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長　勝　寺

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

April

4月

May

5月

June

6月

■12日（日） 弘前城ミス桜コンテスト［弘前文化センター］

■　〃 第24回青森県少年学年別柔道選手権大会［青森県武道館］

■23日（木）～5月5日（火） 弘前さくらまつり［弘前公園］

■26日（日） 平成21年度東北北部三県弓道連合審査会［青森県武道館］

■29日（水） 星の里マラソン2009そうま［相馬球場付近］

■ 2日（土） 青森県高等学校春季大会体操競技［弘前中央高校］

■ 3日（日）・4日（月） 第28回津軽三味線全国大会［弘前市民会館］

■ 5日（火） 桜花グランプリ争奪2009・第24回津軽五大民謡全国大会［弘前市民会館］

■　〃 青森県消防協会中弘支部定期観閲式［弘前公園追手門前・レクリエーション広場］

■ 8日（金）～17日（日） りんご花まつり［弘前市りんご公園］

■ 9日（土） 青森県作業療法士大会［ホテルニューキャッスル］

■ 9日（土）・10日（日） 第11回津軽路ロマン国際ツーデーマーチ［弘前市ほか］

■　〃 青森県高等学校春季大会（バレーボール・ボウリング競技）［弘前市内］

■15日（金）～16日（土） 第32回日本栄養アセスメント研究会［岩木文化センター］

■15日㈮～17日㈰・23日㈯・24日㈰ 青森県高等学校春季大会硬式野球競技［弘前市営球場ほか］

■16日（土） 全日本リンゴ追分コンクール［弘前市民会館］

■21日（木）～22日（金） 第59回国立大学工学部長会議総会［弘前大学理工学研究所］

■ 5日（金）～8日（月） 第62回青森県高等学校総合体育大会［弘前市内］
 （体操・テニス・なぎなた・弓道・バドミントン・ソフトボール競技）

■ 6日（土） 弘前大学創立60周年記念式典・学術講演会［弘前文化センター］

■20日（土） 古都ひろさき花火の集い［弘前市岩木川河川敷運動公園（悪戸地区）］

■28日（日）※予定 よさこい津軽［土手町通り］

■　〃 チャレンジヒルクライム岩木山2009［津軽岩木スカイライン・岩木山総合公園］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。

津軽三味線全国大会
　今年で 28 回目となる「津軽三味線全国大会」。毎年
多くの津軽三味線奏者が技術を競い合い、全国から注目
を集めています。津軽三味線奏者の登竜門ともいえるこ
の大会、迫力ある津軽三味線をご堪能ください。

4┃HIROSAKI STAGE NEWS/Vo.6

　　　　　2004年より本
堂・御影堂の保存修理工事
が行われていた長勝寺。昨
年末に工事が完了しまし
た。本堂は、こけら葺の屋
根や土間を再現するなど、
創建当時の姿にかなり近い
ものとなりました。1610
（慶長15）年にこの地に本
堂が建立されてから、来年で400年を迎えます。この機会に観
光のお客様へぜひご案内を！
※一般公開は4月中旬ころからの予定。
■弘前市西茂森1-23-8　　■☎0172（32）0813
■見学時間／9：00～16：00　
■休館日／11～3月（要問合せ）
■拝観料／大人￥300（￥250）　小人￥250（￥200）
　＊（　）内は25名以上の団体
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弘前観光ボランティアガイドの会会長
中　谷　敏　右

と

と

　弘前を観光地として一躍有名にしたのは弘前城跡の満開の桜
であろう。会期中２５０万人もの観光客を集めるからだ。
　記憶を辿ると、４月の末に観桜会（かんごう会）が始まり大
きなサーカスが来る。楽団が哀調を帯びたジンタ。客引きのマ
イクのだみ声。象、ライオン、虎、猿、犬も見られる。オート
バイの曲乗り、見世物、ストリップなどの客引きのマイクの声
に盛り上がる。二の丸は丑寅の櫓から南内門までの間には二階
建ての料理店、カフエー、バーなどが軒を並べる。
　お客さんの服装が、男性は背広にネクタイ、女性は和服の訪
問着とみなきちんとしている。花の下での酒宴は家人の手作り
のご馳走で、花見の宴は城内の至るところで繰り広げられる。
園内は地面が見えない程で１日で４５万人の人出だと新聞に書
かれたこともあった。それは昭和３０年頃までで出店でさくら
が見えないような猥雑なものであった。
　『弘前観桜会』から『弘前さくらまつり』となったのが、昭
和３６年である。

