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■1日㈯ 第33回日本比較文化学会全国大会［弘前学院大学／全国100］
■2日㈰ 第9回弘前・白神アップルマラソン［追手門広場スタート］
■7日㈮ 第26回北海道・東北地区小学校家庭科教育研究大会弘前大会［弘前市立大和沢小学校／北日本150］
■9日㈰・10日㈪ 第4回弘前スポレク祭［弘前市運動公園　他］
■10日㈪ 第19回青森県太鼓フェスティバル［弘前文化センター］
■13日㈭・14日㈮ 第49回東北特別支援教育研究大会青森大会［青森県武道館・弘前市総合学習センター　他／北日本700］
■14日㈮・15日㈯ 第15回JR東日本グループ水泳大会［平川市ゆうえい館・弘前プリンスホテル／東日本100］
■14日㈮～16日㈰ 津軽の食と産業まつり［弘前市運動公園内弘前克雪トレーニングセンター］
■　〃 国際リンゴ・フォーラム イン 弘前［弘前大学　他］
■　〃 青森県高等学校新人大会体操（新体操）競技［弘前市民体育館］
■16日㈰ 第30回青森県空手道選手権秋季大会［青森県武道館］
■16日㈰・22日㈯・23日㈰ 第46回秋季県下弓道選手権大会［青森県武道館］
■21日㈮ 平成23年度秋季県下高校弓道大会［青森県武道館］
■21日㈮～11月13日㈰ 弘前城菊と紅葉まつり［弘前公園］
■28日㈮～30日㈰ 第62回全日本弓道遠的選手権大会［青森県武道館］
■29日㈯・30日㈰ 青森県高等学校新人大会弓道競技［青森県武道館］
■29日㈯～11月27日㈰ 工藤甲人追悼展［弘前市立博物館］
■30日㈰ 藤田記念庭園20周年記念イベント［藤田記念庭園］
■　〃 万笛博覧会meets津軽民俗芸術祭［弘前文化センター］
■　〃 第2回青森県武道館小中学生相撲大会［青森県武道館］
■3日㈭～6日㈰ 青森県高等学校新人大会ボクシング競技［弘前市民体育館］
■4日㈮・5日㈯ 2011弘前景観まちづくりシンポジウム［弘前文化センター］
■5日㈯・6日㈰ 第26回日本植生史学会大会［弘前大学／全国200］
■　〃 青森県高等学校新人大会ボウリング競技［Vボウルカフェ弘前］
■6日㈰ 日本古武道演武大会弘前大会［青森県武道館］
■　〃 沼田面松斎顕彰会［誓願寺］
■10日㈭・11日㈮ 電子情報通信学会ネットワークシステム研究会［弘前大学／全国100］
■　〃 日本リモートセンシング学会第51回学術講演会［弘前大学／全国100］
■12日㈯・13日㈰ 第9回バスマップサミットin弘前［弘前市立観光館・追手門広場／全国100］
■13日㈰ 津軽ひろさき歴史文化観光検定第4回中級（おべ博士検定）試験［弘前商工会議所会館］
■19日㈯・20日㈰ 青森県高等学校新人大会バレーボール競技［青森県武道館　他］
■19日㈯～21日㈪ 平成23年度青森県高体連空手道専門部秋季大会［青森県武道館］
■20日㈰ 第17回弘前市場まつり［弘前水産市場］
■26日㈯・27日㈰ 日本病院薬剤師会東北ブロック第1回学術大会［ホテルニューキャッスル・弘前文化センター／東北450］
■27日㈰ たか丸くんお誕生日会＆弘前おもちゃフォーラム2011［岩木文化センター「あそべーる」］

■1日㈭ 歳末チャリティー2011・第28回年忘れ名士かくし芸大会［弘前市民会館］
■1日㈭～H24.2月29日㈬ 津軽ひろさき冬の旅キャンペーン
■10日㈯ The津軽三味線2011［弘前市民会館］
■10日㈯～H24.1月15日㈰ 企画展「弘前の文化財」［弘前市立博物館］
■23日㈮ 弘前城築城400年祭エンディングセレモニー［弘前公園］

