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　ガウディの建物で知られるバルセロナに
一度訪れた事がある。旅の終わりに同行し
た友人が「バルセロナってガウディの建物

で街の印象が決定されてるみたい」と何気なく言った一言
がずっと耳に残っていた。
　これを弘前に置き換えてみる。弘前に前川國男の建物が
無かったら？？？ 昭和７年竣工の処女作木村産業研究所か
ら、中央高校講堂・弘前市庁舎・市民会館・博物館・市立病
院・緑の相談所・最晩年、昭和58年の斎場まで８棟。これ
らの建物は半世紀以上の時を経てゆっくりと人々の生活に
溶け込み、育まれ、愛されてきた。今となってはそこにあっ
て当たり前の存在。前川建築のない弘前など到底考えられ
ない。弘前を弘前たらしめている。と、大げさでなく私には
思える。一人の建築家の生涯に亘る作品が昭和という時代
に建てられ、今もその全てが現役で使われていると言うの
は、もしかしたら弘前の前川建築だけなのではないだろ

うか。
　生前前川は、「弘前は母の里なのでしっかりした仕事をし
ないといけない」と弟子に語っていたと言う。その愛の結晶
が８つの前川建築群なのだと思う。
　今年、師、ル・コルビジエの国立西洋美術館が世界遺産
に登録されてから、弘前の前川建築は今まで以上に注目さ
れ建築ツァーも沢山計画されるようになった。
　人のための建築を生涯目指した前川國男。それに答える
弘前の先人もいた。昭和33年、市の最初の公共建築となっ
た弘前市庁舎の建設に当たり、当時市長だった藤森睿は自
ら上京し前川を訪ね直接設計を依頼した。そして、市長を支
え、一地方の庁舎には多額と思われる設計費を何とか工面し
前川の要求に答えた人 。々それらの人々の熱い想いがあり、弘
前の一連の建築があることを今だからこそ心に留めたい。
　「前川國男の建物を大切にする会」は素朴に弘前の前川
建築を大切しようという市民の集まりで、活動して14年が経
つ。会員の思いは様々だけれど、今後も“大切にする”という
初心からぶれる事なく進みたい。建築は常に人の為にある
から。

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。

■1日(土)～12月4日(日)
■2日(日)
■8日(土)～11月27日(日)
■9日(日)
■10日(月・祝)
■13日(木)・14日(金)
■13日(木)・14日(金)
■14日(金)～16日(日)
■14日(金)～16日(日)
■15日(土)～17日(月)
■16日(日)
■20日(木)
■21日(金)～23日(日)
■21日(金)～11月13日(日)
■23日(日)
■11月5日(土)・6日(日)
■11月5日(土)・6日(日)
■13日(日)
■11月末～2017年2月末
■12月上旬(予定)
■3日(土)・4日(日)
■10日(土)～2017年1月22日(日)

りんごカフェめぐり2016 弘前中心市街地各所
第14回弘前・白神アップルマラソン 受付は追手門広場
弘前市立博物館　企画展3「りんご王国の宝物庫」 弘前市立博物館
ひろさきりんごハロウィン 駅前公園・ヒロロ
弘前音話祭 Cross.Ｓ 弘前公園
第18回国公立大学附属病院感染対策協議会総会 [弘前文化センター、ホテルニューキャッスル／全国330]
第65回全国へき地教育研究大会青森大会 [主会場：リンクステーション青森(14日分科会　常盤野小中学校)／東北200]
津軽の食と産業まつり 弘前運動公園内 食：エントランス広場 産：克雪トレーニングセンター
弘前アップルパイ総選挙 弘前運動公園（津軽の食と産業まつり会場内）
日本考古学協会2016年度大会 [弘前大学／全国700]
追手門広場フリースタイルマーケット 追手門広場
第64回日専連の集いin弘前 [ホテルニューキャッスル／東北200]
第16回 弘前大学総合文化祭 弘前大学
弘前城菊と紅葉まつり 弘前公園（メイン会場：弘前城植物園）
第70回東北精神神経学会総会 [弘前大学医学部コミュニケーションセンター／全国100]
日本数学教育学会　第49回秋季研究大会 [弘前大学／全国600]
日本社会科教育学会　第66回全国研究大会 [弘前大学教育学部／全国500]
第9回中級（おべ博士検定）試験 弘前会場　弘前市立観光館
弘前エレクトリカルファンタジー 弘前市役所周辺、追手門広場、弘前駅ビル、駅前公園、えきどてプロムナード 他
りんご生産者フォーラム 弘前商工会議所２階大ホール(予定)
りんご品評会・展示会・即売会 弘果・弘前中央青果
弘前市立博物館　企画展4「津軽よろず工芸展」 弘前市立博物館

