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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

April

4 月

May

5月

June

6月

■11日㈰ 弘前城ミス桜コンテスト［弘前文化センター］
■　〃 第25回青森県少年学年別柔道選手権大会［青森県武道館］
■18日㈰ 弘前観桜射会［青森県武道館］
■23日㈮～5月5日㈬ 弘前さくらまつり［弘前公園］
■24日㈯ 第13回ABA青森県小学生バレーボール選手権大会［青森県武道館］
■　〃 第26回わんぱく相撲大会弘前場所［青森県武道館］
■26日㈪～28日㈬ PLASMA2010［弘前大学創立50周年記念会館］
■29日㈭ 第13回未来コンサート・第8回弘前桜の園作曲コンクール［弘前文化センター］
■　〃 星の里マラソン2010そうま［相馬球場付近］
■1日㈯・2日㈰ 青森県高等学校春季大会（体操競技）［弘前中央高校］
■3日㈪・4日㈫ 第29回津軽三味線全国大会［弘前市民会館］
■　〃 第22回青森県弘前市岩木全国凧揚げ大会［岩木海洋センター］
■5日㈬ 2010桜花グランプリ争奪・第25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］
■7日㈮～10日㈪ 青森県高等学校春季大会（バスケットボール競技）［弘前市民体育館　ほか］
■7日㈮～16日㈰ りんご花まつり［弘前市りんご公園］
■8日㈯・9日㈰ 第12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（弓道競技）［青森県武道館］
■15日㈯ 全日本リンゴ追分コンクール［弘前市民会館］
■15日㈯・16日㈰ 第10回北日本医歯薬看護学生体育大会女子バレーボール競技［青森県武道館］
■22日㈯ 第53回全国印刷緑友会青森大会 in ひろさき［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前］
■22日㈯・23日㈰ 第11回東北シニアバドミントン競技大会［青森県武道館］
■29日㈯・30日㈰ 第59回東北中国学会大会［弘前大学創立50周年記念会館・アソベの森いわき荘］
■5日㈯～7日㈪ 第63回青森県高等学校総合体育大会（ボウリング・バレーボール・ソフトテニス・卓球・弓道競技）［弘前市内］
■11日㈮～13日㈰ 第29回全国城下町シンポジウム津軽弘前大会［弘前市民会館　ほか］
■18日㈮・19日㈯ 第108回東北整形災害外科学会［ホテルニューキャッスル］
■19日㈯ 第5回古都ひろさき花火の集い［岩木川河川敷運動公園］
■　〃 第17回日本ニュージーランド学会総会［弘前大学］
■24日㈭・25日㈮ 電子情報通信学会［弘前大学］
■26日㈯ 第27回日本胆膵病態・生理研究会［ホテルニューキャッスル］
■27日㈰ チャレンジヒルクライム岩木山2010［岩木山総合公園・岩木スカイライン］
■　〃 よさこい津軽［土手町通り］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。
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春春春

　春を待ちわびているのは人間だけではない。４月中旬、岩木山南麓
に陽が強く射し始めると次から次へと花が咲き始める。
　ミズバショウは湿地に咲く花。山麓のいたるところに咲き、湯段温

「春、花いっぱいの岩木山」「春、花いっぱいの岩木山」
岩木山観光協会　事務局長　小山　伸吉

栄 螺 堂（さざえどう）

　天保 10年（1839）、商船の航行や作業中に出た遭難死亡者
や天明・天保の大飢饉での餓死者の供養塔として建立。八角形
の内部は右回りの回廊と直進階段を併用して昇降します。東北
では福島県会津若松市と、ここ弘前市の２つしかなく大変貴重
なものです。
■弘前市西茂森２丁目　■問合先／0172（32）6556［蘭庭院］

㈳弘前観光コンベンション協会

通常総会懇親会平成
22年
度

■日時／平成22年５月26日㈬
　　　　16：00　通常総会　　　17：45　懇親会
■会場／ホテルニューキャッスル　　■会費／6,000円（お一人様）

泉の沼にはザゼンソウと一緒に『春一番』
を気取る。弘前城の桜まつりが賑わう頃、
南斜面の足元から6,500本のオオヤマザク
ラの濃いピンクの花と深紅の葉が同時に色
付く。ソメイヨシノの花弁が白いのに対し

