
2009 新年祝賀会開催
㈳弘前観光コンベンション協会

ウィンターフェスティバル 2009
弘前市りんご公園

　ウルトラクイズやストラックアウト、竹スキーづくりや餅つき
大会など楽しいイベントが盛りだくさん。冬を満喫しよう！
■日時
　平成21年1月31日㈯・2月1日㈰
　10:00～15:00
■場所
　弘前市りんご公園ピクニック広場  他

■日時／平成21年1月28日㈬　16:00～
　　　　　16：00　新春特別基調講演
　　　　　　　　　　　講演：青森県商工労働部観光局長　小笠原　裕　氏
　　　　　17：30　新年大懇親会

■会場／弘前パークホテル　　■会費／6,000円（お一人様）
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津軽ひろさき冬の旅
─冬の坐禅体験と精進料理─

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
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■4日㈰～6日㈫ 第17回鷹揚旗中学校選抜剣道大会［青森県武道館］
■10日㈯～12日㈪ 第６回東北高校なぎなた選抜大会［青森県武道館］
■10日㈯～3月22日㈰ 企画展「謎解き・美術を読む」［弘前市立博物館］
■17日㈯～18日㈰ 大学入試センター試験［弘前大学］
■　〃 第５回東北中学校選抜女子バレーボール大会［青森県武道館］
■　〃 2009TB・GOLDWIN  CUP  第12回青森県ジュニアアルペンスキー大会［百沢スキー場］
■18日㈰ 津軽ひろさき検定初級合格者プレミアム講演会［弘前文化センター］
■25日㈰ 第21回東北高等学校剣道選抜優勝大会［青森県武道館］
■26日㈪ しめなわ奉納裸参り［鬼神社］
■31日㈯・2月1日㈰ ウィンターフェスティバル2009［弘前市りんご公園］

■7日㈯～8日㈰ 第23回岩木山スキーマラソン大会［スタート：岩木青少年スポーツセンター／ゴール：岩木山総合公園］
■8日㈰ 津軽ひろさき検定第１回中級試験［弘前大学］
■16日㈪ 青森県立高校入学後期試験
■12日㈭ 弘前大学後期入学試験［弘前大学］
■22日㈰ 第９回青森県ちびっこ手踊り王座決定戦［弘前市民会館］
■27日㈮～28日㈯ 弘前国際医学フォーラム第11回学術集会［弘前大学医学部コミュニケーションセンター］

■7日㈯・8日㈰・11日㈬ Hirosaki Electrical Fantasyゴスペルライブ
　　　　　　　　　　　　　［7日：日本キリスト教団弘前教会礼拝堂／8日：カトリック弘前教会礼拝堂／11日：弘前昇天教会前］

■　〃 弘前感交劇場「冬の坐禅体験と精進料理」［盛雲院（坐禅）・りんご公園（津軽昔語り）・観音山普門院（精進料理）／要予約・有料］
■7日㈯～11日㈬ 第33回弘前城雪燈籠まつり［弘前公園］
■9日㈪・10日㈫ 弘前感交劇場「津軽酒蔵めぐり」［六花酒造・玉田酒造・丸竹酒造／要予約・有料］
■25日㈬ 青森県立高校入学前期試験
■25日㈬～26日㈭ 弘前大学前期入学試験［弘前大学］
■28日㈯～3月1日㈰ 第40回岩木山選抜ジャイアントスラローム大会［百沢スキー場］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。

鬼神社しめなわ奉納裸参り
　400年ほど前から続く五穀豊穣・家内安全を祈願する伝統行事。
締め込み姿の男衆が鬼神社境内で水垢離をして身を清めたあと、大
しめ縄を担いで地区内を練り歩き、7つの神
社やほこらに大しめ縄を奉納します。
■日　時／平成21年1月26日㈪※旧正月
■場　所／鬼神社(弘前市鬼沢地区)
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　「津軽ひろさき冬の旅」が12月よ
り始まり、今回も弘前ならではのツ
アーがいっぱいです。『冬の坐禅体
験と精進料理』では、厳冬の凛と静
まりかえった空間での坐禅体験で心
を清め、素材の持ち味を生かした知恵の詰まった精進料理を味
わえます。古都ひろさきの魅力を存分に堪能できるこのツア
ー、観光のお客様におすすめしてみては？
■開催期間／平成21年２月７日㈯・８日㈰・11日㈷の３日間
■開催時間／８:45～13:00（食事時間を含み４時間程度）
■コース／市立観光館（集合）→盛雲院（坐禅）→弘前市りんご公
園（津軽昔語り）→観音山普門院（精進料理）→市立観光館（解散）
■旅行代金／お１人様9,500円（交通費、精進料理代、坐禅体験代、記念品付）
■募集人員／１日30名（最小催行人員／10名）
■お申込み／参加日の７日前迄
■お申込先／弘前観光コンベンション協会　☎35-3131

