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第6弾！お楽しみプレゼント企画
『たか丸くん半袖ポロシャツ』（男女兼用）…５名
　　　　　　　　　　　　※カラーはお任せ下さい
【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『たか丸くん半袖ポロシャツ』、サイズ（SSS～XL）
　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　7/31㈫

※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
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夏夏

　青森県内で行われているねぷた祭りやねぶた祭りは、本来、旧暦７
月７日の七夕に燈籠を川や海へ流す「眠り流し」の行事である。江戸
時代には、この燈籠は単純な四角形であった。それがしだいに幕末近
くになると人物などをかたどった複雑な形へと発達し、さらに大型化
していった。明治時代には扇ねぷたが考案され、弘前ねぷたはしだい
にこれが主体を占めるようになり現在にいたっている。
　ところで、祭りの中心は若者たちであるが、同時に子どもたちも重
要な部分をになっていた。大きな町内のねぷたには大勢の子どもたち
が参加し、ねぷたの綱を引いたり囃子に加わったりするのは今も昔も
変わらない弘前ねぷたの光景である。また、かつては子どもたちが小
さなねぷたを自ら制作し、それを引いて歩くことも多かった。ねぷた
の材料は付近の民家から手頃なもの失敬したものだと古老はいう。
　また、子どもたちが小さなねぷたを手に持ってねぷたに参加したり
したものであった。この小型ねぷたには扇型のものや金魚をかたどっ
たものが多かった。特に金魚ねぷたは、そのかわいらしい造形から市
民によく親しまれてきた。金魚ねぷたの由来については次のような説
がある。
　津軽地方には江戸時代から飼育されてきた固有の金魚があり、その

