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コンベンションイ　ベ　ン　トイベント＆コンベンションカレンダー ※イベント日程等は変更になる場合がございます。

■10月1日(日)
■10月7日(土)～8日(日）
■10月8日(日)
■10月8日(日)～9日(月祝）
■10月12日(木)～14日(土)
■10月14日(土)～15日(日)

■10月14日(土)～15日(日)

■10月15日(日)
■10月17日(火)～18日(水)
■10月20日(金)～11月12日(日)
■10月23日(月)～25日(水)

■10月27日(金)～29日(日)

■10月27日(金)～29日(日)
■10月27日(金)～29日(日)
■11月2日(木）
■11月3日(金祝)
■11月3日(金祝)～5日(日)
■11月6日(月)

■11月19日(日)

■11月25日(土)～H30年1月21日(日)

■11月26日(日)
■12月2日(土)・3日(日)

■12月8日(金)

第15回 弘前・白神アップルマラソン
弘前駐屯地創立49周年記念日行事
第42回北海道・東北学生競技ダンス対抗戦
弘前スポレク祭
日本地下水学会2017年秋季講演会
第60回日本女子ソフトボールリーグ1部大会

第44回日本脳科学会

ひろさきりんごハロウィン2017
東北ハイヤー・タクシー連合会事業者大会
弘前城菊と紅葉まつり
第6回観測的宇宙論ワークショップ

津軽の食と産業まつり・弘前アップルパイ総選挙

第17回弘前大学総合文化祭
弘前大学医学展
第30回東北地区小学校道徳教育研究競技大会
城東口にぎわい創出イベント「地域を支える車 大集合！」
津軽塗フェア2017
福田こうへいコンサートツアー2017全身全霊
津軽ひろさき検定　
第10回中級(おべ博士検定)試験
企画展3津軽歴史文化資料館プレオープン企画
「弘前藩の美術－お抱え絵師の残した仕事－」
第23回弘前市場まつり
りんご品評会・展示会・即売会
歳末チャリティー2017
第34回 年忘れ名士かくし芸大会

追手門広場スタート
10/7土手町、10/8弘前駐屯地
青森県武道館
弘前市内各体育施設
【弘前大学50周年記念会館/全国150】
弘前市運動公園はるか夢球場
【弘前大学医学部コミュニケーションセンター
/全国100】
駅前、大町エリア
【アートホテル弘前シティ /東北100】
メイン会場：弘前公園・弘前城植物園
【弘前大学50周年記念会館/全国60】
克雪トレーニングセンター及び
エントランス広場
弘前大学文京キャンパス
弘前大学文京キャンパス 総合教育棟
【弘前市立桔梗野小学校/東北200】
JR弘前駅城東口
弘前市立観光館
弘前市民会館

弘前市立観光館

弘前市立博物館

弘果・弘前中央青果
弘果・弘前中央青果

弘前市民会館

※この他のイベント情報は当協会ホームページをご参照下さい。 http://www.hirosaki-kanko.or.jp
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全米プロ写真家協会2017年写真コンテストゼネラルコレクション受賞　
「On the autumn day」写真 長谷川正之

全米プロ写真家協会2017年写真コンテストゼネラルコレクション受賞　
「On the autumn day」写真 長谷川正之

　

　早いもので津軽の嫁っこになり８年
が経ちました。訪れる前はりんごしかイ
メージがなかった青森県ですが、四季
がはっきりしていて、春夏秋冬それぞれ
の季節を楽しんでおります。
　春は弘前城の桜、すごくきれいです
ね。最近ではお客様から「初めての日
本訪問で弘前を選び、さくらを見に来
た」という声を聞くことも多くなりまし

た。夏はもちろん祭りですね。弘前ねぷたはヤーヤドー、青森
ねぶたはラッセラーラッセラー、五所川原立佞武多はヤッテマ
レーヤッテマレー、全部まわりたいですね！秋は紅葉。世界自
然遺産白神山地の十二湖にある青池はまさしく絶景ですね！ 