　平塚晶人著の「サクラを救え」１６９頁で、「現在の弘前公
園のさくらまつりは、ほかの地域のそれと比較して実に整然と
そして優雅に行われている。出店や催しものの会場は本丸から
遠く離れた四の丸に集められ、園内には琴の音だけが静かに流
されている。そのせいで、本丸や二の丸付近では、花見客の砂
利を踏む音がことさら高く響く。飲食が禁止されているわけで
もなく、大道芸人も許可を得て入っており、活気がないわけで
はない。しかし、そこには不思議な静寂が流れ、秩序が保たれ
ている。多くの地のさくらまつりが、歌謡曲が流れ、赤い布が
敷かれた縁台が並び、出店から出る煮炊きの煙がその間を流れ
ているといった状況になっているなか、その雰囲気は他と一線
を画している。」と述べている。
　この雰囲気が観光客にとっての癒しの空間となっているのだ

弘前城写真コンテスト・入選作品「桜のれん」・撮影／逓駅隆英

弘前観光コンベンション協会
ホームページバナ

ー広
告を

はじ
めま
した
！

http://www.hirosaki.co.jp
年間・約110万アクセス（ページビュー）

　平成21年4月から当協会のホームページにバナー広告を掲
出いたします。Yahoo！で「弘前　観光」と検索すれば、常
に最上位に表示される当協会のホームページは、観光客をタ
ーゲットとする会員様には、インターネット広告で他では得

①バナー1

⑧バナー4

⑨バナー4

⑩バナー4

⑪バナー5 ⑫バナー5

②バナー1

③バナー2

④バナー2

⑤バナー3

⑥バナー3

⑦バナー3

ろう。弘前の桜花は日本一。その美
しさをさらに引き立てているのが天
守閣、本丸から見える岩木山、園内
の松の緑だろう。そこで育まれた私
たち『弘前観光ボランティアガイド
の会』の会員一人一人の思いが、通
年観光でも『弘前さくらまつり』の
ガイドには特に力が入る。さあ、笑
顔でお客様を迎えよう。 昭和30年  観桜会の様子

■日　時／平成21年5月3日㈰・4日㈪
　　　　　両日9：20～
■場　所／弘前市民会館大ホール
■入場料／両日券 3,500 円　当日券 2,000 円
■問合せ／津軽三味線全国大会実行委員会
　　　　　☎ 0172（27）6438

られない効果を発揮す
るものと考えておりま
す。初回の募集は締め
切りましたが、随時募
集をしていますので詳
しいことは、当協会事
務局までお問い合わせ
下さい。
☎0172（35）3131



冬季観光視察研修を終えて

天守閣 隅櫓それ
とも

それ
とも ？？弘前城は

文 化 財 識ミ 二 知
知って

徳かな
？

パレモコ・エトワール
宮　川

sh
o
p 6 特典▶3,000円以上お買い上げの

　　　方に粗品
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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22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
観光ガイド・プランナー養成講座（2月2日～3月2日の毎週月曜日） まちなか寺子屋

（2月6日～3月6日）

インバウンド観光セミナー（1月22日、2月26・27日）

sh
o
p 1

特典▶ご飲食代3,000円以上で10％割引
　　　※2名様以上でのご利用に限る
　　　※ランチでのご利用不可

うまいもん処 竃
比内地鶏の炭火焼き鳥が自慢の「うまいもん
処　竃（かまど）」。むつ湾から直送のお刺
身もおすすめです！郷土料理「ホタテ貝焼き
味噌」は地元の方はもちろん、観光のお客様
にも喜ばれます。また、地酒や焼酎も豊富な
種類を取り揃えています。おいしい肴と、お
いしいお酒をぜひ一度ご賞味下さい！

■弘前市駅前町11-12　■☎0172（32）2412
■営業時間／11：00～15：00、17：30～25：00
（木曜日：夜の営業のみ、日曜日：昼の営業のみ）
■Ｐなし

sh
o
p 2 居酒屋 あどはだり 特典▶早来店セット 4：00～7：30

　男性1,850円（お通し・小鉢・刺身・焼魚）
　女性1,700円（お通し・小鉢・カマンベー
　　ルチーズ・フルーツみつ豆）
　上記に生ビール2杯、日本酒2本、
　カクテル2杯のうちいずれか。