て、この楚楚とした風情のある色合いを好む人も多い。８㎞、７㎞、
３㎞と桜並木は全長20㎞。毎日少しずつ並木道の桜が咲くのと歩調を
合わせるように、カメラを手にした県内外からのお客が増えてくる。
「祭り」も無く、ライトアップをしているわけでもないから売り込み
としてはあるがままの美しさを謳っている。家族づれが、桜の木の下
でお弁当を広げている風景を見るのは微笑ましい。
　５月上旬までのオオヤマザクラと同じ頃に、自生するカタクリの花
が咲く。可憐で紫色の鮮やかなカタクリの花のファンは多い。
　百沢の桜林公園のソメイヨシノが咲くのは、カタクリの花を楽しん

だすぐ後だ。岩木山では、ソメイヨシノよりオ
オヤマザクラが先に咲く。陽のあたる時間や標
高差があるからだというが、その年の気候など
で咲く時期が違う。公園の中には約1,000本、
県道３号線から公園までの道もソメイヨシノの
桜並木になっている。公園は、キャンプ場にもなっているので、この
時期は「お泊り花見」をする人が県外からも来る。
　桜林公園の花吹雪が舞う頃、岩木山麓東側のりんご園に白い花が咲
く。りんごの花は、その咲き具合でその年の収穫を予測できるとい
う。りんご農家の人にとっては勝負の時期、「花摘み」作業がスター
トするのはこの後だ。
　岩木山の残雪「雪形」は、全国でも数が多いので有名だ。ウサギ、
鶴などいろいろな形に見えるのは楽しい。昔は、この雪形の形状を読
んで、苗作りや種まきなどの時期を決める目安とされていた。山の南
斜面にはこの頃、雪から目覚めた山野草が咲き始める。６月上旬には
岩木山固有の種のミチノクコザクラ。コケモモやイワヒゲなど、８月
半ばまで300種以上の山野草が次々と咲く。登山家達が最も楽しみに

している時期でもある。
　岩木山の春は「花園」。まだまだ、ここ
で紹介できない花がいっぱい咲く。ゆった
りとした時間で、花々を楽しんでいただき
たい。

※内部見学時は要予約。予約後、蘭庭
　院で栄螺堂の鍵を受け取り、自由
　見学。見学終了後鍵を戻します。
※説明はつきません。
※12月～３月は冬期休館。

弘前観光コンベンション協会
ホームページバナ

ー広
告

募集
中！

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

募集中

募集中

津軽弘前市場
（準備中）

募集中

　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
告で他では得られない
効果を発揮するものと
考えております。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

弘前城が

に認定されました！
　読売新聞創刊 135 周年を記念して新時代
の景観を選ぶ「平成百景」に当市の弘前城が
認定されました。

ミチノクコザクラ

ミズバショウ

カタクリ

岩木山総合公園横側より撮影
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p 6 りんごの専門店　ナカムラ
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p 2 東　　　家
大きな生け簀を眺めながら、新鮮な活魚を食べられる和食処。店内は落ち
着いた雰囲気でゆっくりお食事が楽しめます。ランチは1,000円から。小
鉢がたくさんついている「よくばりランチ（1,200円）」は女性に人気の一
品。お寿司やうなぎ、天ぷら、スッポン料理などメニューも豊富なので、
ご家族、お友達同士でのお食事や宴会、お客
様のおもてなしにもぴったりのお店です。

■弘前市城東北3-1-12　■☎0172（27）0333
■営業時間／11：00～14：30
　　　　　　17：00～22：00（L.O.21：00）
■定休日／年中無休　■Ｐ有
■http://www.azumaya.tv
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p 4 み か み 工 芸
全国で唯一、伝統工芸品あけびづる細工を製造・販売しています。店内に
は、岩木山や八甲田山に自生する良質のあけびづるを使って編み込んだす
べて手作りの籠や花器、バッグなどが店
内いっぱいに並んでいます。山葡萄の皮
や根曲がり竹の作品も魅力的です。

■弘前市茂森町19-1
■☎0172（34）6978
■営業時間／8：30～17：00
■定休日／なし（10～3月は日曜）
■Ｐ有
■http://www16.plala.or.jp/mikamikougei/