会員の皆様へ  特典のご提供協力のお願い
　当協会では昨年に引き続き、平成21年度（4月1日より）割引等
の特典をご提供頂ける会員様を募集しております！

　特典をご提供頂いた会員様は、特典店舗一覧表に掲載され、
会員全員に配布されます。お申込みは、別紙申込み書にご記入
のうえ、ご返信をお願いします。

特典有効期間…平成22年3月31日迄
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エレクトリカル  ファンタジア代表
櫻　田　　　宏

「街だって、
　　オシャレしたいし、
　　　　　　　　夢見たい」

　エレクトリカルファンタジアの活動は、市役所前庭の１本の
樹からはじまりました。
　平成３年１２月、弘前観光協会（当時）が前年から始めたイ
ルミネーションが２年目を迎え、オルゴールの音楽が流れる追
手門広場は、冬の寒さの中に温もりが感じられる空間となって
いました。
　一方、向かいに建つ市役所は、相変わらずお堅いまま気をつ
けをし、残業の明かりだけが眩しい。
　「私たちが１日のうちの３分の１を過ごしている市役所も、
もう少しオシャレをして夢を見ることができたなら、もっと素
晴らしい仕事ができるのではないのだろうか。そうだ、市役所
にもイルミネーションを灯そう」と思いました。
　しかし、その年は、台風１９号のためリンゴをはじめ未曾有
の被害を受けていて、非常識ではないか、との意見も出ました
が、逆に、こんな時だからこそ公務員の私たちが沈み込んだま
ちを盛り上げるために何かできるのではないのだろうか。精神
的な面だけでも応援して、次代を担う子ども達がお金では買え

ない「こころの豊かな」人間に育っていって欲しい。そんな想
いからイルミネーションはスタートしました。
　イルミネーションの経費はすべて一口１，０００円の募金で
賄うこととし、経費節減のため取付作業は可能な限り市役所職
員を中心としたボランティアスタッフが行いました。このよう
な活動が評価されて、平成２０年度秋季日本善行表彰を受賞し
ました。
　１８年目を迎えた今年は、市役所前～追手門通り～桜大通り
～青森銀行記念館前、元寺町交差点の喫茶「パレス」前などに
約７万個、合併後の新弘前市の一体感を醸成するため新たに岩
木総合支所、相馬総合支所にも１万個、合わせて８万個のイル
ミネーションを灯しております。また、市役所前庭の一部には
ＬＥＤ（発光ダイオード）ランプを使用し、環境にも配慮しな
がら冬期間の憩いと安らぎの空間づくりに努めています。
　自分たちができること。例えそれがとても小さなことでも、
とにかくやってみようよ、と動き出したイルミネーションです
が、暖かい光に包まれた子ども達の笑い声とそれを取り巻く大
人達の優しいまなざしの中で、ここに暮らしていてよかったと
感じられるようなまちづくりの一つの手段となれば幸いです。
　「街だって、オシャレしたいし、夢見たい」
　旧建設省が主催したまちづくり月間児童の部建設大臣賞受賞
の標語です。私たち大人が失いかけた「こころの目」を大切に
していきたいと思います。
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東京～新青森間最短３時間５分！東京～新青森間最短３時間５分！東京～新青森間最短３時間５分！東京～新青森間最短３時間５分！東京～新青森間最短３時間５分！東京～新青森間最短３時間５分！

常盤産玉子に
りんごたまり
醤油で味付け

りんごラーメン

岩木山
　嶽きみ

ソフト
　リンゴ
（フリーズドライ）

新メニュー
りんご公園特製

500円（税込み）　※3月までの特別価格
弘前市りんご公園 会員カード呈示で450円（税込み）

　当協会では 11月５日、弘前市の『りんごを食べる日』に合わせ、
小麦粉と県産りんごペーストを練りこんだりんご風味のご当地
ラーメン「りんごラーメン」をアキモト商店と共同開発しました。