いつでも、聴きたい時にリクエストに
応じて生の津軽三味線を聴かせてくれ
る「あどはだり」。店の名前は、三味

■弘前市住吉町8
■☎0172（34）6600
■営業時間／16：00～24：00
■定休日／不定休　■Ｐ有

㈳弘前市物産協会
①さくらはうす ②武徳殿物産販売所

sh
o
p 3

特典▶お買い物代5％
割引※四大まつり期
間中及び酒類は除く

社団法人弘前市物産協会のアンテナショップ「さくらはうす」（弘前市立観
光館内）、「武徳殿物産販売所」（弘前公園内）では、地元会員各社が提供する
商品を多く取り揃えております。りんごを使ったお菓子やジュース、伝統
工芸の津軽塗やこぎん刺しなど、津軽ならではのお土産をお探しの方は、

■①弘前市下白銀町2-1　②弘前公園内
■☎①0172（33）7002　②0172（33）5283
■営業時間／①9：00～18：00（まつり期間除く）
　②9：00～17：00（4月～11月23日）
■Ｐ①有（観光館地下駐車場）　②なし
■http://www.hirosaki-bussan.or.jp/

sh
o
p 4 南津軽 錦水 特典▶ご宿泊のお客様に、ラウンジドリンク券

　　　サービス
　※ご予約時にカードご利用をお知らせ下さい

緑の中にひっそりとたたずむ大鰐温泉「南津軽　錦水」。日本庭園が織り
成す四季折々の風情を楽しみながら、樹齢2,000年を誇る「古代檜の湯」
でリラックスタイムを。日常の喧騒を離れ、日頃の疲れが癒されます。贅
を尽くした空間で、一流のスタッフによる最高のおもてなし。のんびりと
過ごしてみませんか？

■南津軽郡大鰐町字上牡丹森36-1
■☎0172（47）5800
■営業時間／チェックイン15：00
　　　　　　チェエクアウト12：00
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://www.kinsui.co.jp

sh
o
p 5 ㈲アブラ土谷商店

特典▶①当店現金会員価格より2円
　割引（ただし現金払いのみ）
　②当店洗車メニューの30％割引

大学病院の通りにある小さいガ
ソリンスタンドです。お客様は
オーナードライバーが主体で高
齢者、女性客が多く来店してい
ます。ガソリン価格は市内でも
安値に挑戦しています。

■弘前市本町77-3
■☎0172（32）7576
■営業時間／
　　平日　7：30～20：00
　　日曜　8：00～18：00

パレモコは、マンション「グローリア初穂」の1Fにあり、化粧品、ギフ
ト、食品、服飾雑貨を取り扱っています。化粧品は「ミツコ」「夜間飛
行」などの香水で有名なゲラン化粧品の専門店です。その他にも「さく
ら」にこだわったおしゃれな小物がいっぱい。アットホームな雰囲気で、

■弘前市鉄砲町2-2  グローリア初穂1F
■☎0172（34）1234
■営業時間／月～木13：00～18：00
　　　　　　金・土10：00～18：00
■定休日／日曜日　■Ｐ有

　「コンベンション」とは、大会・学会、講演会、展示会、

イベント、祝賀会など一定の目的を持った人が集まる催しを

いいます。コンベンションの地域に与える影響・効果は大き

く社会・経済・文化など幅広く及びます。

　コンベンションを開催すると直接的経済効果として、主催

者の準備運営・事前打合せ等の費用があり、参加者が消費す

るものとして、宿泊・飲食費その他費用が上げられます。

　また、主催者や参加者の消費支出により、各産業が原材料

やサービスの生産活動を行うことで間接的経済効果が生じま

す。こうした働きはいろいろな業種に及び、その影響は限り

なく続いていきます。

●コンベンションの誘致活動
　誘致活動は大学や地域団体、首都

圏などの学協会の事務局を訪問し弘

前市での開催を呼びかけるものです

が、誘致が成功したとしても、３年～

５年後に開催されるのが一般的です。誘致にあたってＩＭＥ

（国際ミーティング・エキスポ）に青森県コンベンション誘

　「インバウンド観光セミナー」を実施し、インバウンド観
光の全国的な動向や外国人観光客を受け入れるノウハウなど
を学びました。外国人観光客の受け入れ基盤をしっかりと整
備し、また弘前市としてだけではなく、広域で連携し誘客増
進を図っていきたいと考えています。