りんごの街・弘前から全国においしいりんごを！昭和24年創業以来、ご
贈答用からお手ごろ価格のものまで、こだわりのりんごやりんごジュース

■弘前市駅前町17-13　■☎0172（32）3988
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／不定休　■Ｐ有
■http://www.nakamura-kajuen.com/

を取り揃えております。インターネットでの販売
も行っており、旬の美味しさをそのままに、全国
発送も承っています。ＪＲ弘前駅の近くにお店が
ありますので、観光客の方にも便利な立地で大変
喜ばれております。

■コ ー ス／弘前市まちなか情報センター（集合）⇒つきや（手芸店）⇒
　　　　　　弘前昇天教会⇒魚菜センター⇒こぎん刺し体験
■開催期間／毎週火曜・水曜日（さくら・ねぷたまつり期間、年末年始を除く）
■開催時間／13：30～15：30
■旅行代金／お一人様　1,500円
■募集人員／１日５名（最少催行人員１名）
■お申込み／参加日の３日前まで
■問合せ先／㈳弘前観光コンベンション協会　☎0172（35）3131

会
けやぐ

員 の お 店 紹 介

会員のお店をご紹介するコーナーです。会員
広場のの

　今年 12月に迫った東北新幹線全線開業に向け、弘前城雪燈籠まつ
りを充実させるため、まつり期間に併せて弘前雪明りが開催されま
した。弘前雪明りの効果も大きく、理想的な天候もあいまって夜も
人が途切れず、人出は昨年を８万人上回る 36万人となりました。

　岡山市の天満屋ハピータウン岡南店で物産
と観光キャンペーンが開催され、相馬市長が
「弘前りんご」のＰＲをし、りんごの試食販
売などをした他、観光ブースではパンフレッ
トを配布し、観光ＰＲに努めました。

　上野駅中央コンコースに北東北三県の
桜のポスターを掲出、桜まつりのパンフ
レットを配布し多くのお客様に印象付け
たほか、新幹線の問合せが多く全線開業
することに関心を集めていました。

　ＪＲ横浜駅西口で観光パンフレット配
布や観光ビデオで紹介したほか、津軽三
味線の演奏、ミス桜による観光ＰＲや築
城 400 年祭マスコットキャラクター「た
か丸くん」も登場し、イベントを盛り上
げました。

津軽ひろさき物産展と観光キャンペーン（岡山市）

　表参道で四季の風景写真や伝統工芸
品の紹介、また、津軽藩ねぷた村から
のライブ中継を交え、首都圏の人達と
情報交換が行われたほか、特産品の販
売や青森ねぶたの運行が行われ、約３
万人もの観客を魅了しました。

とことん青森2010 in 原宿表参道

　横浜大さん橋国際客船ターミナ
ル　ナッチャン World 船内で、物
産イベントが開催され、県産の魚
介類、野菜、果物の物産展のほか、
新幹線クイズ大会や観光ＰＲブー
スにてパンフレットを配るなど、
約１万人の来場者となり大盛況に
おわりました。

まるっとあおもりナッチャンWorld in YOKOHAMA

春の北東北　上野駅パネル展示

どんな冬？ワンダフユ！青森

1月23日・24日

2月19日～21日

3月5日

3月6日

2月19日・20日

東北新幹線全線開業に向け、
　　　首都圏を中心に観光PRをしてきました

活動レポート
弘前で初の観光協会会長サミット

観光サポート人材育成事業

外国人旅行者受入対策セミナー

フィルムツーリズムセミナー

　12月の東北新幹線全線開業に向けて、津軽地域と秋田県大館
市の各観光協会会長らによる初の「津軽地域観光協会会長サ
ミット」が開催され、観光関係者約150人が出席しました。観光
協会会長らが全線に向けて地域の課題、連携の必要性、今年の抱
負などを発表し、「観光戦略共同宣言」を行いました。当協会の清
藤会長は「各地の観光資源を線で結び、お互いの弱点を補い合っ
て最大限に生かすことができる。連携することでさらなる観光
振興へつなげ、元気よく発信していきたい」と語りました。

【観光戦略共同宣言】
①津軽地域の情報・魅力の共有と互い
　の地域資源の活用
②多様化したニーズに応える魅力ある
　観光資源の整備
③効果的なＰＲ活動で津軽地域の魅力
　を全国に発信
④おもてなしの心のさらなる向上