前川國男の建物を大切にする会

代表　葛西ひろみ
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弘前市立博物館弘前市立博物館

※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

　弘前デザインウィークは新たな弘前市を創造するため、市
民一人ひとりがまちをデザインするクリエーターとして参画
し、弘前の既存の価値あるものをさらに築き上げていく市
民全員で取り組んでいくプロジェクトです。
　この秋から来年１月までの期間を『HIROSAKI DESIGN 
WEEK「RINGO」』として郷土愛を育むことを目的とした
様々なプログラムを展開します！

■こども・まちづくり塾
　とき：９/25（日）、10/２（日）、８（土）、９（日）
　場所：まちなか情報センター など

■虹色プロジェクト
　とき：10／23(日)、11／13(日)、12／18(日)、１／８(日)
　　　　全４回
　場所：吉野町煉瓦倉庫 など

■弘前会議＆夜会
　とき：10／９(日)
　場所：弘前市りんご公園　旧小山内家住宅、
　　　　弘前こぎん研究所、夜会は市内居酒屋

■弘前アイデアソン＆夜会
　とき：10／10(月・祝)
　場所：吉野町煉瓦倉庫、夜会は市内居酒屋

〈お問い合わせ〉
弘前デザインウィークコンソーシアム事務局
(弘前市 広聴広報課)　
TEL  0172-40-0494

りんごトラック市開催！りんごトラック市開催！
　収穫の秋本番!!
今年もりんご公園
で「りんごトラッ
ク市」が開催され
ます。採れたての
りんごや加工品の
直売のほか、お買
い上げ1,000円毎
にもらえる抽選券
で、景品が当たる抽選１回またはアップルパイ１パッ
クと交換できます！

●開催日：平成28年11月下旬９:00～15:00
●会　場：弘前市りんご公園 第一駐車場

　10月に入ると、「ト
キ」、「ひろさきふじ」、
「ジョナゴールド」、「北
斗」など様々なりんご
が実ります。りんご公
園スタッフがご案内し
ますので、初めての方
でもお楽しみいただけ
ます。もぎたてりんごをぜひ味わってみてください！

●期間：～11月中旬
●時間：９:00～16:20
●料金：１㎏ 320円
〈お問い合わせ〉弘前市りんご公園
　　　　　　　　TEL 0172-36-7439
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りんごもぎとり体験
　　　　　　本格シーズン到来
りんごもぎとり体験
　　　　　　本格シーズン到来



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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shop 4

shop 1 光建自動車

shop 2

shop 3 平山萬年堂

そば処 清水

和電工業

会 員 の お 店 紹

会期：平成28年8月1日(月)～8月7日(日)
　今年度の弘前ねぷたまつりは、昨年より1団体多い81団
体が出陣し、会期中は天候に恵まれ昨年より4万人多い168
万人の人出となりました。8月1日・2日の両日に審査が行わ
れ、扇ねぷたの部は「東地区町会連合会ねぷた」、組ねぷた
の部は「西地区ねぷた親交会」が青森県知事賞を受賞しま
した。また、各団体が安全安心を意識した運行を心掛けたこ
とにより、弘前ねぷたまつり
運行安全指針に違反して罰則
を適用される団体もなく無事
に終了いたしました。
　更に今年度は、弘前が舞台
の人気TVアニメ「ふらいんぐ
うぃっち」と弘前ねぷたまつ
りのコラボレーション企画と
して、「キャラクターねぷたコ
ンテスト」が行われ、青柳ね
ぷた愛好会がグランプリ（木
幡真琴賞）を受賞されました。