※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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　平成23年7月3日から始まり毎週日曜日10時から15時、駅前と上土
手町を結ぶ歩行者専用道路がマルシェに大変身する。市民参加型市場
弘前マルシェ「FORET]（以下フォーレ）と名付けられたそのストリ
ートでは、野菜や果物などを販売する農家が、おそろいのエプロン姿
で道行く人に声をかける。またテントや什器、カフェテーブルまでも
が統一され、さながらフランスのシャンゼリゼ通りを彷彿とさせる。
それにしても弘前のまちは、何をやっても絵になるまちである。
　世界自然遺産「白神山地」の豊かな恵みに活かされたこの地域の食
文化は、全国に誇れるものであり、その食文化
を支えてきたのは言うに及ばず農業である。農
家の元気が地域の活力であるという観点からフ
ォーレが目指すのは、‘生産者自らが値段を付
けられる農業’である。そう言われると、自ら
が値段をつけられていないと批判されているよ
うな、農家にとっては決して耳触りのいい話題
ではないと思うが、食の安全安心が叫ばれる昨
今、消費者にとっては生産の苦労話や自慢話は

弘前城写真コンテスト佳作作品「落ち葉と雪と」
撮影／板垣　博　　撮影地／弘前公園

弘前マルシェコンソーシアム
会長　渋谷　拓弥

弘前

マルシ
ェ

大きな付加価値であり、フォーレではその分が値段に反映せれている
ことを知っていて欲しい。
　フォーレ専用の真っ白なテントの下には、真っ赤なトマトやりん
ご、オレンジ色のにんじん、新緑のきゅうりやアスパラが彩りを添
え、清水森ナンバ、嶽きみなどの固有種が個性を引き出してくれる。
ジャムやハチミツ、納豆、味噌だれなどの加工品に加え、農家の手作
りスイーツも魅力のひとつ。また、駅前公園遊歩道にはオブジェが立
ち並んでいて散策の時に楽しめる。買い物や散歩の合間にはオープン
カフェで一息ついて、街に流れる空気をカラダ全体で感じてみるの
も、ハイカラ文化の弘前流と言える。
　さらに「おいしい弘前を、もっとたくさんの人に届けたい。」とい
う思いから、フォーレで扱う新鮮でおいしい農産物を地元以外の人に
も味わってもらうために、ネットショップを開設している。PRから
受注まで運営者がサポートするシステムで、出品農家は自身でインタ
ーネットができなくてもネット販売ができる。主にオフシーズンをカ
バーすることができるため、1年間を通じて弘前のおいしさ・安全性
などを全国に発信することが可能と
なった。
　弘前市の中心市街地のストリート
で生まれた市民参加型市場、弘前マ
ルシェ「フォーレ」。そこでは農家
が主役の新しいまちづくりが始まっ
ている。

お楽しみプレゼント企画

Ａ：たか丸くん長袖Tシャツ…2名　Ｂ：ひろさき街歩きガイドブック…5名
【応募方法】はがき・FAX・Eメールに①～④の必須事項を記入の上ご応募ください。
　①商品名　Ⓐたか丸くん長袖TシャツまたはⒷひろさき街歩きガイドブック
　②お名前　③住所　④電話番号
【はがき】〒036-8588　弘前市下白銀町2－1
　　　　　弘前観光コンベンション協会　お楽しみプレゼント係宛
【Eメール】hirokan5@jomon.ne.jp
★応募締切　10/31㈰
※なお応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。
　当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募は、ハガキまたはEメール、ＦＡＸからお一人様1回のみ
　とさせていただきます。
※ご記入ご入力いただいた個人情報は、プレゼントの発送手配
　に関る作業以外に使用することはありません。

会員の皆様へ 第3弾！10月下旬発売の新作「たか丸くん長袖Tシャツ」を一足お先にプレゼント！！

フジテレビ
金曜プレステージ「所轄刑事６」「所轄刑事６」「所轄刑事６」「所轄刑事６」ロケ

　７月上旬にサスペンスドラマ「所轄刑事６」のロケが、弘前公園、りんご公園、
岩木山神社等、弘前市内数カ所で行われました。
　船越英一郎主演の所轄刑事シリーズ６作目で、保険金殺人の犯人を追う斉木刑
事（船越）と梢田刑事（的場浩司）の２人が事件解決に挑
むコミカルタッチな刑事ドラマです。市民ボランティア約
10名がエキストラ出演した他、地元アイドル「りんご娘」
も出演しております。放送は、今秋にフジテレビ系列で全
国放送される予定です。是非、ご覧ください。