１．名　　称

３．麺 製 造
４．共同開発

５．提 供 店

２．商　　品
１．名　　称 りんごラーメン

３．麺 製 造３．麺 製 造 ㈲アキモト商店
４．共同開発４．共同開発 弘前市りんご公園（弘前観光コンベンション協会）

５．提 供 店５．提 供 店 弘前市りんご公園レストラン
弘前市立観光館「追手門」

２．商　　品２．商　　品 小麦粉 90％に対して青森県産りんご「ふじ」のペー
スト 10％を加えた物に水やりんご酢などで調整

文 化 財 識ミ 二 知
知って

徳かな
？

アイエーネットワーク㈱
auショップ弘前田園

sh
o
p 6 特典▶新規、機種変更ご契約の方に粗品

プレゼント！（時期により特典変更あり）

太平山長勝寺「嘉元の鐘」
国指定重要文化財
美術工芸品

か げん しょう
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会 員
の お 店 紹 介

けやぐ 会 員 特 典

会員のお店をご紹介するコーナーです。
特典のご提供をいただいた順に掲載しております。

　会員カードのご呈示で、ご飲食やお買い物の割引の特
典が受けられます。皆様のお越しをお待ちしております。

この特典は平成21年3月31日迄有効です
会員特典の参加・詳細については
㈳弘前観光コンベンション協会へ

☎0172（35）3131

会員
広場のの

Hirosaki Tourism
 and Convention Bureau

会
員
情
報
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活動レポート
韓国の皆さんを弘前へ！津軽ひろさき検定  第２回初級試験

　11月19日～23日まで弘前市長・当協会清藤会長・弘前商工
会議所菊池副会頭を始めとする19名が韓国を訪問しました。
青森空港とソウルを結ぶ大韓航空で来県する韓国人観光客を弘
前市に呼び込むため、当協会作製
の韓国語パンフレットを持参し、
現地の旅行会社などを訪問、弘前
のＰＲを行いました。今回の訪問
で得た情報を基に、受入基盤の体
制を少しずつ整えていきたいと考
えています。

　12月31日深夜。間もなく新年を迎えようとする時、
ゴーン・ゴーンと除夜の鐘。長勝寺三門横の釣鐘堂に吊
るされている青銅鐘は、東北有数の音色を醸し出す鐘と
して全国に知られ、数年に一度はゆく年を惜しむ除夜の
鐘としてテレビ放映される名鐘である。
　ところでこの鐘は、国の重要文化財に指定されている
が、音色の良さで指定された訳ではない。鐘に刻まれて
いる年号や人名が、津軽地方の鎌倉時代を知る上で重要

な手がかりとなる貴重な遺産だからであるのだが、この
ことはあまり世間に知られていない。嘉元4年（1306）
の年号、時の執権北条貞時の法名、当地の豪族の名前な
ど、当地と鎌倉幕府の関係を物語る内容が刻まれてい
て、津軽の歴史上極めて重要な鐘である。
　ところで、このような重要な本物が今も現役で、外に
吊るされ活躍し、そのレプリカが、県立郷土館のケース
に保存されているというのは、全国でも珍しい事象かも
しれない。
　今度、長勝寺を訪れる機会がございましたら、是非、
足を止めてこの鐘をご鑑賞下さい。

海　　凪

sh
o
p 1 特典▶お造り盛り合わせご注文のお客様に

　そのお頭を唐揚げ、もしくは吸物でご提供

うみ なぎ

季節によって変わる新鮮な魚介類を使った昔ながらの漁師料理は、豊富に
揃う青森の地酒との相性抜群！西海岸で水揚げされた魚介類に合う様にそ
の土地で醸造された調味料を使い、その日のうちにご提供させていただき
ます。県外からいらっしゃるお客様
をご招待される機会にはぜひご来店
ください。四季折々の弘前の夜をお
楽しみください。

■弘前市新鍛冶町104
■☎0172（31）1166
■営業時間／17：00～23：00
■Ｐなし

一休寿司

sh
o
p 2 特典▶ご飲食代5％割引

　　　※ご宴会、クレジットカード不可

弘前駅近くの一休寿司。新鮮なネタを使った握りやバラちらしはもちろ
ん、季節の素材を使ったお料理￥3,150コース・￥5,250コースも好評で
す。落ち着いた雰囲気の店内は、お客様のおもてなしにも喜ばれます。
おいしいお寿司、おいしいお料理が
食べたくなったら、ぜひ一休寿司へ
お気軽にどうぞ！

■弘前市城東二丁目1-3
■☎0172（28）1900
■営業時間／11：00～22：00
■Ｐ有

真そばや 會
ま かい

sh
o
p 3 特典▶特製會そば（1,250円）ご注文の

　　　お客様200円引

城下町弘前をそのままに～明治時代の商家を利用した店内でおそばをお召
し上がりください。「特製會そば」はエビの天ぷらを中心に青じそ、のり、

■弘前市新寺町129　■☎0172（37）3763
■営業時間／11：00～20：00（火曜日～16：00）
■定休日／水曜日　※祝日の場合は営業
■Ｐ有

sh
o
p 4 洋菓子工房 ノエル 特典▶お買い物代の5％割引

りんごの産地のアップルパイを造りたいと思いりんごが主役の『りんごた
っぷりパイ』を販売しております。季節のりんごがごろごろ入っており、
りんごの味を損なうことが無いように甘さ控えめで、味を引き立てるため
にシナモンを加えてあります。18㎝と15㎝のホールがあり冷蔵で全国に
宅配もしております他に、りんごを使用した焼き菓子やクッキーなどもご
ざいますのでご来店くださいませ。

