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■1日㈰ 元旦「冬のお山参詣」安全祈願［岩木山神社］
■6日㈮ 第20回鷹揚旗中学校選抜剣道大会［青森県武道館］
■7日㈯ 第33回青森県学生かきぞめ席書大会［青森県武道館］
■8日㈰ 二十歳の祭典［弘前市民会館］
■9日㈪ 弘前市・西目屋村消防団出初式［土手町十文字～一番町交差点］
■12日㈭～24日㈫ JR東日本「大人の休日倶楽部」期間
■　〃 冬の禅林街坐禅体験［禅林街］※３日前までに当協会へ要予約
■14日㈯・15日㈰ 大学入試センター試験［弘前大学］
■23日㈪ しめなわ奉納裸参り［鬼沢地区・鬼神社］
■　〃 津軽の厄払いと鬼っこツアー［鬼神社］※1/16まで当協会へ要予約
■28日㈯～29日㈰ ウィンターフェスティバル2012［弘前市りんご公園］
■28日㈯～3月25日㈰ 企画展「人を象る」［弘前市立博物館］
■6日㈪ 沢田ろうそくまつり（前夜祭）［沢田神明宮・岩谷堂］
■6日㈪ 弘前感交劇場ツアー「沢田ろうそくまつり」［沢田神明宮・岩谷堂］※1/30までに当協会へ要予約
■9日㈭～12日㈰ 第36回弘前城雪燈籠まつり［弘前公園］
■　〃 弘前雪明り［弘前公園・吉野町緑地ほか］
■10日㈮ 弘前感交劇場ツアー「津軽酒蔵めぐり」［六花酒造・カネタ玉田酒造］※3日前までに当協会へ要予約
■10日㈮～12日㈰ 岩木山南麓豪雪まつり［嶽温泉郷・百沢温泉郷・岩木スカイライン・岩木山観光協会］
■11日㈯ 洋館ゴスペルライブ［日本基督教団弘前教会礼拝堂］
■12日㈰ 洋館ゴスペルライブ［カトリック弘前教会礼拝堂］
■　〃 弘前感交劇場ツアー「冬の坐禅体験と精進料理」［盛雲院・普門院］※7日前までに当協会へ要予約
■18日㈯ 青森県小学校団体卓球大会［青森県武道館］
■25日㈯～26日㈰ 弘前大学前期入学試験［弘前大学］

■29日㈬～3月3日㈯ INTERNATIONAL WORKSHOP on the NATURAL RADIATION EXPOSURES
 　　and LOW DOSE RADIATION EPIDEMIOLOGICAL STUDIES［弘前大学50周年記念会館］
■4日㈰ 津軽ひろさき歴史文化観光検定第2回上級（おべ仙人）試験［弘前商工会議所・東京大橋会館］
■5日㈪ 青森県立高校前期入学試験
■10日㈯・11日㈰ 第26回岩木山スキーマラソン大会［岩木青少年スポーツセンター（スタート・ゴール）］
■12日㈪ 弘前大学後期入学試験［弘前大学］
■14日㈬ 青森県立高校後期入学試験
■25日㈰ 第12回青森県ちびっこ手踊り王座決定戦［弘前市民会館］

※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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　２０１０、新たなロウソクの火が点され「弘前雪明り」が始まりま
した。正真正銘、ゼロからのスタートを実感した２０１０、「チョッ
と」ひとひねり、創意工夫を求められプレッシャーのかかった２０１
１、その中でも、私が携わった吉野町緑地会場のエピソードを少しだ
けお伝え出来たらと思います。
　吉野町緑地の場所は皆さまご存知ですか？吉野町にある吉井酒造煉
瓦倉庫に隣接し、弘南鉄道大鰐線の線路に囲まれたあの一画です。春
から秋にかけこの場所は、隣の倉庫のレンガ色、公園を囲む芝生のミ
ドリ色、中央には幾何学模様を思わせる配置に植えられたラベンダー
が発するウスムラサキ色など、多くの色彩が色遊びをしている空間な
のです。でも皆さま、忘れちゃいませんよね、あれを。緑地のシンボ
ル、奈良美智さんの作品「AtoZ Memorial Dog」の存在を。オフホワ
イトでもなければベージュでもない。あえて表現するなら優しいシロ
色、このシロ色が見る者の心を和ませるのです。
　ところが「弘前雪明り」の開催は２月と聞きます。雪が積もった
頃、この会場を下見した時の、あの冷や汗はもちろん寒いからじゃあ