　毎週日曜日（10 時から 15 時）に開催してい
る『弘前マルシェ』に弘前市りんご公園も参加

しているんです。人気のお菓子や調味料の他、りんご公
園のスタッフが自信を持って作った「りんご入りいがめ
んち」を販売しております。そのままでも美味しく召し
上がれますので一度ご賞味ください。
★りんご入りいがめんち
　　　　　……１個100円
★りんご入りいがめんちドック
　……１個120円（弘前マルシェ限定）
※数に限りがございますので、売り切れの場
　合はご了承くださいませ。

　10月からは、早生系ふじ、トキ、千秋、紅玉、清明、ジョ
ナゴールド、北紅、世界一、シナノスイート、陸奥、北斗、
星の金貨、王林、金星、ふじなどのもぎとりが出来ます。
その他涼香の季節、こうたろう、こうこう、あいかの香

りなどめずらしい品種もあります。
試食を用意しておりますので、旬の
りんごを食べに是非、弘前市りんご
公園にお越しください。

〈お問い合わせ〉弘前市りんご公園　☎0172-36-7439

ちょっと、ひとやすみ

りんごもぎとり体験実施中！

コーナー

もぎとり体験受付時間／9：00～16：20

present Ⓐ

present Ⓑ



りんご収穫体験や選果場ツアー等イベント盛り沢山！！

※イベント内容は変更になる場合がございます。詳細についてはお問い合わせ下さい。
弘前市りんご公園　☎0172（36）7439

旧農家住宅にて実施中！！
〈１部〉10：30～
〈２部〉13：00～

会　　場／弘前市りんご公園
期　　間／11月5日㈯～11月13日㈰　10：00～
イベント／選果場ツアー、りんご収穫体験、りんご餅つき、巨大
　　　　　アップルパイ実演販売、流しりんごラーメン、りん
　　　　　ご大食い大会、バルーンアート、りんご娘ライブ、り
　　　　　んごの販売やりんごグッズの出店

津軽昔語り

sh
o
p 6 アップルウェーブ
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かくみ小路にある気軽にスペイン料理が楽しめるお店です。県産米を使ったパ
エリア、スペイン産生ハム、エビのニンニクオリーブ炒めがお薦めです。パ
エリア、スペイン産生ハム（ハモンセラーノ）も入った飲み放題コース（2時
間4,725円～）が好評です。秋からは、大好評のラクレットチーズが始まりま
す。各種パーティープランもございますので、お気軽にお問合せください。

■弘前市新鍛冶町8（かくみ小路）
■☎0172（37）2803
■営業時間／12：00～14：00
　　　　　　17：30～22：00
■定休日／火曜日　■Ｐ／なし
■http://www.saianpatio.com/index.html  

sh
o
p 3 キタエアップル

徹底した品質管理と、いかなるお客様のご要望にも確実に応える供給力で、
“一年を通して新鮮で美味しいりんごをお届けする”をモットーにりんご販売を
しております。ご贈答から家庭用りんご、果汁100％ストレートりんごジュー
ス、りんごジャムなど、豊富なラインナップからお選びいただけます。お気軽
にお問い合わせください。

sh
o
p 4 ナクア白神ホテル＆リゾート

錦秋に染まる岩木山の紅葉をご家族またはグループ、カップルで！360度のパ
ノラマを1台の貸切りキャビンでご覧下さい。眼下には津軽平野と日本海、天
気が良ければ北海道まで望む絶景です。ホテルダイニングルームでのランチと
温泉がセットになったお得なプランもご用意しております。

■西津軽郡鯵ヶ沢町鯵ヶ沢高原
■☎0173（72）1011
■秋の紅葉ゴンドラ営業日時／
　10月8日㈯～10月23日㈰　7：00～14：00
　ゴンドラ往復料金／大人1,500円　子供750円
　お得なゴンドラ＆温泉＆ランチセット／大人2,500円　子供1,500円
■http://www.naqua-shirakami.jp
※天候等により営業時間の変更または運休する場合がございます。

sh
o
p 5 「道の駅」ひろさきサンフェスタいしかわ

東北自動車道大鰐弘前ＩＣから車で５分程にある道の駅。新鮮な農産物や地元
の素材を生かした様々な加工品が所狭しと取り揃えています。中でも、獲れた
てりんご・とうふかまぼこ・りんごパイは人気商品。その他、手作りジェラー
ドや当駅限定の生ロール等、スウィーツも豊富。お土産も充実していますの
で、ドライブがてらお立ち寄りください。