真っ赤なりんご畑も素晴らしいですね。冬は雪そのものです
ね。津軽鉄道のストーブ列車や地吹雪体験など、地元の方に
とっては寒い、雪かきが大変などマイナスイメージもあります
が、真っ白な雪景色は私の母国台湾のように雪が降らない南
国の皆さまにとってはまさしく感動ですね！雪をもっと自信を
もってポジティブにアピールしていきたいと思っております。
　季節の食材も本当に豊富ですね。春は桜見の定番であるト
ゲクリガニやピチピチ白魚、夏はミズや真イカ、秋は嶽きみや舞
茸、冬はハタハタやヤリイカそして地酒も絶品ですね！
　津軽の人も魅力的ですね。素朴で素直なまちのおじいちゃん
やおばあちゃん、人情味が強くいつも温かく迎えてくれます。
津軽弁もいっきゃの～！ シャイな方も多いばって、恥ずがしが
らねで、海外からのお客様へも積極的に津軽弁で話しかげる
べし。私もまだまだわんつかしかしゃべれねばって、これからも
大好きな津軽ば世界にPRしていけるようにけっぱります！

“台湾から来た若女将に聞く”
グランメール山海荘 若女将　杉澤　知恵
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　弘前市への海外からの訪問客は年々増えており、東
アジア圏からのお客様を中心に見かけることが多くな
りました。弘前市旅館ホテル組合の加盟宿泊施設にも
海外からのお客様にお泊り頂いていますが、圧倒的に
弘前への入込数の多い台湾からのお客様にターゲット
を絞ってPR活動を行っています。台湾訪問は今年で
２回目を迎え、１年目に比べるとより具体的な話し合
いができるようになってきています。最近では、繁忙
期の空室情報を求められることが多くなってきたた
め、状況に応じて受け入れ可能であることをPRして
いく必要があると考えています。そういった姿勢を
見せることで、旅行会社からの問い合わせも増え、
弘前に泊まって頂く機会は多くなると思っていま
す。
　今後も継続し
てPRを行い、誘
客に努めたいと
思います。

弘前市旅館ホテル
組合 組合長

　　福士　圭介

　弘前商工会議所で
は、弘前市インバウ
ンド推進協議会の協
力を得て、訪日外国
人旅行者を歓迎する
のぼりを作成しまし
た。今年に入り天津
からの定期便が就航
し、中国人を中心に外国人旅行者が急増しています。
外国人旅行者やホテル関係者から「どのお店がインバ
ウンド対応しているのか分かりにくい」という声を聞
き、目印としてのぼりを作成しました。
　商工会議所の担当者は「免税やメニュー等の多言語
化だけがインバウンド対応ではなく、翻訳アプリや身
振り手振りでコミュニケーションをとることも立派な
インバウド対応」と話しており、「これを機会に外国
人観光客を受けて入れてみよう」とチャレンジするお
店にのぼりの掲示をすすめています。
　のぼりは弘前商工会議所で無料配布しているので、
下記へご連絡ください。
　　※のぼりのポールやスタンドは各自で手配が必要
　℡３３－４１1１　弘前商工会議所地域振興課

弘前市旅館ホテル組合の
　台湾プロモーションの取り組み

訪日外国人観光客向けの
　　のぼりができました！

第２弾！



介 こちらのコーナーで紹介した
会員を協会facebookにも
掲載いたします。

連携企画！

会員のお店をご紹介するコーナーです。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。

Hirosaki Tourism and Convention Bureau
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会 員 の お 店 紹Q1

Q4

Q5

Q6

Q2

Q3

インバウンド全体（人泊）

台湾人宿泊者数（人泊）

台湾客の割合

台湾の国別順位

H23

1,904

143

7.5％

４位

H22

3,620

282

7.8％

３位

H24

3,278

360

11.0％

４位

H25

5,324

785

14.7％

３位

H26

6,208

1,061

17.1％

１位

H27

9,035

2,317

25.6％

１位

H28

12,623

3,832

30.3％

１位
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　総合学習センター隣りの城東公園そばで、平成６年より自動車・
自賠責・火災・傷害・賠償保険等の各種損害保険と、定期・医療・
終身保険等各種生命保険の取り扱いを行っております、損害・生
命保険代理店です。
　どのような保険に加入されて
いるかをチェックし、必要な保
障が何であるか一緒に考えてみ
ませんか？
　お気軽にお問い合わせください。

　三味線本体をはじめ各種小物の販売から、修理、皮張りまで三
味線の事なら何でもお任せあれ！
　当店は、教室も兼ねているので三味線
を習い始めたい方もまずは是非一度、お
気軽にお問合せ下さい。無料体験レッス
ンも承ります（※要予約）。
　津軽三味線の出張演奏も承っておりま
す。会社のパーティ、結婚式、宴会などお
客様のニーズに合わせて家元・多田あつ
しを会主とする夢弦会メンバー一同、魂
を込めて津軽の音色をお届けします。

