義塾外人教師館

⑤旧弘前市立図書館⑤旧弘前市立図書館

⑦追手門⑦追手門

②かだれ横丁②かだれ横丁

⑩津軽藩ねぷた村⑩津軽藩ねぷた村
弘前市亀甲町61（9：00～17：00）弘前市亀甲町61（9：00～17：00）

20分20分

市指定文化財である弘前最古
の洋風建築物を展示館に。手作
りマフィンが売りのレトロなカ
フェも併設されています。



私たちは、弘前城雪燈籠まつりを応援しています。

P

P

三の丸

杉の大橋

市民広場

市立博物館弘前工業高校

市民会館

市役所

イルミネーション

NHK

弘前城天守弘前城天守 文化センター

冬期閉鎖

館神跡

東内門

南内門

東門

追手門

北門

重要文化財
石場家住宅

護国
神社

中滑り台（ソリ）

武徳殿

弘前中央高校

観光施設
津軽藩ねぷた村
冬期営業中

出店

北の郭

丑寅櫓

辰巳櫓
未申櫓

大滑り台

雪上サッカー
フェスティバル会場
雪上サッカー
フェスティバル会場

雪遊びワークショップ雪遊びワークショップ

プロジェクションマッピング会場

雪あそびエリア
大雪像
中雪像

まつり
本部

公園
物産館
公園
物産館

業高校弘前工弘前工業高校弘前工業高校弘前工業高校弘前工業高校弘前工業高校弘前工業高校弘前工業高校

①スマホなどでWi-FiのSSID
　「HIROSAKI_Free_Wi-Fi」
　を検索し選択します。
②ブラウザを起動し利用者登録
　をするとご利用いただけます。

ご利用方法

本丸、北の郭など弘前公園内
の各所では公衆無線LANが
使えます。

公衆無線 LAN使えます

P
　　　●
藤田記念庭園
　　　●
藤田記念庭園

↓禅林街↓禅林街

GSGSGS

コンビニコンビニ

百石町展示館→百石町展示館→
かだれ横丁→かだれ横丁→

旧市立図書館●旧市立図書館● ●旧東奥義塾外人教師館●旧東奥義塾外人教師館

下乗橋

弘前城情報館

緑の相談所

雪像等の各種制作
物については、積
雪の状況により変
更・中止となる場
合があります。

●1
●2

●3

●3
●4

●5

■6

■7

P
追手門広場　郷土文学館
観光館　山車展示館
市立図書館　笹森記念体育館

追手門広場　郷土文学館
観光館　山車展示館
市立図書館　笹森記念体育館

4

3

2

2

2

1

●　
旧第五十九銀行

本店本館
（青森銀行記念館）

●　
旧第五十九銀行

本店本館
（青森銀行記念館）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藤田記藤田記藤田記藤田記藤田記藤田記藤田記

約300基のミニカマクラ

大雪像 旧函館区公会堂

冬に咲くさくらライトアップ

NHKNHKNHKNHK
津軽錦絵大回廊

大雪像 旧函館区旧函館区公会堂旧函館区旧函館区公会堂旧函館区公会堂公会堂公会堂
!!

!! !!
!!

!!

