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第9弾！お楽しみプレゼント企画
　紙面でも特集いたしました『奇跡のリンゴ』6/8全国東宝系にてロードショー！！
　今回のプレゼントは、本当に貴重な「奇跡のリンゴマフラータオル」を５名様
にプレゼント。是非ご応募ください！！
【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「奇跡のリンゴマフラータオル」　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】4/30㈫

※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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コンベンション協会
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〒036-8588　弘前市下白銀町２－１
TEL.0172-35-3131 FAX.0172-35-3132
URL http://www.hirosaki.co.jp/

春号

　私たちの弘前観光ボランティアガイドの会は、結成されて来年度で
20周年を迎える。あっという間である。県内で最初のボランティア
ガイドの会でもある。
　当初、弘前市の観光課・弘前商工会議所・弘前観光協会の共催で講
習会を数カ月開き、修了した人達が観光協会の助言を得て結成された
ものである。
　この講習会に参加した方々は、津軽の歴史や城郭などを古文書等で
学習し、とても詳しく、それを誇りに思い自慢もしていた。それが災
いになることもある。例えば知っていることをすべて伝えようと、年
号順にすらすらと歴史を語りかけたところ、お客様に「社会科の勉強
に来たのではありません。」とか、石垣の種類を事細かに説明してい

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㈪～11月23日（土・祝） 弘前城史料館　今年度開館
■6日㈯～11月23日（土・祝） 藤田記念庭園　今年度開館
■13日㈯～11月23日（土・祝） 弘前城植物園　今年度開園
■14日㈰ 第29回弘前城ミス桜コンテスト［弘前文化センター］
■　〃 第28回青森県少年学年別柔道・形競技大会［青森県武道館］
■19日㈮～11月上旬 弥生いこいの広場　今年度開園
■20日㈯・21日㈰ 第33回弘前さくらまつり協賛躰道優勝大会［青森県武道館］
■21日㈰ 第29回青森県柔道少年団柔道大会［青森県武道館］
■23日㈫～5月6日（月・祝） 弘前さくらまつり［弘前公園］
■29日（月・祝） 第16回未来コンサート　第11回弘前桜の園作曲コンクール［弘前文化センター］
■3日（金・祝）・4日（土・祝） 岩木全国凧揚げ大会［岩木海洋センター広場］
■　〃 第32回津軽三味線全国大会［弘前文化センター］
■4日（土・祝）・5日（日・祝） 青森県高等学校春季大会（ボウリング）［Vボウルカフェ弘前］
■5日（日・祝） 2013桜花グランプリ争奪　第28回津軽五大民謡全国大会［弘前文化センター］
■　〃 第14回小学生ABCバドミントン大会青森大会［青森県武道館］
■6日（月・祝）～19日㈰ 弘前りんご花まつり［弘前市りんご公園］
■9日㈭・10日㈮ 情報処理学会インターネットと運用技術研究会・コンピュータセキュリティ研究会・
 電子情報通信学会情報通信マネジメント研究会 3学会合同学会［弘前大学コラボ弘大／全国400］
■10日㈮～13日㈪ 青森県高等学校春季大会（バスケットボール）［青森県武道館・市民体育館・市内各高校］
■11日㈯・12日㈰ 第15回津軽路ロマン国際ツーデーマーチ［弘前市（中央会場）・黒石市・平川市］
■16日㈭・17日㈮ 日本計算機統計学会第27回大会［弘前大学創立50周年記念会館／全国150］
■18日㈯ 全日本リンゴ追分コンクール　第21回記念大会［弘前文化センター］
■18日㈯・19日㈰ 全国大学国語教育学会平成25年度春第124回青森大会［弘前大学文京キャンパス／全国500］
■24日㈮・25日㈯ 東北矯正歯科学会大会［弘前文化センター、ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／東北80］
■24日㈮～27日㈪ 第66回青森県高等学校総合体育大会（軟式野球）［弘前市運動公園　他］
■25日㈯ 第48回春季県下弓道大会［青森県武道館］
■25日㈯・26日㈰ 青森県中学校春季バスケットボール大会［青森県武道館］
■26日㈰ 弘前城・弘前城植物園　無料開放日
■31日㈮～6月3日㈪ 第66回青森県高等学校総合体育大会（テニス）［岩木山総合公園テニスコート］
■1日㈯～3日㈪ 第66回青森県高等学校総合体育大会［バレーボール：武道館・市内各高校、卓球：市民体育館、弓道：県武道館］
■8日㈯ 映画『奇跡のリンゴ』全国東宝系ロードショー
■15日㈯ 第8回古都ひろさき花火の集い［弘前市岩木川河川敷運動公園］
■　〃 日本調理科学会　北海道・東北ブロック支部大会［東北女子短期大学／東北50］
■15日㈯～7月7日㈰ 第44回日展青森展［青森県武道館］
■23日㈰ 第14回よさこい津軽［土手町通り及び3・3・2号線の一部］
■29日㈯～7月11日㈭ JR「大人の休日倶楽部パス」利用期間
■30日㈰ チャレンジヒルクライム岩木山2013［嶽温泉・岩木スカイライン］
■　〃 藤田記念庭園　無料開放日