「弘前雪明り」
吉野町緑地伝説

npoharappa 理事　畠山　秀文

りませんでした。ビビったからなのです。あの色とりどりの吉野町緑
地は「真っ白けの毛」何もないように見えてしまう、まさしくゼロな
感じがするのです。最初、この白いキャンバスに数十個のキャンドル
をアトランダムに散りばめてみる。結果はなんだか寂しい。もっと数
を増やしてみる。今度はなんか綺麗。もっともっと数を増やしてみ
る。キャンドルの、ほのかなキ色味が静謐な時間と意識の昇天を思わ
せる。圧倒的なキャンドルの数で、ここは特別な空間に生まれ変わる
ことを確信した最初の年でした。
　二年目となった２０１１。さあ、事業改善の年です。キャンドルの
種類を増やし、リサイクルされたロウソクを使うなど、環境を意識す
る気持ちの余裕もでてきました。但し、このロウソク、とってもデリ
ケート、取扱い注意を超えて、要注意の品物でした。また、わんちゃ
ん雪像づくりを心底楽しんでくれている家族を拝見すると、こちら
が泣けてきます。素敵な場面は何度拝見しても良いものです。他に
も、Caféや飲食の充実を図り、サーカス小屋を連想させるタワーも出
現し、たくさんのフラッグも掲げました。アカ色やキ色のフラッグが
立ち並び、フラッグの数を数えていくと…。圧倒的にシロ色の旗が多
い。なんで？そのうちに、スタッフみんなが少し意地悪そうに言い出

　今年は雪合戦大会等のイ
ベントの他、29日には「世
界一受けたい授業」でおな
じみ松延先生の『雪の中の
実験室』を開催します。
　冬のりんご公園を満喫し
よう。

【日時】1月28日㈯～29日㈰　10：00～15：00
【場所】弘前市りんご公園 ※天候や積雪量により内容が変更になる場合があります。

ウィ
ンタ
ー

フェ
ステ
ィバ
ルウィ

ンタ
ー

フェ
ステ
ィバ
ルウィ

ンタ
ー

フェ
ステ
ィバ
ルウィ

ンタ
ー

フェ
ステ
ィバ
ル

28 291月

りん
ご公
園

2012

コミュニケーション・ショップ　どて箱

　昨年に引き続き藤田記念庭園洋館を期間限定で開館
します。喫茶室では、アップルパイ食べくらべプレート
やフレーバーティーが大人気！
　雪景色を眺めながら、ティーブレイクしませんか！！
【営業日】

【営業時間】9：00～17：00　【入館料】無料

1月 1日～3日、7日～9日、12日～29日
2月 4日～12日、18日、19日、25日、26日
3月 3日、4日、10日、11日、17日～20日、24日、

25日、31日

藤田記念庭園
洋　館

藤田記念庭園
洋　館

冬期開館のお知らせ

　　　　中土手町に 2011 年 6 月に
オープンした自分で創る自由空間、コ
ミュニケーションスペース「どて箱」。
店内には、青森県内の “ ものづくり ”
の人達の様々な作品を展示販売してい
る「あらかると箱」、オリジナルケー
キやランチパイ等を提供する「喫茶コ

■「どて箱」
　弘前市土手町112-1 ☎0172-34-7121

ーナー」もあり、人の手が生み出す作品との出会いを楽しみながら、

まちなか
情報センター

弘前パーク
ホテル

みちのく
銀行

郵便局

イトー
ヨーカドー

どて箱

土手町

弘前
駅前

“ ものづくり ” をキーワードに人々が集ま
り、人と人の輪が広がることで、町の活性
化を目指しています。
　また、弘前いがめんち食べるべ会の事務
局も担っているので、いがめんちの情報や
会員店紹介等、大型マップで見られますよ。