高さ230㎝

奥行228㎝

幅144㎝

測量・補償コンサルタント・建設コンサルタント

〒036-8346  弘前市大字大浦町５-５
（弘前公園濠沿い）
TEL（33）6820㈹　FAX（33）6821

郷土の新聞

不動産を通じて地域発展に貢献します

不動産・建築・設計

公益社団法人  全日本不動産協会加盟

一般金物・住宅サッシ
ガラス・セメント

弘前市土手町211－4
TEL：32－1021
FAX：32－1043

源葛西源助商店

本社 /弘前市百石町9  ☎ 0172-35-0353

ロングセラーには理由があります。
わけ

資源の再利用・有効活用に努め、住みよい環境づくりに貢献する

TEL 0172-37-3338   FAX38-2552
http://www.tsugarueisei.com

〒036-8066 弘前市大字向外瀬字豊田357番地1

一般・産業廃棄物収集運搬 仮設トイレレンタル

生ごみリサイクル トイレ・排水管の詰まり

代表取締役　三橋 一晃

株式
会社津軽衛生公社

津軽衛生 検索

青森県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 青森県知事免許（12）第1412号

賃貸アパート・賃貸マンション・貸家・土地の売買・中古住宅
　事業用（売・賃貸）・月極駐車場　資産の無料査定いたします。

㈱みちのくジーンズ弘前工場

阿 保 　 鉄 幸

弘 前 支 店 長　川　嶋　史　隆

弘前支店
弘前燃料センター

TEL　0172-32-2481
TEL　0172-33-0111

やまと印刷株式会社

TEL 34 4133オンデマンド弘前

TEL 34 4111弘前市神田４ ４ ５

いま時代はデジタル印刷へ

有　限　会　社

電気通信工事業・電気工事業

堀川電機商会

TEL 0172（36）5706
弘前市大字浜の町東5丁目29－1〒036－8323

星と森のロマントピア
HOSHItoMORInoROMANTOPIA

星の宿☆白鳥座
森のコテージ　満天ハウス
〒036-1505
弘前市大字水木在家字桜井 113-2
TEL 0172-84-2288
URL https://www.romantopia.net

五感で楽しむ星空リゾート。

津軽をまるごと体感！　
　弘前市亀甲町 61　　
TEL 0172-39-1511　

http://www.neputamura.com/

人と人、心と心のふれあいを重視した患者様本位の医療を実践してまいります。

総合診療科/内科・外科/泌尿器科/眼科・整形外科診療科目

皮膚科診療科目

特定建設業

株式会社 西 村 組

URL https://www.nishimuragumi.jp

（予約制）

お問合わせ・ご予約：弘南バス 0172-38-2255

弘前⇔奥入瀬・十和田
　観光バス

運行期間：2022年12月24日～2023年2月19日の
　　　　 毎週土・日・祝日　※12月31日～1月2日を除く
料　　金：片道4,000円　往復6,500円

総合防水工事・橋梁補修補強工事

五所川原市大字湊字船越344-12
代表取締役松山 昇榮

☎（0173）34-4309㈹

株式会社

昭栄工業

弘前～十和田湖～十和田市現代美術館

第47回 弘前城雪燈籠まつり会場
雪燈籠まつり期間中、公園内で流れるまつりイメージサウンド～弘前大学グラスハー
プ・アンサンブル「アンジェリーク」～の音色とともに雪景色をお楽しみください。



私たちは、弘前城雪燈籠まつりを応援しています。
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市立博物館弘前工業高校
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冬期閉鎖
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南内門
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重要文化財
石場家住宅
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中滑り台（ソリ）
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弘前中央高校
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①スマホなどでWi-FiのSSID
　「HIROSAKI_Free_Wi-Fi」
　を検索し選択します。
②ブラウザを起動し利用者登録
　をするとご利用いただけます。

ご利用方法

本丸、北の郭など弘前公園内
の各所では公衆無線LANが
使えます。

公衆無線 LAN使えます
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　　　●
藤田記念庭園
　　　●
藤田記念庭園

↓禅林街↓禅林街

GSGSGS
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旧市立図書館●旧市立図書館● ●旧東奥義塾外人教師館●旧東奥義塾外人教師館

下乗橋

弘前城情報館
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物については、積
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更・中止となる場
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追手門広場　郷土文学館
観光館　山車展示館
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追手門広場　郷土文学館
観光館　山車展示館
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●　
旧第五十九銀行

本店本館
（青森銀行記念館）

●　
旧第五十九銀行

本店本館
（青森銀行記念館）

約300基のミニカマクラ

大雪像 旧函館区公会堂
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津軽錦絵大回廊
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高さ230㎝