■弘前市石川字泉田62-1
■☎0172（92）3366
■営業時間／4～10月…9：00～18：30
　　　　　　11・3月…9：00～18：00
　　　　　　12～2月…9：00～17：30
■定休日／8月13日午後、年末年始
■http://michinoeki-hirosaki.jp　

弊社は、地域に密着した「コミュニティFM放送局」として、“地域の活性化”
“市民情報の共有化”“地域の防災”の３つを基本理念に、平成12年3月4日に開局
しました。現在は、放送や様々なイベントの他に、今年６月18日に〝弘前ラ
イブニュース～アップルストリーム〟という「弘前のいま」を動画で配信する
サイトを開設しました。ニュースの他に、学校行事や地域行事など、より地域
に密着した情報を、現場の生中継と取材・編集した動画をホームページを通し
て皆さんにお届けしています。

■弘前市土手町38　したどてスカイパークビル2F　
■☎0172（38）0788　■FAX0172（38）0790
■リクエスト＆メッセージ／☎0172（39）1874　FAX0172（36）1105
■e-mail／788@applewave.co.jp　■http://www.applewave.co.jp
■弘前ライブニュース～アップルストリーム／http://applestream.jp
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活動レポート
2011弘前ねぷたまつり概要 7/31特別運行

　今年の弘前ねぷたまつりは、昨年より２団体少ない82団体が出
陣。会期中は天候に恵まれ、まつり期間中の人出は、７月31日の特
別運行が10万人、弘前ねぷたまつりが昨年より2万人減の161万
人、なぬか日スペシャルが２万人、合計で昨年より10万人多い
173万人となりました。復興支援のメッセージを掲げたねぷたが
数多く見受けられたほか、26団体のかわいい「たか丸くん」や趣向
を凝らしたねぷたが見られました。ねぷたまつりコンテストは、
県知事賞組の部が２年連続で西地区ねぷた親交会が受賞し、扇の
部は９年連続で茂森新町ねぷた同好会
が受賞しました。震災や原発事故の影
響で団体ツアー客は減少しましたが、
個人や少人数の観光客が増え、東北を
旅行することが復興支援に繋がるとい
う意識が浸透してきているようです。

　開会セレモニーに集まった参加団
体や市民の皆様と黙祷を奉げた後、
弔砲を上げ、被災地の方角を向き笛
の大合奏をしました。また、道路が川
のように見えるように、水で霧を発
生させその中をねぷたが燈籠流しの
ように連なって見える様をねぷたで
再現し、観客を魅了しました。

8/7なぬか日スペシャル
　７日の夜、県道にねぷたを10台並
べ、２台のねぷたと弘前城燈籠を燃
やすことで震災の邪気を払い、多く
の囃子手による戻り囃子の演奏で会
場を盛り上げ復興にむけた元気を発
信しました。県道に並べたねぷたと
炎をあげて燃えるねぷたの融合は今
までにない幻想的な世界をつくりま
した。

素朴な家庭料理から本格的な和料理まで楽しめ、お酒の種類も豊富、着物の
スタッフと津軽のおしゃべりで過ごしてみませんか。コース料理は4,000円か
ら、個室、禁煙の間もございます。あらかじめの予約がベストです。

■弘前市北川端町12-2
■☎0172（34）9077
■営業時間／17:00～23:00
■定休日／日曜日（祭日不定休）
■Ｐ／なし

　弘前城築城400年祭の本年は、まつり会期をこれまでより７日間延長し、弘前城のもみじの見頃とりんごの主力品種ふじの収穫期を会期に取り
込み、まつり前半を「菊花」、後半を「もみじ」と「りんご」を見所として、りんご公園のりんご収穫祭と合わせて実施します。会場には、菊の
誓願寺山門や懸崖菊等の設置、また、菊花で飾りつけした船を濠に浮かべる他、菊人形場面では菊人形の歴史や作り方を紹介する等、内容も充実
させました。また、今年は弘前城築城400年祭記念イベントとして弘前公園を広範囲で散策する「宝探し」や幻想的な光のアート「デジタル掛け
軸」を天守や辰巳櫓に投影し、もみじの紅葉等の特別照明と合わせて、夜の弘前公園を演出します。