お楽しみプレゼント企画
Ａ：たか丸くんスタッフトレーナー（男女兼用）

Ｓ…3名／ＸＬ…2名
Ｂ：グラスハープで聴くやすらぎのスノーフレイクCD…5名
【応募方法】はがき・FAX・Eメールに①～⑤の必須事項を記
　　　　　　入の上ご応募ください。
　①商品名　Ⓐたか丸くんトレーナー（希望サイズS又はXL必須）
　　　　　　ⒷグラスハープCD
　②お名前　③郵便番号　④住所　⑤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　1/31㈫

※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、ＦＡ
　Ｘ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4弾！

※この他のイベント情報は当協会ホームページ（イベントカレンダー）をご参照下さい。http://www.hirosaki.co.jp

Ⓐ Ⓑ

した。「これって、白旗？今年で降参ってこ
と？」いえいえ、そんなことはございません。
現在、２０１２年の「弘前雪明かり」に向け
て、委員全員邁進中です。ご期待ください。

「弘前雪明り」弘前公園会場



津軽の厄払いと鬼っこツアー1 猿賀神社七日堂祭2
　鬼神様を祀る鬼神社で行われる水垢離や裸参りの見学をはじめ、
様々な伝説の残る周辺の寺院を散策します。

平成24年1月23日㈪　7：45～15：30

◆お一人様3,800円
◆定員30名（最少催行人員20名）
◆申込締切 
　　平成24年1月16日㈪まで

　ろうの流れ具合から豊凶を占う、四百年以上前から続いている奇祭
「ろうそくまつり」を見にいきます。

平成24年2月6日㈪　16：15～20：15

◆お一人様3,800円
◆定員30名（最少催行人員20名）
◆申込締切 
　　平成24年1月30日㈪まで

　津軽の酒蔵見学と、地酒の試飲を楽しみます。

平成24年2月10日㈮　13：20～16：30

◆お一人様4,500円
　（1名様よりお申込可）
◆最少催行人員2名、定員20名
◆申込締切 
　　開催日の3日前まで

　地元ガイドと冬の禅林街散策。坐禅体験、そして精進
料理と食の話にふれます。

平成24年2月12日㈰　9：50～13：00

◆お一人様6,500円
　（1名様よりお申込可）
◆最少催行人員10名、定員30名
◆申込締切 
　　開催日の7日前まで

　毎年猿賀神社で行われる、その年の豊凶や天候を占う「七日堂祭」や
津軽の一代様を巡ります。

平成24年1月29日㈰　9：30～14：48

◆お一人様3,800円
◆定員30名（最少催行人員20名）
◆申込締切 
　　平成24年1月20日㈮まで

沢田ろうそくまつり3

津軽酒蔵めぐり

冬のライトアップ洋館散歩

冬の坐禅体験と精進料理

　乳穂ヶ滝氷祭では昔から氷結したこの滝の太さ、形状等によってそ
の年の津軽の作物の豊凶が占われます。この自然界が作り上げた氷の
芸術品を見学に行きませんか。

平成24年2月19日㈰　8：30～15：00

◆お一人様4,200円
◆定員30名（最少催行人員20名）
◆申込締切 
　　平成24年2月10日㈮まで

乳穂ヶ滝氷祭4
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〈お申込み・お問合せ〉
　『津軽ひろさき冬の旅』特設ホームページ　http://fuyunotabi.exblog.jp/　㈳弘前観光コンベンション協会　☎0172-35-3131

期間中毎日（年末年始等は除く）
17：30～19：00

◆お一人様1,000円
　（1名様よりお申込可）
◆申込締切　開催日の3日前まで

ビビットナイト

期間中毎日（年末年始等は除く）
17：00～21：00の希望する1時間
◆お一人様2,000円
　（2名様よりお申込可）
◆申込締切　希望日の前日まで

津軽三味線三昧

期間中毎日（年末年始等は除く）
16：00～20：00

◆お一人様7,500円 or 8,500円
　（2名様よりお申込可）
◆申込締切　開催日の7日前まで

リンゴのつまみ食いコース

毎週水・金・土・日（年末年始は除く）
13：30～15：30

◆お一人様2,000円
　（1名様よりお申込可）
◆申込締切　開催日の3日前まで

今年の津軽ひろさき冬の旅は、弘前城雪燈籠まつりや弘前雪明り
等を中核イベントとする他、昨年度モニターツアーで好評を得た
津軽地域の冬の伝統行事ツアーを展開し冬の魅力を発信します。