※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～桜の名所～
天満宮のシダレザクラ

　弘前市西茂森町にある天満宮。
　津軽に伝わる一代様信仰「卯年」の一代様として、また

ると「別に、石屋じゃないので。」と断られたとか、桜について植物
学的に詳しく話していると、お客様たちは私語でなんにもガイドの話
に耳を傾けなかったと、不満顔のガイドが多かったようである。また
当時尻込みするガイドに、さくらまつりの混雑の中、迷子にならない
ように道案内でいいからという観光協会の話で、お客様から質問され
ても「よく分からないので」というガイドもあったという話である。
　観光も団体客から友人や家族でといったお客様に変わり、弘前観光
協会から弘前観光コンベンション協会と名称も変わり、津軽ひろさき
歴史文化観光検定（通称：津軽ひろさき検定）が実施されてからは、
ガイドの技術が改善されていった。
　桜にしても、「130年を超す桜ですが、花は20代で真っ盛りで
す。私たちに高齢になっても今が盛りだよと言っているようです
ね。」と説明している。
　観光は、歴史にしても文化にしても、歴史にも土地の人々の思いを
語らなければ単なる自慢話になってしまう。お客様に弘前の「宝物」
を通して強く印象づけてもらい、心身ともに癒してもらえるガイドを
と思っている。それには、弘前の人々の思いや拘りをエピソードとし
て語ることだと思う。

っており、春には見事な花を毎年咲かせ、見る者を癒して
くれます。
　また、晴れた日にここから見える岩木山も絶景ですので
皆さんぜひ一度足を運んでみてください！

近所の子供たちの遊び場と
して昔から地域住民に親し
まれております。
　こちらにあるシダレザク
ラは県天然記念物に指定さ
れており、推定樹齢500年

以上、樹高11ｍ、幹周2.6
ｍの古木です。
　昭和の前半に樹勢が衰弱
したといわれ、樹形を見る
と幹の大半が病気でダメー
ジを受けたようですが、北
側半分が生き残り現在に至

ホームページ
リニューアル！！

　高度情報化や旅行ニーズの多様化に対応する
ため、当協会のホームページがリニューアルさ
れます。これにより、青森県文化観光情報サイ
ト（アプティネット）や弘前感交劇場ポータル

サイト（Ring-O）との連携が可能になり、より
リアルタイムな情報発信も可能になります。会員

様向けの情報も充実して行く予定ですのでご期待ください。
　ホームページリニューアルに伴い、バナー広告もよりお求め
やすい価格になりますのでこれを機にご検討下さい。
　また、会員様向けメールマ
ガジン『観コンめーる』では、

お客様が育ててくれる
　観光ガイド

お客様が育ててくれる
　観光ガイド

弘前観光ボランティアガイドの会
会長　中谷　敏右

弘前城写真コンテスト入選作品「小雨の日」
撮影者：工藤ひろし　撮影地：弘前公園
弘前城写真コンテスト入選作品「小雨の日」
撮影者：工藤ひろし　撮影地：弘前公園

イベント情報や協会の取り組み
などを、月２回ペースで配信中
です。まだご登録されていない
方は、ぜひご登録ください。

　お申込み・お問合せは、
　　総務部小笠原
（htcb15@jomon.ne.jp）まで ※画像はイメージです。



奇跡のリンゴ
オール弘前ロケ映画 原　作：石川拓治『奇跡のリンゴ「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（幻冬舎文庫）
監　督：中村義洋　音　楽：久石譲　　　2013「奇跡のリンゴ」製作委員会
公開日：2013年6月8日全国東宝系ロードショー！
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p 1 北の綿雪＆エピスティック（弘前さくら野店）
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p 2 か つ 亭
　創業50年のとんかつ屋「かつ亭」です。サクサク、ジューシーなおいしい
カツ、当店で使用しているのは、国産肉のみです。「ろうすかつ定食」1,150
円、「ひれかつ定食」1,250円、「盛り合わせ定食」1,500円などが人気で
す。ごはん・キャベツはお変わり自由です。宴会やお持ち帰りなども承ってお
りますので、お気軽にお問合せください。