「弘前子どもねぷた」「弘前子どもねぷた」

元青森県立郷土館学芸課長 成田　敏

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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■1日㈰ 第3回国際こども文化芸術交流Junior Artist Festival バリ島からこんにちは！［弘前市民会館］
■　〃 弘前城薪能を楽しむためのワークショップ第5回『能の音楽と宇宙─囃子コンサートと舞』［弘前文化センター］
■　〃 平成24年度東北地区大学体育大会（バドミントンの部）［県武道館主競技場］
■　〃 第67回国体弓道競技最終選考会（成人の部）［県武道館弓道場］
■1日～10月28日の毎週日曜日 弘前マルシェFORET［えきどてプロムナード（JR弘前駅～上土手町の歩行者専用道）、駅前公園］
■6日㈮ 弘前城薪能［弘前城植物園（雨天時は市民会館）］
■　〃 平成24年度東北弁護士会連合会定期弁護士大会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／東北350］
■6日㈮・13日㈮・20日㈮・27日㈮ 弘南鉄道　納涼ビール列車［弘南鉄道］
■7日㈯ 弘前まち灯り探偵団［かだれ横町］
■7日㈯・8日㈰ 第5回青森県民スポーツ・レクリエーション祭［ゲートボール：B&G海洋センター、マスターズ陸上競技：市運動公園（ともに8日）］
■　〃 平成24年度青森県ジュニア新体操選手権大会［県武道館主競技場］
■8日㈰ 青森県教職員弓道大会［県武道館近的弓道場］
■11日㈬～24日㈫ 全国高等学校野球選手権青森大会［弘前市運動公園野球場　ほか］
■13日㈮ 弘前バル街［弘前市内の参加飲食店］
■14日㈯～16日（月・祝） 第63回青森県中学校体育大会夏季大会［柔道：青森県武道館、体操：市民体育館（ともに15・16日］
■15日㈰ 2012星まつり in そうま【予定】
■　〃 追手門広場フリースタイルマーケット［追手門広場］※雨天時は翌週22日に順延
■15日㈰・16日（月・祝） 第63回青森県中学校体育大会（柔道競技）［県武道館主競技場］
■18日㈬ 弘高ねぷた［弘前市内］
■20日㈮～22日㈰ 百石町夜店まつり［百石町］
■21日㈯ 第38回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会［弘前文化センター／東北150］
■　〃 全国利き酒選手権青森予選会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／県100］
■27日㈮・28日㈯ 嶽温泉　丑湯まつり［嶽温泉ステージ］
■28日㈯～8月26日㈰ 弘前ねぷた展［弘前市立博物館］
■29日㈰ ちびっこねぷたのお通りだい［土手町］
■29日㈰ 第45回青森県弓道遠的選手権大会［県武道館遠的弓道場］
■30日㈪ 賀田夏祭り［岩木地区賀田］
■30日㈪～8月7日㈫ ねぷたミニ展［弘前市立観光館］
■1日㈬～7日㈫ 弘前ねぷたまつり［1～4日：土手町、5・6日：駅前、7日：土手町］
■4日㈯～6日㈪ 2012年ピティナコンペティション東北日本弘前地区本選［弘前大学創立50周年記念会館みちのくホール／東北200］
■8日㈬～10日㈮ 第36回東北中学校剣道大会［県武道館主競技場］
■11日㈯ ナイトマルシェ［えきどてプロムナード、駅前公園］
■19日㈰ 駅前サマーフェスタ［駅前大通り］
■21日㈫ 東北PGC第77回研究大会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／東北50］
■25日㈯ 平成24年度青森県総合防災訓練［県武道館主競技場　ほか］
■25日㈯・26日㈰ 第19回全国市民オンブズマン弘前大会［弘前文化センター／東北400］
■26日㈰ 第12回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会最終審査会（ファッション甲子園）［弘前市民会館／全国200］
■　〃 平成24年度NHK杯青森県小学生バレーボール大会［県武道館主競技場］
■5日㈬～7日㈮ 電気学会　電子・情報・システム部門大会［弘前大学理工学部／全国500］
■7日㈮・8日㈯ 第25回日本IVR学会北日本地方会［弘前文化センター／北日本150］
■8日㈯～10月28日㈰ 特別企画展2 山寺・後藤美術館所蔵　ヨーロッパ絵画名作展～宮廷絵画からバルビゾン派へ～［弘前市立博物館］
■8日㈯ 第60回東北学校保健学会［弘前大学文京町キャンパス／東北150］
■14日㈮～16日㈰ お山参詣（15日：レッツウォークお山参詣）［岩木山神社　ほか］
■15日㈯・16日㈰ ひろさき卍フェスティバル［土手町、弘前公園］
■15日㈯～17日（月・祝） 平成24年度県新人大会（テニス）［岩木山総合公園］
■16日㈰ カルチュアロード［土手町］※雨天時は翌週23日に順延
■　〃 追手門広場フリースタイルマーケット［追手門広場］※雨天時は翌週23日に順延
■17日（月・祝）～19日㈬ 第31回日本自然災害学会学術講演会・オープンフォーラム［弘前大学文京町キャンパス／全国500］
■22日（土・祝） ナイトマルシェ［えきどてプロムナード、駅前公園］
■29日㈯ 第31回日本運動器移植・再生医学研究会［ホテルニューキャッスル弘前／全国500］
■29日㈯・30日㈰ いけばな小原流弘前支部創立60周年記念花展［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国600］
■　〃 2012年度環境思想・教育研究会［弘前大学文京町キャンパス／全国100］
■30日㈰ 岩木山エコプロジェクト第2回美化運動　岩木山エコフォーラム［岩木山麓周辺］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。

※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

弘前市のマスコットキャラクター
「たか丸くん」の半袖Tシャツに、新
色「オレンジ」が登場！定番の「紺
色」と2種類のたか丸くんをこの夏、
是非！！

弘前市のマスコットキャラクター
「たか丸くん」の半袖Tシャツに、新
色「オレンジ」が登場！定番の「紺
色」と2種類のたか丸くんをこの夏、
是非！！

■カラー／オレンジ、紺色
■サイズ／120㎝・150㎝・S・M・L・XL
■価　格／￥2,100（税込）
■販売場所／弘前市りんご公園、
　　　　　　まちなか情報センター、
　　　　　　㈳弘前観光コンベンション協会

■カラー／オレンジ、紺色
■サイズ／120㎝・150㎝・S・M・L・XL
■価　格／￥2,100（税込）
■販売場所／弘前市りんご公園、
　　　　　　まちなか情報センター、
　　　　　　㈳弘前観光コンベンション協会

たか丸く
ん

半袖Tシ
ャツに嶽温泉丑湯まつり

　土用丑の日に嶽温泉に入浴すると夏バテせず、1
年間無病息災で健康を保てるとの言い伝えがありま
す。7月27日㈮〜28日㈯には丑湯まつりが開催さ
れ、嶽温泉特設ステージでは民謡や盆踊りなど盛り
沢山のイベントが楽しめます！また、今年はインタ
ーネットで話題のGoosehouse（リーダーが旧岩木