■弘前市末広4-3-11
■TEL 0172（26）0046
■FAX 0172（26）4121
■営業時間　平日9:00 ～17:30
　　　　　　土曜9:00 ～12:00
■定休日　日曜・祝日
■取扱保険会社　損害保険ジャパン日本興亜
　　　　　　　　損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
　　　　　　　　第一生命

■弘前市茂森町112
■TEL 0172(35)6768
■FAX 0172(35)6768
■営業時間　13:00～18:00頃
■定休日　火曜日
■HP　http://www.tsugarushamisen.jp/

　弘前市亀甲町の石崎弥生堂は1854年創業。
　お土産にはもちろん、普段のおやつとしても人気の商品
「縄かりん糖」。
　一つ一つ手作業で丁寧に作り上
げ、子供からお年寄りまで幅広く
愛されています。
　わらを編んだような形が特徴
で、カリッとした食感とほんのり
広がる甘さがくせになる。
　店頭では最中やどら焼き、焼き
菓子など豊富な種類を取り扱って
おります。

　光美容化学は、理美容サロン繁盛のお手伝いをしています。
　「美」を創り出すために、ディーラーという立場で、私たちは材
料を持っていくだけではなく、メー
カーから仕入れた情報を、光美容化
学独自の手法を用いてさらに進化さ
せ、アーティストが最大の力を発揮
し、美容室が繁盛する方法を探求
し、提案し、サロンと強い絆を結
び、ともに発展していくことを目標
としています。

■弘前市亀甲町13
■TEL 0172(35)5753
■営業時間　9:00 ～18:30
■定休日　第２、第４日曜日

■弘前市代官町21
■TEL 0172(36)1234
■FAX 0172(36)1237
■営業時間　9:00 ～17:00
■定休日　日曜、祝日
■HP　http://www.hikari-b.co.jp/

　弘前市の藤田記念庭園にある国の登録有形文化財・考古館が、外国人を含
む観光客の休憩施設として平成29年７月23日に新装オープン。その施設内に
「和」をテーマにした食を楽しむ「クラフト＆和カフェ 匠館」があります。
　青森県産の材木を使用したテーブルや椅子、地元の職人さんが作った食
器などを備え、メニューは和風パフェやあんみつ、旬の果物をたっぷり使用
したフルーツパンケーキ、手作りのフルーツシロップ・練乳・黒蜜を使用し
たかき氷、和風パスタなど「和」にこだわったメニューがたくさん。
　津軽地方の工芸品に触れながら食を楽しむことが出来るカフェに皆さんぜ
ひ一度遊びに来てください。
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株式会社 保険のきむら

石崎弥生堂

三味線店 多田工房

株式会社 光美容化学

シリーズ「当協会運営施設紹介」

「クラフト＆和カフェ　匠館」のご紹介

弘前市観光振興部　櫻田部長　特別インタビュー
弘前市を訪れる外国人観光客の中でも、一番多いとされている台湾。今回は、「台湾からの誘客」
をテーマに、櫻田部長にお話を伺いました！

弘前のインバウンドの現状についてお聞かせください。

Ａ1　弘前市内の宿泊者数は、東日本大震災後は大きく減少しま
したが、その後プロモーション活動を行ったことにより徐々
に回復し、年を追うごとに増えてきています。中でも台湾人観
光客の伸びが大きく、現在では国別順位で３年連続１位と
なっています。（下記の表参照）

台湾から来ている観光客が多いと聞いていますが、具体的な
理由は何でしょうか？

Ａ2　台湾から弘前に来る観光客が多い理由としては、親日家が
多いこと、青森空港へのチャーター便が増加していること、弘
前市と函館市との連携によるPRなどが挙げられます。連携当
初、函館と台湾との間ではチャーター便が就航していました
が、函館空港に到着し、そのまま北海道内の道東や道央を周遊
するコースも多く、函館市では函館市内の滞在を増やせないか
検討を重ねていました。時を同じくして、弘前市でも海外から
のお客様を誘致すべく動き始めたところでしたが、そのノウハ
ウが少なく、なかなか前に進まずにいました。函館市と連携を
取ることでインバウンド誘致のノウハウを学ぶことができた
というのが台湾のお客様を受け入れるきっかけになりました。

　　また、弘前市は台湾の小規模な旅行会社の取りまとめをし
ている「日遊推廣有限公司」の加藤瞭氏をコーディネーターに
指名して、様々な情報を提供していただいております。このほ
か、青森県も台湾からのお客様の受け入れに積極的に取り組
んでおり、知事自らがトップセールスに行くこともあるので
すが、その際に弘前市長が同行しPRを行うということもあ
ります。これらのPR活動や連携が、台湾から来て下さる観光
客の誘致につながり、現在に至っているものと思います。