デジタル掛け軸（D-K LIVE）
「天空に描く鎮魂と未来」11月9日㈬～12日㈯

宝探しイベント

「弘前城を守る伝説の珠玉」
10月21日㈮～11月13日㈰

□会　期／平成23年10月21日㈮～11月13日㈰　9：00～17：00　　　□会　場／弘前公園内「弘前城植物園」
□入場料／〈弘前城植物園入場料〉大人〈高校生以上〉…300円（240円）　　小人〈小・中学生〉…100円（80円）
　　　　　〈弘前公園本丸・北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園の共通入場料〉
　　　　　　　大人〈高校生以上〉…500円（450円）　　小人〈小・中学生〉…160円（130円） ※（　）内は団体10名様以上

　・弘前城天守／日没～午後９時　　・辰巳櫓／日没～午後７時
　デジタル掛け軸（Digital-Kakejiku）とは、世界的に活躍するデジタ
ルアーティスト長谷川章氏が創作。コンピューターでアトランダムに組
み合わせたおよそ100万枚の画像を数台の大型プロジェクターで風景や
建物に投影、ゆっくりと映り変わる幻想的な光の芸術です。弘前城天守
や辰巳櫓を舞台に二度と同じ映像を見ることができない「一期一会の
アート」を天空に描く鎮魂と未来をテーマにお楽しみいただきます。

　宝の地図に記載されている謎を解いて、弘前
公園内に隠されている宝箱を探します。
　３つの宝箱に記載されてあるそれぞれのキー
ワードを集めると、最後の宝箱（４つ目）の場
所が分かります。最後の宝箱に記載されている
キーワードを発見報告所に報告し、ゲームクリ
アとなります。
　ゲームクリアの方、先着
10,000名様に弘前城築城
400年祭マスコットキャラ
クターたか丸くんシールを
プレゼントする他、抽選で
豪華賞品が当たります。

※長谷川章（デジタルアーティスト）
　ＣＭディレクターとして数千本の作品
を製作し、日本民間放送連盟ＴＶＣＭ部
門最優秀賞受賞。その後、日本人の持つ
無常の精神からＤーＫを創作考案。これ
までに、世界各国や大阪城、二条城、東
京都庁などでＤ－Ｋを投影し、アメリカ
のパブリックアート2007のベストアー
ティストにも選ばれています。

弘前城築城400年記念バージョン

■弘前市境関字西田34-2
■☎0120（422）224　■FAX0172（27）1154
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜日　■Ｐ／有
■http://applemate.jp
■e-mail／ap-mate@kitaeapple.co.jp

 知ってる？！ その1

　弘前の街は起伏に富んでいる。街の中央には川が流れ、その川岸を
ローカル線が走る。主要道路の裏には風情のある細い路地や緩やかな
坂が現れる。暮らしの中にさりげなく佇むそれらの風景は〈弘前百景〉
の一つと言えるのではないでしょうか。これから数回にわたり、街角
の見慣れた風景の中にあるちょっとした謎やエピソードを特集して行
きます。
　下土手町の中三側バックストリートを歩いたことがあるでしょう

か？土淵川が下土手町のラインに沿って大きくカーブを描いて流れてい
きます。その川岸を西北の方へ歩を進めながら土手町側を見ると中三の
裏の入り口は地下１Ｆにあたるところにあります。下土手町と裏通りを
つなぐスカイパークビルの横の細い通路には階段があり、意外に標高差
があることに気づきます。その標高差は商店が軒を連ねる表の通りから
は見えないので、普段はあまり気にもとめませ
んが、建物１階分くらいの違いがあります。こ
の標高差から下土手町は土淵川の土手に通りが
作られたということが見えてきます。そういう
角度から見ると「土手町」の町名の由来もうな
ずけるような気がします。

りんご収穫祭

【発見報告所】
　観光館、観光案内所、まちなか情報センター