　東北新幹線が全線開業する年を迎え、多くの観光客が青森を訪
れることが期待されることから、観光に携わる者としておもてな
しの心を上手に伝え、また再来訪していただけるように「感動を与
える接客応対」について学びました。

　訪日外国人旅行者の全国の動向を把握し、弘前地区の今後の誘
客・受入戦略の方向性を考えるとともに、外国人観光客が当地を訪
れた際、見やすく、わかりやすく、利用しやすいパンフレットや
ホームページの作成、施設のサイン板などの多言語化（外国語表
示）について学習しました。

　2010年に弘前でロケが行われ、2011年３月に全国公開を予定
している映画「津軽百年食堂」の制作者をお招きし、２日間に渡っ
て、映画制作現場の生の声をお聞きし、シナリオを基に弘前が誇る
ロケーション候補地を巡りました。

　北国の厳しい寒さを凌ぐために生まれ、現代に受け継がれる
「こぎん刺し」を気軽に楽しく体験するコースが新登場。どこか
北欧を思わせる可愛らしい幾何学模様のデザインは若い世代にも
人気。昨年 12月より「りんごスイーツちょい食べコース」をス
タートさせたガイドグループ「ふれ～ふれ～ファミリー」の地元
主婦と、楽しくおしゃべりをして、津軽のおやつを頬張りながら、
弘前の生活文化を体験してみませんか。自分だけの「こぎん」は、
津軽の旅路の想い出、自分へのご褒美にきっとなるはずです。

弘前感交劇場　新旅行商品紹介弘前感交劇場　新旅行商品紹介弘前感交劇場　新旅行商品紹介
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p 3 手焼き津軽路　小山せんべい
創業60余年、弘前公園東門近くで元祖手焼きせんべいを毎日実演販売し
ています。昔ながらの美味しいせんべいの歯ご
たえを残し、大粒のクルミやアーモンド、ピス
タチオなどを入れ、１枚１枚丹精込めて焼き上
げています。素朴で懐かしい味わいとサクサク
感は、年配の方から若い方にも人気です。

■弘前市大浦町5-3　■☎0172（36）8088
■FAX／0172（36）8089
■営業時間／８：00～18：00
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://oyamasenbei.com/index.html
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p 5 石 場 旅 館

創業明治12年
北の商舗

■弘前市元寺町55
■☎0172（32）9118
■営業時間／
　　チェックイン　15：00
　　チェックアウト10：00
■Ｐ有
■http://ishibaryokan.com/
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p 1 串　の　坊
旬彩料理と串揚げが旨い評判のお店。おまかせコースは2,000円、串揚げ
は１本120円。自慢の日本酒セラーには全国の銘酒約50種が並び、本格
焼酎も80種と充実の品揃えです。尚、姉妹店・禅では今後メニュー構成
を新企画し、ちょっと新しい禅を
志しています。
【姉妹店／炭火亭　禅】

■弘前市鍛冶町22-1カネヨビル1F
■☎0172（32）8636
■営業時間／17：00～23：00
■定休日／日曜日
■Ｐなし

　今年は、四の丸イベント会場にある大雪像「青森銀行記念館」
を一回り大きくし、キャラクターや滑り台を製作したほか、追

●弘前城雪燈籠まつり

●弘前雪明り

　今年、初の試みとなった弘前雪明り
の吉野町緑地会場では、約 70名の市
民によるワンコの雪像づくりや、ス
ノーブロックカフェの設置、夜には各
所でロウソクが灯され、来場した方々
は口をそろえて「きれい」と感激していました。また弘前公園会場
では、杉の大橋付近から東門にかけて雪壁を設置し壁をくりぬき、
夜にはキャンドルを置いて火を灯しました。メインの北の郭では、
来場者にキャンドルを渡し、好きな箇所に置いてもらうなど、多く
のお客様が楽しんでいました。

弘前城雪燈籠まつりと
　　弘前雪明りを終えて
弘前城雪燈籠まつりと
　　弘前雪明りを終えて

（イメージ図）

手門から二の丸には、一般団体、企
業などの製作した雪燈籠、西の郭に
は約 300 基のミニカマクラを設置
しロウソクを灯して幽玄な世界を演
出しました。
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