今年の津軽ひろさき冬の旅は、弘前城雪燈籠まつりや弘前雪明り
等を中核イベントとする他、昨年度モニターツアーで好評を得た
津軽地域の冬の伝統行事ツアーを展開し冬の魅力を発信します。津軽地域冬の伝統行事ツアー
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p 6 さくら野東北弘前店
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p 2 み ん ぱ い
低価格で本物の中華料理を！をモットーとして、日々頑張っております！
ユーリンチー定食、担担麺、週のおすすめ等ご好評頂いております。特に週の
おすすめは通常メニューとは違う組み立てになっております。

■弘前市八幡町2-8-7
■☎0172（36）8948
■営業時間／11：00～15：00
　　　　　　17：00～20：00
■定休日／毎週月曜日
　　　　（祝日の場合その翌日）
■http://www3.plala.or.jp/minpai/
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p 3 沓 澤 商 店
青森県産のおいしいりんごを皆様にお届けしています。津軽の豊かな自然の中
で、やさしく大切に育てられた「完熟りんご」。自社の加工場もあり、りんご
ジュースは一滴の水も加えず、砂糖・香料・保存料を一切加えていない「完熟
りんご」の本当の味を、お楽しみいただけます。
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p 4 山のホテル
津軽の秀峰岩木山の南麓に良質の湯が沸いてから約340年。以来嶽温泉は岩木
山の豊かな自然とともに湯治湯として親しまれてきました。ゆったりとした時
の流れ。居心地のいい、やすらぎの空間。久しぶりに懐かしい故郷に帰ったよ
うな安堵感。ただそこにいるだけで、温かなぬくもりにつつまれる。そんな宿
が、ここに、あります。

■弘前市大字常盤野字湯の沢19
■☎0173（83）2329
■FAX0172（83）2608
■営業日時／食事処マタギ亭　11：00～16：00
■定休日／水・木（冬期間のみ）要問合せ
■http://www.yamanohotel.com
■mail@yamanohotel.com
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p 5 弘前駅ビル　APPLIESE
ファッション、ライフスタイル、スイーツ、カフェ、青森の特産品などが揃
い、弘前駅から直結で便利に楽しくお買い物ができます。弘前市内では、ここ
だけのショップも。弘前みやげは、アプリーズで！！
26の専門店が皆様のご来店をお待ちしております。

■弘前市大字表町2-11　■☎0172（36）2231
■営業時間／10：00～20：00
　〈1F〉サンクス…24時間営業
　　　　ミスタードーナツ…7：00～21：00
　　　　そば処…6：20～20：00
　〈2F〉ドトールコーヒー…7：00～20：00
■定休日／なし　■Ｐ／50台収容（30分間は無料）
■http://jre-abc.com/　

津軽地方の文化・行政・商業の中心、弘前市の準郊外に立地。ヤング〜ファミ
リー対応のファッション集積と百貨店の自主編集売場による奥行きのあるＭＤ
に加え、シネマコンプレックス・アミューズメントゾーン天然温泉・ホテル・
ボウリング場などを備えた「郊外型複合商業施設」として高い支持を頂いてお
ります。

■弘前市城東北3-10-1　
■☎0172（26）1120
■営業時間／10：00～19：00
　※4Fレストラン11：00～19：30
　　（L.O. 19：00）
■Ｐ／無料駐車場完備（平地・立体含め2,200台）
■http://www.sakurano.info/
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活動レポート
東北新幹線全線開業1周年記念関連イベント

津軽民謡と津軽三味線の生演奏が聴ける居酒屋形式のライブハウスです。素朴
なお料理と、美味しいお酒を楽しみながら、迫力満点のライブをご堪能くださ
い。演奏開始時間・19時過ぎ〜・21時過ぎ〜（桜まつり・ねぷた祭り期間は
変更になります。）

■弘前市大町1丁目2-4
■☎0172（36）1835
■営業時間／17:00～23:00
■定休日／第1・3月曜日
　　　　　（変更の場合あり）
■Ｐ／専用駐車場なし

