
※日程、場所等が変更になる場合があります。

こけし初挽き （問：津軽こけし館）

黒石りんごまつり （スポカルイン黒石）

全日本ずぐり回し選手権大会

旧正マッコ市
１３日（土）

２０日（土）

上旬
雪の降るさと 2016 （問：津軽伝承工芸館）

（市内商店）

（横町広場）

（横町広場）

（予定）

黒石じょんから宵酔酒まつり（よされ横丁界隈）

上旬

7日（日）

津軽くろいしみんなの雪だるま

（問：津軽伝承工芸館）

（問：津軽伝承工芸館）

中野もみじ山ライトアップ・紅葉弁当
１０月１５日（木）～１１月８日（日）

浄仙寺紅葉（黒森山浄仙寺）

中旬～１１月上旬

２１日（土）～２２日（日）

２日（土）

（京町）妙経寺大祭
１３日（火）

（問：津軽こけし館）
全国こけし工人フェスティバル

１７日（土）～１８日（日）

（黒石観光りんご園）りんご狩り
上旬～１１月下旬

津軽路ロマン国際ツーデーマーチ

（御幸公園）黒石緑化まつり

（浅瀬石地区）浅瀬石川灯籠流し

（浅瀬石川千歳橋下流）ふるさと元気まつり 2015

（大川原地区）大川原の火流し

黒石よされ
１５日（土）昼：組踊り 夜：流し踊り

夜：廻り踊り１８日（火）～ ２０日（木）

１６日（日）

１７日（月）

１８日（火）

黒石さくらまつり
４月２５日（土）10：00 安全祈願

10：30 桜植樹

（日）２６日 13：00 ～ 15：00 各学校吹奏楽演奏発表会
（黒石東小学校、中郷中学校、黒石中学校、黒石高等学校）

（水）２９日 10：00 ～ 14：00 黒石さくらまつり焼肉ガーデン

５月３日（日）14：00 よさこい演舞

（土）５月２日 11：00 アリス保育園発表会

（AOMORI 花嵐桜組、Kuroishi よさこい＊踊り組）

４日（月）10：00 ～ 12：00 参上！ハーレーダビッドソン
（青森県ハーレーダビッドソンクラブ）

４月２５日（土）～５月６日（水祝）

３０日（木）～８月５日（水）

（３０日・２日は合同運行）黒石ねぷたまつり

２９日（水）

（問：津軽伝承工芸館）「津軽は、夏へ。」出陣祭

１９日（日）

（温湯地区）丑湯まつり

クラシックカー in こみせ
黒石じょんから軽トラ市

１９日（日）

横町納涼夜店まつり
１日（水）～４日（土）

２６日（日）

（予定）ダム湖ふれあいデー（ダム・虹の湖）

（中町・横町・前町）黒石こみせまつり

（りんご研究所）参観デー

１２日（土）～１３日（日）

上旬
黒石じょんから軽トラ市

こけし駅伝大会
１４日（日）

８日（金）～１０日（日）
（問：津軽伝承工芸館）

第４回本場津軽民謡全国大会
１日（金）

４月下旬～５月上旬

（問：津軽伝承工芸館）

津軽くろいしカタクリの小径公開

１６日（土）～１７日（日）

弘前さくらまつり （弘前市）
４月２３日 （木） ～５月６日 （水）

大鰐温泉つつじまつり （大鰐町）
５月２３日 （土） ～５月３１日 （日）

古都ひろさき花火の集い（弘前市）
６月２０日 （土）

よさこい津軽 （弘前市）
６月２８日 （日）

田んぼアート （田舎館村）
６月上旬～１０月上旬

弘前ねぷたまつり （弘前市）
８月１日 （土） ～８月７日 （金）

アカシアまつり （小坂町）
６月上旬

（平川市）平川ねぷたまつり
８月２日 （日） ～８月３日 （月）

（平川市）平川ねぷたまつり冬の陣
１２月５日 （土） ～１２月６日 （日）

（小坂町）小坂七夕祭
８月１日 （土） ～８月２日 （日）

（五所川原）五所川原立佞武多
８月４日 （火） ～８月８日 （土）

（平川市）御関所まつり
８月１４日 （金） ～８月１５日 （土）

岩木山神社宵宮・大祭 （弘前市）
９月１２日 （土） ～９月１３日 （日）

（平川市）猿賀神社宵宮・大祭
９月２６日 （土） ～９月２８日 （月）

（大館市）大館きりたんぽまつり
１０月１０日 （土） ～１０月１２日 （月）

（大館市）大文字まつり
８月１６日 （日）

（藤崎町）津軽花火大会
８月２０日 （木）

お山参詣 （弘前市）
９月１１日 （金） ～９月１３日 （日）

弘前城菊と紅葉まつり （弘前市）
１０月１６日 （金） ～１１月８日 （日）

１１月中旬

ふじさき秋まつり （藤崎町）（予定）

（西目屋村）暗門祭
９月２０日 （日） （９月第３日曜日予定）

（むつ市）あおもり10市大祭典inむつ
９月２６日 （土） ～９月２７日 （日）

猿賀神社七日堂祭 （平川市）
２月１７日 （水）

弘前城雪燈籠まつり （弘前市）
２月上旬

大館アメッコ市 （大館市）
２月１３日 （土） ～２月１４日 （日）

９日（金）～１２日（月）

津軽民謡短期大学手踊り教室
（講習科目：津軽よされ節）

（虹の湖公園野外ステージ）
虹の湖ロックフェスティバル 2015

上旬

（予定）

組踊り大賞（津軽伝承工芸館）
ロックふぇす他（メイン会場）

夜：流し踊り１６日（日）昼：

（横町広場）

（駅前広場）

９月

1１月

1月

1０月

2月

中郷中学校５月１６日（土）

浅瀬石小学校

黒石中学校２３日（土）

中郷小学校
黒石東小学校
黒石小学校２４日（日）

１７日（日）

３１日（日）

上十川小学校

牡丹平小学校

六郷小学校
北陽小学校

追子野木小学校

７日（日）
６月６日（土）六郷中学校

東英小、中学校合同７月５日（日）

市内運動会

６月４日（木）貴船神社 （北美町）

（御幸公園 稲荷神社内）２９日（月）まごない様

１７日（水） （乙徳兵衛町 保福寺内）観音様

７月８日（水） （牡丹平）保福寺

１４日（火） （高舘）法峠寺

１６日（木）浅瀬石神社

２４日（金）石名坂、青山

１１日（土）花巻

１２日（日）追子野木

１５日（水） （前町）黒石神明宮

１６日（木） （元町）保食神社 、ぐみの木

２１日（火） （市ノ町）黒石神社

２３日（木） （山形町）あたご様

２７日（月） （山形町）南中野、法眼寺不動尊

８月９日（日） （甲大工町）稲荷神社

１４日（金）上十川神社

市内宵宮

津軽地域広域観光情報津軽地域広域観光情報５月

７月

６月

８月

４月

E-mail info@kuroishi.or.jp:
URL http://kuroishi.or.jp:

TEL 0172-52-3488:
FAX 0172-53-5032:一般社団法人 黒石観光協会発行H27.4

平成 27 年度 黒石市年間行事予定

よされ講習会ー８月第一土・日にこみせ駅にて開催 ( 予定 )

夕方頃