奥行228㎝

幅144㎝

測量・補償コンサルタント・建設コンサルタント

〒036-8346  弘前市大字大浦町５-５
（弘前公園濠沿い）
TEL（33）6820㈹　FAX（33）6821

郷土の新聞

不動産を通じて地域発展に貢献します

不動産・建築・設計

公益社団法人  全日本不動産協会加盟

一般金物・住宅サッシ
ガラス・セメント

弘前市土手町211－4
TEL：32－1021
FAX：32－1043

源葛西源助商店

本社 /弘前市百石町9  ☎ 0172-35-0353

ロングセラーには理由があります。
わけ

資源の再利用・有効活用に努め、住みよい環境づくりに貢献する

TEL 0172-37-3338   FAX38-2552
http://www.tsugarueisei.com

〒036-8066 弘前市大字向外瀬字豊田357番地1

一般・産業廃棄物収集運搬 仮設トイレレンタル

生ごみリサイクル トイレ・排水管の詰まり

代表取締役　三橋 一晃

株式
会社津軽衛生公社

津軽衛生 検索

青森県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 青森県知事免許（12）第1412号

賃貸アパート・賃貸マンション・貸家・土地の売買・中古住宅
　事業用（売・賃貸）・月極駐車場　資産の無料査定いたします。

㈱みちのくジーンズ弘前工場

阿 保 　 鉄 幸

弘 前 支 店 長　川　嶋　史　隆

弘前支店
弘前燃料センター

TEL　0172-32-2481
TEL　0172-33-0111

やまと印刷株式会社

TEL 34 4133オンデマンド弘前

TEL 34 4111弘前市神田４ ４ ５

いま時代はデジタル印刷へ

有　限　会　社

電気通信工事業・電気工事業

堀川電機商会

TEL 0172（36）5706
弘前市大字浜の町東5丁目29－1〒036－8323

星と森のロマントピア
HOSHItoMORInoROMANTOPIA

星の宿☆白鳥座
森のコテージ　満天ハウス
〒036-1505
弘前市大字水木在家字桜井 113-2
TEL 0172-84-2288
URL https://www.romantopia.net

五感で楽しむ星空リゾート。

津軽をまるごと体感！　
　弘前市亀甲町 61　　
TEL 0172-39-1511　

http://www.neputamura.com/

人と人、心と心のふれあいを重視した患者様本位の医療を実践してまいります。

総合診療科/内科・外科/泌尿器科/眼科・整形外科診療科目

皮膚科診療科目

特定建設業

株式会社 西 村 組

URL https://www.nishimuragumi.jp

（予約制）

お問合わせ・ご予約：弘南バス 0172-38-2255

弘前⇔奥入瀬・十和田
　観光バス

運行期間：2022年12月24日～2023年2月19日の
　　　　 毎週土・日・祝日　※12月31日～1月2日を除く
料　　金：片道4,000円　往復6,500円

総合防水工事・橋梁補修補強工事

五所川原市大字湊字船越344-12
代表取締役松山 昇榮

☎（0173）34-4309㈹

株式会社

昭栄工業

弘前～十和田湖～十和田市現代美術館

第47回 弘前城雪燈籠まつり会場
雪燈籠まつり期間中、公園内で流れるまつりイメージサウンド～弘前大学グラスハー
プ・アンサンブル「アンジェリーク」～の音色とともに雪景色をお楽しみください。



私たちは、弘前城雪燈籠まつりを応援しています。

P

P

三の丸

杉の大橋

市民広場

市立博物館弘前工業高校

市民会館

市役所

イルミネーション

NHK

弘前城天守弘前城天守 文化センター

冬期閉鎖

館神跡

東内門

南内門

東門

追手門

北門

重要文化財
石場家住宅

護国
神社

中滑り台（ソリ）

武徳殿

弘前中央高校

観光施設
津軽藩ねぷた村
冬期営業中

出店

北の郭

丑寅櫓

辰巳櫓
未申櫓

大滑り台

雪上サッカー
フェスティバル会場
雪上サッカー
フェスティバル会場

雪遊びワークショップ雪遊びワークショップ

プロジェクションマッピング会場

雪あそびエリア
大雪像
中雪像

まつり
本部

公園
物産館
公園
物産館

①スマホなどでWi-FiのSSID
　「HIROSAKI_Free_Wi-Fi」
　を検索し選択します。
②ブラウザを起動し利用者登録
　をするとご利用いただけます。