町賀田出身）や、りんご娘のラ
イブも予定されておりますの
で、皆さんぜひ足を運んでくだ
さい！
※イベント内容はやむを得ず変
更となる場合がございます。

飼育には藩がかかわっていたとされる。この金魚は地金魚と呼ばれて
いたが、昭和２年に弘前金魚協会によって「津軽錦」と命名された。
津軽錦の主な特徴としては、体型は丸みをもち、頭部には肉瘤があ
り、ひれは長い。しかし、最も特徴的な背びれがないことであった。
この津軽錦の形を燈籠にしたものが金魚ねぷたで、胸びれ・尾びれは
あるが背びれはつけないのが津軽錦を表現しているというものであ
る。
　かつて家の玄関前に水を張ったタライを置き、これに金魚ねぷたを
立てて水面に映った金魚ねぷたを楽しみながら大きなねぷたが来るの
を待っていたという風流な話も伝わっている。また、金魚ねぷたのほ
かに子ども用のねぷたには巾着ねぷたというのもあった。巾着とは主
に硬貨や印判などを入れる袋のことで口紐で締めるようになってい
る。この形をデフォルメし燈籠に作ったのが巾着ねぷたである。女児
がよく持ったものだともいう。
　弘前市生まれの版画家今純三（考現学の創始者今和次郎の弟）は昭
和３年に弘前と青森の子どもねぷたをスケッチしている。これには金
魚ねぷたや巾着ねぷたのほかに鳥かごのねぷたなど実に多くの種類が
描かれていて興味深い。金魚ね
ぷたに関しては、祭り時におけ
る商店の装飾や観光用商品など
さまざまな場面でみかけるが、
今純三の描いたさまざまな子ど
もねぷたの活用をもっと考えて
いいのかもしれない。

昭和30年の子どもねぷた（佐々木直亮氏撮影）

【問い合わせ先】
　岩木山麓嶽温泉　小島旅館　☎0172（83）2130
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p 6 ウェスパ椿山（ふかうら開発）会員特典／コテージ宿泊5％引き、　要予約（GW・夏休み期間除く）
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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 会員特典

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。

この特典は平成25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

Hirosaki Tourism
 and Convention Bureau

会
員
情
報
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p 1 家庭の料理　保志乃 会員特典／会員証呈示で

　　　　　お飲物1杯サービス！
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p 2 味ろまん　雪月花 会員特典／（夜のみ）お一人様生ビール

　1杯またはシードル1本サービス

ＪＲ弘前駅から徒歩３分と近く、ランチタイムは和食中心の日替りランチバイ
キング（火〜日曜日）ドリンク付1,000円（税込）が人気です。夜は晩酌タイ
ム（火〜土曜日）として、旬の食材や地場の美味しいもの、地酒に舌鼓をうっ
たりと、手作り家庭料理が楽しめるお食事処です。人気の「津軽弁」850円〜
は、３日前までの予約販売となっております。ゆったりと、あずましい時間、

■弘前市大町1丁目3-2　長内ビル
■☎・FAX0172（34）9881
■営業時間／昼11：00～14：00（火～日）
　　　　　　夜18：00～22：00（火～土）
■定休日／月曜日（日曜夜は休）　■Ｐ／なし
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p 3 北奥舎（田中屋内） 会員特典／会員証とレシート呈示で3千円以上

　漆器お買い上げの方にコーヒーサービス

津軽塗の老舗、田中屋にある落ち着いたたたずまいの喫茶店です。正面のカウ
ンターは、塗物屋の喫茶店らしく津軽塗の紋紗塗り仕上げとなっております。
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p 4 康楽館 会員特典／施設見学・常打芝居10％割り引き

（お一人様につき）

康楽館は、日本最古の芝居小屋（国重要文化財指定）として、今でも、ほぼ毎
日「下町かぶき組」常打芝居を上演しています。また、黒子のガイドによる舞
台裏の見学は、初体験・カルチャーショック・驚きの連続です。桟敷や花道、
切穴（すっぽん）、回り舞台、楽屋には明治期の役者が残した落書きなど、日
本の伝統色を強く残した典型的な明治期の芝居小屋です。全国屈指のめずらし
い価値ある建築物です。

■秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2
■☎0186（29）3732
■FAX0186（29）3219
■営業日時／9：00～17：00
■定休日／年末年始
■http://kosaka-mco.com/
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p 5 東横イン弘前駅前 会員特典／会員証呈示でご宿泊の