■弘前市大字石川字中川原26-2
■☎0172（92）2302
■FAX0172（92）3344
■定休日／日曜日・祝日・年末年始
■http://kutsuzawashoten.ldblog.jp

　12 月 4 日東北新幹線新青森駅開業１周年記念イベントが弘前駅あずま
しロ～ド特設会場と駅前広場で開催されました。
　午前 10 時にあずましロ～ド特設会場でＪＲ秋田支社の吹奏楽団ＲＭＣ

（レールウェイ・ミュージック・クラブ）による駅中ミニコンサートの演
奏が開業１周年をお祝いするムードを高めました。
　この日に合わせ、ＪＲ秋田支社河野支社長から弘前市、
弘前商工会議所、㈳弘前市物産協会、㈳弘前観光コンベ
ンション協会に感謝状が贈られ、会場にいた多くの参列
者からたくさんの祝福の拍手をいただきました。
　開会式では葛西弘前市長より「昨年 12 月 4 日に開業
し多くのお客様で賑わうものと期待していた矢先に東日本大震災が発生
し、春から夏にかけての観光産業は大きな影響をうけましたが、その後

4 月 29 日には新幹線が全線で運転を再開し、9 月
23 日には通常ダイヤで運転となり完全復旧しまし
た」とあいさつし、ＪＲ東日本や復旧に向けた関係
者のご努力に敬意を表されました。開会式終了後に

は、りんごとホットアップルジュースの振る舞い、こ
ひつじ保育園のかわいい演舞、自得児童館のよさこい
演舞などが披露されました。特設会場では干支金魚ね
ぷたの制作実演も行われ観光客の目を引いていまし
た。午後からは駅中ミニコンサートととして渋谷幸平
さんの津軽三味線演奏、ＲＭＣの演奏、ご当地アイドルりんご娘ミニコン
サートが開催され多くの観衆を喜ばせていました。フィナーレは弘前市七

夕会によるねぷた囃子を披露しイベントを終了しまし
た。駅前広場では観光関連団体の連携により黒石観光
協会、岩木山観光協会、秋田県大館市観光協会が出店
し黒石やきそばやみそつけタンポの販売などで駅にに
ぎわいを創出したほか、前日には前夜祭として、新た

な連携により函館市からクリスマスファンタジー用にカナダ
から寄贈された 20 本のツリーうちの 1 本を提供していただ
き、友好と希望のツリーに熊谷弘前駅長よりスイッチを入れ
ていただきました。ツリーはイルミネーション開催期間と同
じく 2 月 29 日まで午前 10 時から午後 9 時まで点灯されて
いますので是非弘前駅あずましロ～ドへお越しください。

 知ってる？！ その2

　元寺町は昔、映画館銀座といえるくらい、平成の最初の頃まで映画館が多
かったことをご存じだろうか？　昭和の全盛時には、東宝、スカラ座、ニュー
オリオン、松竹オリオンの４館が密集していた。ニューオリオンは、映画館
の形状を巧みに活用し現在は若者の音楽の聖地ライブハウス・マグネットと
して賑わい、スカラ座は駐車場に、東宝はコンビニエンスストアに姿を変え
た。スカラ座、東宝があった場所の裏手（現在のびっくりドンキーとコンビ
ニエンスストアの間）にある小径が「榎小路」。なぜ、榎小路と呼ばれてい
るのかというと、伝説によれば、南朝の落人である一人の僧が津軽へ来て金

沢山観音寺（現在の山観普門院）へ身を寄せていたそうで、やがて亡くなっ
たため、現在、小路の入口にある榎神社の場所へ葬り、塚（墓）の印として
１本のエノキを植えたことが由来している。その塚が霊験あらたかで、ぎゃ
く疾（熱病の一種）に効果があるとされ、人々に信仰されてきた。その一方で、
この地を踏んだり、枝を折ったりするとケガをしたり、鼻血が出るといった
災いがおこると言われ、固く禁じられていたのだ
という。エノキのそばには小さな祠があったそう
で、その祠を神社として立て直し、榎神社となり
現在に至っている。この界隈には昭和の初期、割
烹店があったそうで、太宰治も小説『津軽』の中
で、自身が官立弘前高等学校在学中に芸者たちと
ここでご飯を食べたことを回想している。