ご利用方法

本丸、北の郭など弘前公園内
の各所では公衆無線LANが
使えます。

公衆無線 LAN使えます

P
　　　●
藤田記念庭園
　　　●
藤田記念庭園

↓禅林街↓禅林街

GSGSGS

コンビニコンビニ

百石町展示館→百石町展示館→
かだれ横丁→かだれ横丁→

旧市立図書館●旧市立図書館● ●旧東奥義塾外人教師館●旧東奥義塾外人教師館

下乗橋

弘前城情報館

緑の相談所

雪像等の各種制作
物については、積
雪の状況により変
更・中止となる場
合があります。

●1
●2

●3

●3
●4

●5

■6

■7

P
追手門広場　郷土文学館
観光館　山車展示館
市立図書館　笹森記念体育館

追手門広場　郷土文学館
観光館　山車展示館
市立図書館　笹森記念体育館
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●　
旧第五十九銀行

本店本館
（青森銀行記念館）

●　
旧第五十九銀行

本店本館
（青森銀行記念館）

約300基のミニカマクラ

大雪像 旧函館区公会堂

冬に咲くさくらライトアップ

津軽錦絵大回廊

!!
!! !!

!!
!!

高さ230㎝

奥行228㎝

幅144㎝

測量・補償コンサルタント・建設コンサルタント

〒036-8346  弘前市大字大浦町５-５
（弘前公園濠沿い）
TEL（33）6820㈹　FAX（33）6821

郷土の新聞

不動産を通じて地域発展に貢献します

不動産・建築・設計

公益社団法人  全日本不動産協会加盟

一般金物・住宅サッシ
ガラス・セメント

弘前市土手町211－4
TEL：32－1021
FAX：32－1043

源葛西源助商店

本社 /弘前市百石町9  ☎ 0172-35-0353

ロングセラーには理由があります。
わけ

資源の再利用・有効活用に努め、住みよい環境づくりに貢献する

TEL 0172-37-3338   FAX38-2552
http://www.tsugarueisei.com

〒036-8066 弘前市大字向外瀬字豊田357番地1

一般・産業廃棄物収集運搬 仮設トイレレンタル

生ごみリサイクル トイレ・排水管の詰まり

代表取締役　三橋 一晃

株式
会社津軽衛生公社

津軽衛生 検索

青森県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 青森県知事免許（12）第1412号

賃貸アパート・賃貸マンション・貸家・土地の売買・中古住宅
　事業用（売・賃貸）・月極駐車場　資産の無料査定いたします。

㈱みちのくジーンズ弘前工場

阿 保 　 鉄 幸

弘 前 支 店 長　川　嶋　史　隆

弘前支店
弘前燃料センター

TEL　0172-32-2481
TEL　0172-33-0111

やまと印刷株式会社

TEL 34 4133オンデマンド弘前

TEL 34 4111弘前市神田４ ４ ５

いま時代はデジタル印刷へ

2023

有　限　会　社

電気通信工事業・電気工事業

堀川電機商会

TEL 0172（36）5706
弘前市大字浜の町東5丁目29－1〒036－8323

星と森のロマントピア
HOSHItoMORInoROMANTOPIA

星の宿☆白鳥座
森のコテージ　満天ハウス
〒036-1505
弘前市大字水木在家字桜井 113-2
TEL 0172-84-2288
URL https://www.romantopia.net

五感で楽しむ星空リゾート。

津軽をまるごと体感！　
　弘前市亀甲町 61　　
TEL 0172-39-1511　

http://www.neputamura.com/ http://www.estclinic.comURL

人と人、心と心のふれあいを重視した患者様本位の医療を実践してまいります。

総合診療科/内科・外科/泌尿器科/眼科・整形外科診療科目

皮膚科診療科目

特定建設業

80

株式会社 西 村 組

URL https://www.nishimuragumi.jp

（予約制）

お問合わせ・ご予約：弘南バス 0172-38-2255

弘前⇔奥入瀬・十和田
　観光バス

運行期間：2022年12月24日～2023年2月19日の
　　　　 毎週土・日・祝日　※12月31日～1月2日を除く
料　　金：片道4,000円　往復6,500円