　7月1日(金)から始まった青森県・函館デスティネーション
キャンペーン（青函ＤＣ）もいよいよ大詰めとなりました。7
月1日(金)・2日(土)には、ＪＲ弘前駅でもオープニングイベン
トが行われ、DCのスタートをお祝いしました。期間中は、
DC特別のイベント列車等が運行され、9月17日(土)・19日
(月祝)には、中核イベントであるSL銀河青函DC号の運行も
ありました。
　DCのコンセプトに、『観光資源の掘り起こしや磨き上げ、
観光客受入体制の整備・充実を図りながら、全国からの集
中的な誘客や地域経済の活性化を図るとともに、キャンペー
ン後も継続して観光振
興を推進する体制を確
立する』とあります。
DC終了後も、これまで
磨き上げてきたコンテ
ンツで観光客をおもて
なし、更なる誘客を
図っていきたいと思い
ます。
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弘前ねぷたまつり報告 青函ＤＣ報告

　9月1日から、中南津軽地域7市町村（弘前市、黒石市、平川市、大鰐
町、藤崎町、西目屋村、田舎館村）の街並みをパビリオンに見立て、7市
町村すべてのまちあるきコンテンツを集約した「中南津軽まちあるき博
覧会2016～FUKAGU‐ASAGU～」を開催中です。
　青森県で盛り上がりを見せている「まちあるき」。中南津軽地域の選
りすぐりのコースで、参加者の皆さまをご案内しています。まだ、お申込
み受付中のコースもありますので、知的好奇心を満たす新しい発見に出
会いに、ぜひご参加ください。
〈詳細・お申込み〉ひろさき街歩き
http://machi-aruki.sakura.ne.jp/

　秋の弘前公園を彩る弘前城菊と紅葉まつりが、菊文化の伝承と弘前公園への
誘客促進を目的に、弘前城植物園をメイン会場に、10月21日(金)から11月13日
(日)まで開催されます。
　本年は、弘前デザインウィークの城ロボプロジェクトをテーマにした会場装
飾やイベントを実施するほか、同時期に開催される全国城サミットとＰＲを連
携して誘客促進を図ります。喫茶コーナーではアップルパイの食べ比べプレート
と珈琲のセットメニューを提供いたします。また、菊人形場面は大河ドラマ「真
田丸」をイメージした場面を再現いたします。
　更に、「菊の五重塔」「菊の岩木山」を設置し、大輪菊、懸崖菊、千輪仕立て等
の菊花とともに会場全体を飾り付けるほか、子供に人気のちびっこ新幹線を運
行するなど市民や観光客、また子供から大人まで幅広い年齢層の方々が楽しめ
る空間を創出いたします。
　今年も、弘前城天守や櫓、城門の通常ライトアップに加えて、「もみじと桜の
紅葉」に特別照明（日没～21:00）を行い夜の弘前公園をＰＲします。特別ライ
トアップに併せて、土手町循環100円バスの運転時間が20:00まで延長になり
ますので、ぜひ夜の弘前公園へもお出かけください。

　プロの経験と技術でお客様のカーライフを、安全に安心して快
適に過ごして頂ける様、心を込めて整備してお
ります。光建自動車では、お車の事は何でもサ
ポートできる様、車検、整備、鈑金、車両販売、
自動車保険、レッカー対応など行っております。
お車が故障をしたとき、事故を起こしてしまっ
た時など、お困りの時、一度ご相談をしてみて
はいかがでしょうか。お気軽にお問い合わせく
ださい。