■弘前市品川町2-2
■☎0172（35）7699
■営業時間／9：00～19：00
■定休日／火曜日　■Ｐなし
■http://y-noel.ftw.jp

青荷温泉株式会社

sh
o
p 5 特典▶入浴料を半額の250円に

静かな山の中にあるランプの宿・青荷温泉。ランプのじんわりとしたやさ
しい灯りが、冬の厳しい寒さを和らげてくれます。自慢のお風呂は、総ヒ
バ造りの内湯や「健六の湯」、滝を眺めながらの「滝見の湯」、露天風呂の
４つ。ランプの灯りの下、雪景色を眺
めながら温泉をお楽しみください。
＊冬期間は道の駅「虹の湖」からシャ
　トルバスをご利用ください。

■黒石市沖浦字青荷沢滝ノ上1-7
■☎0172（54）8588
■営業時間／日帰り温泉10：00～15：00
■定休日／なし

お使いの携帯電話でご不明な点等ございませんか？専門のスタッフがお客
様のお力になります。月々の料金980円からご利用頂けるシンプルコース
での購入システムや、新サービスの詳しい内容等、ご不明な点はａｕショ
ップ弘前田園まで！当店メール会員募集中！ａｕのお得な情報や楽しい抽
選会等実施しております！こちらのＱＲコードからご登録下さいませ！

■弘前市田園一丁目12-1
■☎0172（29）1199
■営業時間／平日9：00～20：00　　　
　　　　　　（土日祝10：00～）
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://www.ianet.co.jp/au-denen

　２００８年１１月、ＪＲ東日本が東北新幹線、八戸～新青

森の開業について２０１０年１２月に開業すると発表し、い

よいよという感じです。

　新幹線が東京から新青森まで来ると、いったいどうなるの

でしょう。少し推理してみたいと思います。

　東京から新青森駅までの到達時間は、ＪＲの発表で開業時

は３時間２０分程度、２０１０年度末に新型車両を投入し３

時間１０分程度まで短縮し、それ以降は段階的にスピード

アップを図り３時間５分程度を当面の目標にしているようで

す。

　東京から３時間１０分、これを東海道新幹線と比較すると

東京・岡山と同じ位の移動距離となります。出張、観光で出

かけた時に青森と言うと遠いですね、と言われた方も多いの

ではないでしょうか。実際、東京などでは青森や弘前の位置

は、山陰の鳥取や出

雲地方と同じ位遠い

と思われているよう

です。開業によりこ

のイメージは徐々に

払拭されて行くので

はないでしょうか。

　11月９日㈰、津軽ひろさき検定第２回初級（おべさま検定）
試験が弘前大学と東京都品川区の人事労務会館で行われまし
た。２回目の今回は277人が申し込み、261人が受験。合格者
は186人でした。合格率は71.3％、平均得点は75.7点、最高

得点は96点でした。最年少合格者
は20歳、最高齢合格者は81歳。
　第１回中級（おべ博士検定）試験
は、初級合格者を対象に３月８日㈰、
弘前大学と東京都目黒区の大橋会館
で開催されます。
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　現在、東北新幹線 “ はやて ” は八戸駅まで概ね１時間に１

本の割合で運行され、朝７時から夜８時まで時刻表で確認す

ると下りで１５本で、ＪＲの２００７年度の下り１日当たり

では盛岡～八戸間で６，４００人が利用し、八戸～青森間で

は３，８００人となっております。

　新青森駅が開業し、より東京～青森間が身近になると観光

やビジネスなどでの新幹線利用者が増え、弘前への入り込み

数もこれまで以上に多くなることが予想されます。

　あとは、開業に備えて準備をするだけであります。ＪＲに

は新青森駅までの在来線の列車ダイヤを全ての新幹線に接続

させるよう要望していかなければなりませんし、観光に携わ

る人もそれ以外の人も市民一丸となって受け入れ体制を整え

なければなりません。これからの取組みで街が元気になるの

ではないでしょうか。

　弘前を訪れる方をた

だ待っているのではな

く、私たちの取り組み

次第で、プラスαの効

果が得られるこのチャ

ンスを逃してはなりま

せん。

ではないでしょうか。

　弘前を訪れる方をた

だ待っているのではな

次第で、プラスαの効

果が得られるこのチャ

せん。
画像協力：ＪＲ東日本青森支店 画像協力：青森新幹線交流推進課

大根おろし、かつおぶし等の薬味や具が器を
彩り、冬は鍋焼きうどんが冷えた体をあたた
めます。心よりご来店をお待ち申し上げま
す。