総合防水工事・橋梁補修補強工事

五所川原市大字湊字船越344-12
代表取締役松山 昇榮

☎（0173）34-4309㈹

株式会社

昭栄工業

弘前～十和田湖～十和田市現代美術館

第47回 弘前城雪燈籠まつり会場
雪燈籠まつり期間中、公園内で流れるまつりイメージサウンド～弘前大学グラスハー
プ・アンサンブル「アンジェリーク」～の音色とともに雪景色をお楽しみください。



ドローンに関する注意
　弘前公園内での許可
のないドローンなどの
無人航空機の飛行は、
落下による重大事故・け
がにつながるおそれの
あるため禁止されてお
ります。
　ドローンなどをお見
かけの方は、お近くの
スタッフまでご連絡く
ださい。

大雪像をスクリーンにした

まつり期間中、18：00から20分間隔で
毎日上映！
まつり期間中、18：00から20分間隔で
毎日上映！

20分間隔で20分間隔で間中、18：00から20間中、18：00から20まつり期まつり期 8：8：間中間中間中間中まつまつまつまつり期り期間中り期間中間中、1、18： から20から2020分間20分間00から2000から208：0000から00からから2020分間分間隔で分間隔で隔で隔で20分間分間隔で隔で

プロジェクション
マッピング

写真は第４５回の様子です

冬に咲くさくらライトアップ冬に咲くさくらライトアップ

日時：2022年12月1日（木）～
　　　2023年2月28日（火）
　　　日没～22：00
場所：弘前公園外濠（追手門付近）

弘前公園でライトアップにより冬に咲く
“雪のさくら” が美しく浮かび上がる！

会場／弘前公園
2023年2 9 12日（日）日（木）▶月

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントの内容は予告なく中止または変更する場合があり
ます。ご来場の際は、下記及び主催者が実施する新型コロナウイルスの感染防止にご協力をお願いいたし
ます。体調不良がある
方はご来場をご遠慮
ください。

手洗い 手指消毒 マスク着用 咳エチケット 密集回避 密接回避体調管理

◎主催／弘前城雪燈籠まつり運営委員会
弘前市立観光館　TEL.0172-37-5501　
弘前市観光案内所　TEL.0172-26-3600 

弘前観光コンベンション協会ホームページ https://hirosaki-kanko.or.jp

９日～11日 12日▶10時～21時 ▶10時～20時

お問い合わせ

HIROSAKI CASTLE
SNOW LANTERN
FESTIVAL

心で感じ、人々と交わる新しい旅のスタイル。

地球と一緒に
これまでも、
そして、これからも

株式会社 佐藤惣砕石
代表取締役　佐　藤　将　治

■本　社
 〒036-8085  青森県弘前市大字末広二丁目1-1
 TEL：0172-27-7007  FAX：0172-27-1900
■中間処理プラント
 〒036-8243  青森県弘前市大字小沢字大開61-1
 TEL：0172-89-1177  FAX：0172-89-1177

株式会社　竹内組
代表取締役　竹内大介

青森県北津軽郡中泊町大字芦野字福泊23
TEL:0173-57-2705 FAX:0173-57-4974
http://www.takeuchigumi.com/

さくらんぼ観光農園 https://takechan-farm.jp/

～地域と共に未来へ～
特定建設業　産業廃棄物リサイクル　土木工事
解体工事　さくらんぼ観光農園　わさび　潮干餅

代表取締役社長 松　下　　覚

富士建設株式会社
豊かな想像・たしかな創造

SINCE 1953

本社／〒036-8084
青森県弘前市大字高田1丁目10-12
TEL（0172）26-4111（代）
FAX（0172）26-4114

ISO
ISO
ISO

9001：2015
14001：2015
45001：2018

認証取得

■りんごにこだわったお菓子・ジュース■せんべい
■駄菓子■伝統工芸の津軽塗■ブナコ■津軽こぎん刺
■津軽焼■錦石■ねぷた・津軽凧　等

TEL 33 - 6 963

New！1

2

1 2日（最終日）は20：00で終了となります。

冬囃子　２月11日（土）時間・19：00～　コース・下乗橋から北の郭（くるわ）

イベントの最新情報はイベントの最新情報はイベントの最新情報は 天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。天候その他の都合により、時間・内容等が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。雪燈籠まつり　弘前雪燈籠まつり　弘前