方にウェルカムコーヒーサービス

ＪＲ弘前駅より徒歩１分。コンビニ、バス亭、タクシー乗り場が目の前にあ
り、利便性抜群。観光にビジネスに最適です。

■弘前市駅前1-1-1
■☎0172（31）2045
■営業時間／24時間 
■定休日／なし
■Ｐ／立体駐車場有（高さ2m、幅1.8m、長さ5m、重さ2.3t）
■http://www.toyoko-inn.com

世界自然遺産白神山地と日本海に囲まれた観光施設。物産館と展望台を結ぶ
「スロープカーしらかみ号」は40分かけて運行され、大自然をゆっくりと一
望することができます。天然温泉のドーム型開閉窓は、４月から10月の天気
の良い暖かい日には窓が開いて露天風呂になり、水平線に沈む夕陽や漁火を眺
めながら、開放感あふれる温泉でゆっくりと湯浴みをお楽しみ下さい。月毎の
夕陽の入り時間はHPで確認できます。７月下旬から８月中旬にかけて仮設の
「昆虫観察園」で本物のカブトムシたちと触れ合うこともできます。
■西津軽郡深浦町舮作鍋石226-1
■☎0173（75）2261
■FAX0173（75）2812
■Ｐ／250台無料
■http://www.wespa.jp
■E-mail／info@wespa.jp
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弘前パークホテルの２階にある家庭料理のお店です。ホテルの中の居酒屋とい
うと価格が高いイメージがありますが、当店は「素朴な家庭料理をお安くご
提供したい」というコンセプトで350円〜600円位のメニューが多く、お値段
も味も両方満足いただけると思います。当店一番人気は「おまかせセット」
1,050円で、お刺身・焼魚・煮物・和え物など５品もついてボリューム満点！

■弘前市土手町126　弘前パークホテル
■☎0172（35）5223
■営業時間／17:30～23:00（L.O.22：00）
■定休日／日曜・祝日　■Ｐ／なし

■弘前市一番町角
■☎0172（36）9208
■営業時間／10：00～18：00
■定休日／なし
■Ｐ／なし
■http://www.tugarunuri.jp/

 知ってる？！ その4

「ナイトスポット鍛冶町」

平成23年度通常総会 弘前市りんご公園
　5月 28 日㈪、ホテルニューキャッスルにて
通常総会を開催し、現在の社団法人から公益社
団法人への移行方針など 5議案が可決、承認
されました。
　また、役員改選では理事 30人監事 3人を選
任（うち新任は理事 7人、監事 2人）しました。
2人の欠員があった副会長に南直之進氏と今泉
良郎氏、常任理事に下山清司氏が承認されまし
た。
　総会後の懇親会では今年 3月 4日に開催さ
れた当協会主催の第 2回「津軽ひろさき検定
上級試験」を受験された 47名の中から合格し
た 4名の方々へ、上級合格者の証である「お
べ仙人ブレザー」の贈呈式が行われました。
　会場には昨年 5月に開催された第 1回上級
試験の合格者（受験者 70名中唯一の合格）も
ご参加くださり、計 5名の「おべ仙人」には

　平成24年度より観光用貸自転車は有料になりました。貸出ステーションが5ケ所に増え、電動
自転車（観光館のみの貸出）も登場！有料化に伴い市民のみなさんもご利用できるようになりま
した。
【利用期間】平成24年5月11日㈮～平成24年11月18日㈰
【貸出ステーション】弘前市立観光館、弘前市観光案内所、津軽藩ねぷた村、
　　　　　　　　　　まちなか情報センター、弘前市りんご公園
【料金】普通自転車1回／台300円、電動自転車1回／台1,000円

シングルでもダブルのフランスベッドを使用。明るい室
内で快適にお寛ぎいただけます。
朝食は手作りのおにぎり、お味噌汁が大好評のサービス
!!フロアも禁煙、喫煙お選びいただけます。

　弘前の人が「鍛冶町に行く」というのは、「飲みに出かける」こと
を意味するくらい、鍛冶町は弘前を代表するナイトスポットエリアだ
が、読んで字のごとく昔は鍛冶屋が軒を連ねる職人の町であった。鍛
冶町の歴史を紐解くと、実は藩政初期の鍛冶町は、現在の覚仙町から
本町４丁目角（現ドーミイン）で、約 400 年の変遷の中で本町坂を
下り現在の場所に移り変わっている。
　鍛冶町が夜の町へ変わりはじめたのは、昭和 20 年代後半に弘前電