　禅林街から歩いて５分、茂森新町にある手打ちそばの店「そ
ば処清水」です。そば本来の味を楽しめる「もりそば」をはじめ、
「特製海彦そば」はエビの天ぷらを中心に青じそなどの薬味が
器を彩る人気のそばです。これから寒い季節となりますが、「特
製鍋焼きうどん」などのあたたかいメニューや、一息つける甘味
もございます。
　お近くにお越しの際は、どうぞお立
ちより下さい。

■弘前市新里字東里見136-1
■TEL 0172（26）1922
■FAX 0172（26）1933
■営業時間／平日　8:30 ～19:00
　　　　　　土曜　8:30 ～17:30
■定休日／日・祝日
■ＨＰ　http://ilovekouken.com

■弘前市茂森新町1-1-14
■ＴＥＬ 0172（37）3763
■営業時間／
　11:00～20:00
　　　　(火 16:00まで）
■定休日／毎週水曜日
■Ｐ／あり

　大正二年、万年筆の製造販売の店として創業以来、変わら
ぬご愛顧を頂き誠にありがとうございます。現在は書道用品、
事務用品等のほかりんごや桜の木を使用したオリジナル文具
の開発、たか丸くん商品などにも力を入れております。

　住宅のランプひとつから大規模施設まで「多様化した電気設
備環境をあらゆる建設物へ」。設計から施工、メンテナンスまで
一貫した専門力と優れた機動力が特徴です。和電工業は現代社
会必須の電気設備、通信設備、消防設備を通じて、より身近に御
客様のニーズに応える地域企業（local company）です。
　詳しくはホームペー
ジで。

■弘前市土手町105
■TEL 0172（32）0880
■FAX 0172（33）3366
■営業時間／9:00～18:30
■定休日／元日

■弘前市鍛冶町11
■TEL 0172（38）4114
■FAX 0172（65）4115
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日・祝日・第二土曜日
■ＨＰ  http://www.waden.jp/
■ＦＢ  www.facebook.com/wadenjapan

　弘前城本丸石垣修理事業では、現在本丸の天守台部分と、本丸東側
石垣北側の発掘調査を実施しています。
　また、8月28日には「ひろさき歴史体感ツアー」が行われ、ツアー
参加者37名が、江戸時代に石垣の石材を採取した如来瀬石切丁場跡と、
弘前城跡本丸の天守台発掘現場を見学しました。
　発掘調査や工事の様子などは、弘前城本丸石垣修理事業 公式Facebook
にて、随時発信しています。弘前城本丸石垣修理事業公式Facebook
は、弘前市ホームページからもご覧いただけます。
【Facebook】https://www.facebook.com/HirosakiCastleInfo/
【弘前市ホームページ】
　　　　 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ishigaki/index.html

シリーズ「お城が動く！」　～本丸東側石垣の発掘調査とひろさき歴史体感ツアー～

ひろさき歴史体感ツアーの様子

「キャラクターねぷたコンテスト」グランプリ
（木幡真琴賞）青柳ねぷた愛好会

「青函ＤＣオープニングイベントin弘前駅」
の様子

津軽まちあるき博覧会 2016

会期：平成28年10月21日 (金)～11月13日(日)　　　　　　　
弘前城菊と紅葉まつり

「もみじと桜の紅葉」特別照明

弘前城菊と紅葉まつり(昨年の様子)

特製海彦そば

～ FUKAGU－ASAGU～開催中！ 　近年の外国人観光客の増加に伴い、受入態勢の
整備が急務となっています。青森県や弘前市では、
外国人観光客の受入環境を向上させるため、観光
関連事業者が行う案内表示やパンフレットの多言
語化など、外国人観光客の受入環境整備に要する
経費に対して補助金を交付しています。こういった
補助金を活用して、外国人観光客が安心して観光で
きる街を目指しましょう。詳しくは、それぞれのHP
をご覧ください。
■平成28年度青森県インバウンド受入環境改善集
　中対策事業費補助金の募集について（青森県）
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkoku
sai/shinkanko/28_inbound_hojokin.html
■平成28年度弘前市外国人観光客受入環境整備事
　業費補助金のご案内（弘前市）
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshira
se/kanko/2016-0418-1041-42.html
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