　
台湾向けにどういったセールス（プロモーション）を行っ
ていますか？

　Ａ3　平成23年から函館市と合同でプロモーション活動を行っ
ており、現在では青森市、八戸市を加えた青函４都市で誘客活
動を行っております。また、台南市と弘前市は平成23年から
「りんご」と「マンゴー」のフルーツ交流を行っており、台南市で
弘前市の関係者がりんごのPRを、弘前市では台南市の関係者
がマンゴーのPRをするなどして交流を深めています。台湾大
手の「遠東百貨店」とのご縁により、同時期から同百貨店等でり
んごの販売促進キャンペーン「弘前フェア」を開催しています。
その中で、扇ねぷたの展示、津軽三味線演奏などを披露するな
ど、認知度向上と誘客拡大を図っています。このほかにも「大台
南国際トラベルフェア（TTF）」という台南市で行われる旅行博
に平成25年度から出展し、観光PRを実施しています。

　　加えて、弘前市では平成26年に弘前商工会議所などの観光
関連事業者が参画する「弘前市インバウンド推進協議会」を設

立し、平成27年度から「弘前観光プロモーションin 台湾」を
行っており、民間事業者（宿泊業者や交通事業者）と事前に具体
的な料金設定等について話し合い、それらをまとめた資料を持
参しセールスを行っています。
　　同時に、青森県や東北観光推進機構などで実施するファム
ツアー（旅行会社等による現地視察）で、弘前にお越しいただ
き、PRしたものを実際に体験していただくという取り組みに
も力を入れています。

台湾からの誘客にあたり、周辺自治体との連携はしていますか？

Ａ4　台湾から青森県へ来る場合、函館から入るというのが多
く、飛行機と新幹線、飛行機とフェリーなど、空路と陸路を合わ
せた立体観光を推進することができることが挙げられます。
　　また、青函圏４市（弘前市・青森市・八戸市・函館市）で連携
し、旅行会社やマスコミ関係者を招聘したファムツアーを実
施して誘客に努めています。これに加え、最近重要視している
のが、秋田県との連携です。「リゾートしらかみ」はもちろんで
すが、秋田県の内陸を走る「秋田内陸縦貫鉄道」には、多数の台
湾のお客様が乗車しており、注目され始めています。既に知ら
れている観光名所を含めた観光コースだけではなく、選択肢
を増やすことで旅行商品の魅力が増し、より多くの方に周遊
していただける場所が増えていくと思います。さらにみちの
く三大桜名所連絡協議会構成団体の仙北市（角館）と北上市と
の連携のほか、世界遺産つながりの平泉との連携など北東北
３県と道南地域を含めた広域連携を推進し、台湾からの誘客
促進を図ってまいりたいと考えております。

弘前のどんなところを観光していますか？また、お土産に何
を買っていますか？

Ａ5　日本というと「さくらとお城」というイメージが強く、その
両方がある弘前公園にお越しになる観光客は多いです。もちろ
ん、台湾にもさくらはありますが、弘前公園のさくらのボ
リュームに驚くようです。台湾で行われる商談会でもさくらと
弘前城がポスターに使われており、そのこともきっかけになっ
ているものと思います。このほかには、「弘前市りんご公園」が
あります。これは、台湾における青森りんごの認知度の高さか
ら来るものですが、もぎとり体験をする方が増えています。
　　また、文化体験施設として「津軽藩ねぷた村」に行く方も多
く、実際に台湾からのチャーター便のコースでも、弘前公園と
ねぷた村は必ず入っており、人気スポットとなっております。
　　お土産としてあげられるものは、やはり「りんご」です。りんご
の品質がいいことで人気があります。ただ、りんごそのものを
持ち帰ることはできないため、その加工品であるりんごジュー
スやアップルパイを持って帰る方が多いと聞いています。

最後に、今後の意気込みをお聞かせください。

Ａ6　海外から来るお客様は本物を求めています。普段当たり前
と思っているものが外国人観光客には感動を与えることもあ
ります。『弘前感交劇場』がスタートして10年が経ちました。
これまでの10年で感動と交流の新しい旅のスタイルが広ま
り、今後は、次の10年に向けたセカンドステージに入っていく
ものと思っています。観光客も地域住民も共に共感・共鳴でき
る観光地域づくりをさらに加速させていきたいと思います。