気鉄道（現弘南鉄道大鰐線）が開通し中央弘前駅が開設してから。昭
和 30 年代に入ると映画館が増え、飲食店、喫茶店、バー、スナック
等が立ち並び、またたく間に歓楽街に変貌していった。現在では東北
地方でも有数の夜の盛り場として有名となった。
　現在の鍛冶町は番地的には、坂本薬局
から白十字砂糖隣までの一帯となってい
るのだが、我々が今日、俗に鍛冶町と呼
んでいるエリアは、鍛冶町、新鍛冶町、
桶屋町、北川端町、本町、親方町までの
大きなエリアの総称になっているのが面
白い。

　5月 6日㈰から 20 日㈰の 15 日間、弘前市りんご
公園にて、平成 24年弘前りんご花まつりが開催され
ました。今年の開花は、平年よりも早く開花を迎えま

盛大な拍手
が贈られ、
受験動機や
苦労話など
ご挨拶も頂
戴 し ま し
た。

した。花まつり開催期間中も好天が続き、青空の下、
長い期間でりんごの花を楽しむことが出来ました。ま
た、今年初の試みとして、りんご園地・すり鉢山のラ
イトアップを 18日㈮から 20日㈰の期間で実施しま
した。ライトに照らされるりんごの花は、白さが際立
ち、すり鉢山は幻想的な雰囲気で好評でした。りんご
の花のライトアップは、観光資源として有望な素材で
はないでしょうか。

◆第6回初級（おべさま検定）試験……平成24年9月2日㈰
◆第5回中級（おべ博士検定）試験……平成24年11月18日㈰
◆第3回上級（おべ仙人検定）試験……平成25年3月3日㈰
〈お申込みは、協会窓口または津軽地区の主な書店で受付いたします〉

編集／津軽ひろさき検定実行委員会
発行／㈳弘前観光コンベンション協会
定価／1,050円（1,000円＋税）

津軽ひろさき検定
【検定試験問題集】発売中！

今年度のひろさき検定　試験案内今年度のひろさき検定　試験案内今年度のひろさき検定　試験案内今年度のひろさき検定　試験案内

弘前市立観光館からのお知らせ

観光用貸自転車～2012サイクルネット HIROSAKI～

　追手門広場のPRと広場活用イベントの一つとして定着してきた『追
手門広場フリースタイルマーケット』が今年も開催されています。みん
なでエコに参加しませんか？
〈今後の開催予定〉
◆7月15日㈰（出店受付は終了しました）
◆9月16日㈰（出店受付8月15日～25日）
◆10月21日㈰（出店受付9月15日～25日）
※雨天時は翌週に延期になります。
※出店のご希望は往復はがきにて受
付しております。

　弘前ねぷたの保存伝承を目的にねぷた囃子講習会を開催いたします。
事前申し込み不要ですので、当日会場にお越しください。10日間連続
で参加された方には弘前ねぷた保存会より修了証を交付いたします。
日時／7月2日㈪～11日㈬
　　　18：30～20：30
会場／弘前市立観光館
　　　多目的ホール（笛の部）
　　　研修室（太鼓の部）
講師：伝統ねぷた囃子「津軽組」
受講料：無料

追手門広場フリースタイルマーケット ねぷた囃子講習会

こちらを目当てに来店するお客様がたくさ
んいらっしゃいます！

そして楽しいおしゃべり!!「め〜もの食べ
に、雪月花さ、こいへ〜」

店内には地元ゆかりの作家、太宰治や寺山修司などの
本が並ぶ書棚もあり、珈琲の他に林檎ジュースや林檎
菓子などをお召し上がりいただけます。

りんご花まつり

りんご娘ミュージアム～りんご娘のキセキリニューアル10周年
特別企画展

　昨年、全国的に話題を呼んだご当地アイドル『りんご娘』。2000年に弘前に誕生して
から現在までの「りんご娘」の歴史をひもとく企画展が開催中。活動初期の初々しい姿は
もちろん、CD発売・テレビ出演などを経て、
全国区になった現在までの写真や新聞記事、ス
テージ衣装などを展示。また、Tシャツやお菓
子などのりんご娘のグッズも販売しています。
■開催期間／7月29日㈰まで
■時間／9：00〜17：00
■お問い合わせ／☎0172-36-7439５名のおべ仙人

りんごの花のライトアップ