致協議会と協同で参加しており、全国よりコンベンション関

係の団体・企業が一堂に会し、密度の濃い商談会・展示会・

ビジネスマッチングが行われます。

●開催支援
　コンベンション開催助成金の交付・会場の事前予約・歓迎

看板の掲出・各種パンフレットの提供・開催に必要な各種業

者の紹介などがあります。

【助成金交付対象のコンベンション】

・県内で開催されるもの

・県外参加者が、県内宿泊施設に延べ100人以上宿泊するもの

　※ただし、営利目的のものや行政の関わりが深い団体　　

　　が開催するもの等は適用除外となります。

　助成金の申請は開催前年の 8月末までに大会主催者の組

織図、定款、役員名簿、前年度大会資料を提出して青森・八

戸・弘前の観光コンベンション協会とむつ下北観光コンベン

ション誘致推進協議会で受け付けます。

ぜひお立ち寄りください。

はじめての人でも気軽に入れる心地よ
いお店です。

　「空がくもろが小雨が降ろが　光り輝くお城の天守」
と弘前小唄に歌われる弘前城天守。
　現在、全国各地に126余りの天守がありますが、江戸時

代末までに築城された天守となると、姫路城や松本城、そして弘前城など僅か12城だけ
しか現存していません。
　このように全国に名だたる弘前城天守なのですが、城郭研究者の間では、実は今なお天
守か隅櫓かと議論されている建物なのです。それは、二の丸側の東と南面では、千鳥破風
の小屋根を備えた端正で立派な天守なのですが、本丸と北側の２面は、千鳥破風の小屋根もなく、鎧戸の付いた窓だ
けで、その外観は櫓そのものです。天守の外観がこんなに違うのは、全国で弘前城だけです。今度、お城へお出かけ
の際は、是非ご一見下さい。

　さて幕府が規制する中、何故弘前で天守を再建できたのか、何故こんな外観となったのかは、またの機会といたします。

　２月10日～12日までの２泊３日で、友好都市斜里町の「知

床オーロラファンタジー｣ をはじめとする北海道の各地の雪

まつりを視察しました。

　知床オーロラファンタジー、流氷観

測、さっぽろ雪まつり、小樽雪あかりの

路、支笏湖氷濤まつりの５つのイベント

を見学し感じたことは、雪も流氷も自然

のものであり「あるものを最大限に活用

し、みせる」ということでした。例えば、

「支笏湖氷濤まつり」の氷像は湖水を利

用しており、また「小樽雪あかりの

路」では、葬儀等で使われたロウソ

クをリサイクルしているということ

です。元々そこにあったものを最大

限に活用して「みせる ( 見せる・魅

せる)」ことにより、更なる誘客にも繋がるのだと感じました。

　地球温暖化により、北海道も、当地弘前も今後は雪を最大

限に活用した冬季観光のシフトチェンジを余儀なくされるこ

とが予想されます。当協会では、今回の北海道各地の取り組

みを視察したことからヒントを得、冬季観光の新しいコンテ

ンツとして、和と洋が調和する弘前らしい素朴で温かい「灯」

をコンセプトとした仕掛けづくりの検討を始めました。

県外参加者の延べ宿泊数
100人～199人
200人～299人
300人～499人

30万円以内
50万円以内
70万円以内

※助成金は調整される場合があります。

500人～999人
1,000人～1,999人
2,000人～

100万円以内
200万円以内
300万円以内

助成額（1件あたり） 助成額（1件あたり）県外参加者の延べ宿泊数
【助成金額】

何コンベンションって何？コンベンションって何？コンベンションって何？コンベンションって何？ンベンシ ン て何？
Hiro
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ki 
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会
の活
動

小樽雪あかりの路

知床オーロラファンタジー

線の曲名と、津軽弁で「もう一度」の意味。津軽三味線を聴きながら飲む
酒は、「もっともっと」と言いたくなるはず。創作料理をメインに「ピン

ピン焼き」など手頃でおいしい
料理はいかが？

（本丸側）

（二の丸側）

　弘前市まちなか情報センターで、土手
町界隈の歴史を学ぶ「まちなか寺子屋」
を開催しました。藩政時代の資料などか
ら近代のものまでユーモアを交えた講義
や、最終日には「土手町界隈検定」を行
い、同町の魅力を再発見・再認識しまし
た。

　弘前商工会議所にて「観光ガイド・プランナー養成講座」
を開催しました。もともとある地域資源を見直し活用する
「あるもの活かし」をキーワードに、別府の「オンパク」を
はじめ他地域の事例を学びながら、津軽・弘前の新たな地域
資源を探ろうと、約50名が熱心に耳を傾けました。

IME 商談会の様子