“HIROSAKI”の文字のオブジェを雪で制作。
“I”の部分に入って、あなたならではの“HIROSAKI”を撮ろう！
“HIROSAKI”の文字のオブジェを雪で制作。
“I”の部分に入って、あなたならではの“HIROSAKI”を撮ろう！
“HIROSAKI”の文字のオブジェを雪で制作。
“I”の部分に入って、あなたならではの“HIROSAKI”を撮ろう！

“HIROSAKI”スノーオブジェ

場所 市民広場市民広場市民広場 時間 日没～21：00日没～21：00日没～21：00
※イメージ図※イメージ図※イメージ図

夜はスノーオブジェをプロジェクションマッピングで華やかに。
あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。
夜はスノーオブジェをプロジェクションマッピングで華やかに。
あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。
夜はスノーオブジェをプロジェクションマッピングで華やかに。
あなたの動きに合わせて変化する演出を楽しもう。

プロジェクションマッピング
ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

ねぷた絵で彩られた行燈（あんどん）が
柔らかな光で
あなたの足元を照らします。

錦の灯り

場所 北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）北の郭（くるわ） 時間 17：00～21：0017：00～21：0017：00～21：00
りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！りんごの木箱と「YOAKEnoAKARI」のキャンドルがコラボ！

LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。LEDでライトアップされたカマクラが冬の夜を彩ります。

りんご箱×キャンドルアート作品

イルミネーションカマクラ

1 2 3 4 5

雪遊びエリア

雪遊びワークショップ

大型すべり台
10：00～21：0010：00～21：0010：00～21：00

中型すべり台（そり専用）
10：00～16：0010：00～16：0010：00～16：00

ブランデュー弘前FC
雪上サッカーフェスティバル 出店・物産販売 弘前雪明かり

時間 17：00～21：0017：00～21：0017：00～21：00

ミニカマクラ
場所出　　店

物産販売

出店・物産販売

四の丸　約20店四の丸　約20店四の丸　約20店
場所 公園物産館公園物産館公園物産館

時間
10：00～21：0010：00～21：0010：00～21：00

友好都市群馬県太田市の物
産販売もあります。
友好都市群馬県太田市の物
産販売もあります。 場所 西の郭（くるわ）西の郭（くるわ）西の郭（くるわ）

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

約300基のミニカマクラの
優しい灯りが公園を照らし
ます。

場所 北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）北の郭（くるわ）

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

皆様が置いたキャンドルが
灯りの溢れる空間を生み出
します。

※キャンドル配布18：00～
　なくなり次第終了
※キャンドル配布18：00～
　なくなり次第終了

津軽錦絵大回廊

場所 二の丸遊園地前通路二の丸遊園地前通路

回廊の中ではねぷた囃子も響き、冬の
なかでも真夏の「ねぷたまつり」の雰
　　　囲気を味わうことができます。

回廊の中ではねぷた囃子も響き、冬の
なかでも真夏の「ねぷたまつり」の雰
　　　囲気を味わうことができます。

日程 2月12日（日）2月12日（日）2月12日（日）
場所 レクリエーション広場レクリエーション広場レクリエーション広場

時間 10：00～15：0010：00～15：0010：00～15：00
日程 期間中毎日開催期間中毎日開催期間中毎日開催

時間 午前の部　10：30～
午後の部　13：30~
午前の部　10：30～
午後の部　13：30~
午前の部　10：30～
午後の部　13：30~

詳しくは詳しくは詳しくは
ブランデュー弘前ブランデュー弘前

体験型

6

津軽錦絵ミニ回廊

場所 下乗橋下乗橋

市民が制作した錦絵が展示されるミニ
回廊も見ごたえがあります。
市民が制作した錦絵が展示されるミニ
回廊も見ごたえがあります。

7

私
た
ち
は
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前
城
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す
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New！

New！

４

3

◆砕石運搬／ダンプカーにて運搬 ◆引越専用車／ウイング車、箱車にて運搬 ◆重機運搬／大型トレーラー、
セルフローダーにて運搬 ◆建設資材等／大型ユニック、小型ユニック車、コンクリートミキサー車にて運搬
◆市内外配達／大型、小型、軽貨物車にて運搬 ◆石油配達／軽油、灯油タンクローリーにて運搬 ◆その他／各種運搬

弘前公園の周辺も見どころがたくさん！  歩いて巡って、魅力発見ひろさき冬さんぽ！

弘前市百石町3-2（9：30～20：00）

冬のひろさきは、雪を楽しむだけではもったいない！
ホッと暖まれるレトロなカフェに、ライトアップされた美しい洋館や
神社仏閣、地元の人も集まる屋台村などもオススメ。
レトロモダンな城下町・弘前の冬のおさんぽをお楽しみください！

弘前市役所弘前市役所
市立観光館市立観光館

藤田記念庭園⑧
大正浪漫喫茶室＆匠館
弘前市上白銀町8-1
（9：30～16：30）

大正時代の洋館カフェ。匠館には津軽の伝
統工芸品を展示・販売しています。カフェ
で暖まって、弘前の伝統に触れてみては？

曹洞宗33ケ寺が並ぶ禅林街。奥には藩主津
軽家の菩提寺があり、ライトアップされた姿
は静寂な空間に美しく浮かびあがります。

曹洞宗33ケ寺が並ぶ禅林街。奥には藩主津
軽家の菩提寺があり、ライトアップされた姿
は静寂な空間に美しく浮かびあがります。

10分10分

6分6分２分２分

３分３分

３分３分

12分12分

市指定文化財である弘前最古
の洋風建築物を展示館に。手作
りマフィンが売りのレトロなカ
フェも併設されています。

①代官町雑貨街①代官町雑貨街 弘前駅弘前駅

かだれ横丁
②地元酒場

郷土料理から和食、スイーツ、
中華料理、ワインバーなど個性
豊かな屋台村。地元の人と触れ
合って、暖まりましょう。

代官町雑貨街①
伝統工芸を活かした雑貨、デザイン
性の高い雑貨など、弘前らしい個性
豊かな雑貨店をのぞいてみては？

百石町展示館百石町展示館
弘前市百石町3-2（9：00～20：00）

③③

旧第五十九銀行
本店本館
（青森銀行記念館）

旧第五十九銀行
本店本館
（青森銀行記念館）

④④

弘前市元長町26（9：30～16：30）
※まつり期間中は18：00まで延長開館
弘前市元長町26（9：30～16：30）
※まつり期間中は18：00まで延長開館

旧弘前市立図書館旧弘前市立図書館⑤⑤
弘前市下白銀町2-1（9：00～17：00）弘前市下白銀町2-1（9：00～17：00）

北門北門

東門東門
弘前公園弘前公園

雪燈籠まつり会場雪燈籠まつり会場

土手町
商店街
土手町
商店街

⑧藤田記念庭園⑧藤田記念庭園

⑨禅林街⑨禅林街長勝寺三門長勝寺三門

禅林街禅林街⑨⑨
長勝寺三門長勝寺三門

③百石町展示館③百石町展示館

④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）④旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）
⑥旧東奥義塾外人教師館⑥旧東奥義塾外人教師館

⑤旧弘前市立図書館⑤旧弘前市立図書館

⑦追手門⑦追手門

②かだれ横丁②かだれ横丁

⑩津軽藩ねぷた村⑩津軽藩ねぷた村
弘前市亀甲町61（9：00～17：00）弘前市亀甲町61（9：00～17：00）

20分20分

市指定文化財である弘前最古
の洋風建築物を展示館に。手作
りマフィンが売りのレトロなカ
フェも併設されています。