■弘前市品川町33
■☎0172（36）2051
■営業時間／11：00～14：30
　　　　　　17：00～21：00（L.O.各30分前)
■定休日／毎週火曜日
■Ｐ／有

sh
o

p 3 天然温泉　岩木桜の湯ドーミーイン弘前
　「我が家の寛ぎ」と「四季の実感」をドーミーイン弘前で…まるで我が家で
過ごしているかのように旅先での疲れを感じさせない。そして、愉しい旅を満
喫するお手伝を惜しまない。皆様のもうひとつの我が家になる事が、私たちド
ーミーインの願いです。心地よいお部屋・手足を伸ばせる癒しの大浴場・一日
の元気の源、食事には、土地ならではの文化を散りばめて、ご旅行・ビジネス・
鍛冶町の拠点となるべく、皆様のお帰りを心よりお待ちいたしております。

sh
o

p 4 北 星 交 通
　北星交通では、とってもお得なタクシークーポン券を発売しています。
5,000円で5,500円分使用できるので、現金でお支払するより10％もオトクで
す。ご高齢の方や、運転免許を返納された方に、大変喜ばれています。プレゼ
ントや返礼ギフトにいかがですか？(※タクシークーポンは乗合・代行・貸切

■弘前市茂森新町4-17-1
■☎0172（32）0272
■FAX0172（33）3636
■配車受付／☎0172（33）3333
　（24時間受付対応）

sh
o

p 5 来　々　軒
　弘前公園近く茂森町にある「来々軒」です。昭和のはじめに創業、屋台から
はじめたお店です。昔ながらの茹でる前に手もみする「ちぢれ麺」の醤油拉麺
が人気です。叉焼拉麺・五目やきそば・炒飯ほか、麺類・ごはん類は大盛もで
きます。えびのチリソース煮・麻婆豆腐などの一品料理もご用意しております
ので、お花見で弘前公園にお越しの際は、是非『来々軒』にお立ち寄りくださ
い。

■弘前市茂森町16
■☎0172（32）4828
■営業時間／11：00～15：00　17：00～21：00 
■定休日／毎週木曜日（さくらまつり期間中は営業致します）
■Ｐ／有

　弘前市桜ケ丘団地内にある温泉です。内湯の他に打たせ湯、サウナと水風呂
があり、白濁した硫黄のお湯が浴槽から溢れ出ています。きりきず、やけど、
慢性皮膚病、慢性婦人病、心臓病、神経痛、関節痛などに効能があるナトリウ
ム-塩化物・炭酸水素塩泉で心身共に温まってください！

■弘前市桜ケ丘4-2-3
■☎0172（88）0500
■営業時間／10：00～22：00
■定休日／毎週火曜日
■料金／大人370円　中学生250円
　　　　中人150円　小人60円

　青森発祥のスイーツ綿雪安心・安全国産品（Made in Japan)にこだわったス
イーツ、この種で唯一、食物繊維・カルシウムが含まれており美容と健康に最
適。 エピスティックとはワッフルとホットケーキが進化した、今までにない
新感覚のスティックスイーツ。油で揚げないのでカロリーもひかえめ独自の配

■弘前市城東中央4丁目11-32
■☎0172（26）3330　■FAX0172（26）3450
■営業時間／10:00～20:00　■Ｐ／有
■http://kitanowatayuki.jp

■弘前市本町71-1
■☎0172（37）5489　■FAX0172（37）5490
■チェックイン／15：00　チェックアウト／11：00
■Ｐ／有　※先着順
■最上階に男女別大浴場　※内湯・露天・サウナ・水風呂
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第4回津軽地域観光協会会長サミット
「平成25年新春祝賀会」

雪燈籠まつり　実績報告
会期／平成25年2月8日㈮～11日（月祝）

弘前雪明り　実績報告

　中南津軽地域と秋田県北地
域の広域連携の促進を図る会
長サミットの開催も、今回で
第４回目。今回は、事務局の
報告後、特別ゲストとしてお

　新寺町と銅屋町を結ぶ日暮橋。橋の下には寺沢川が流れ、川岸には散歩
にもってこいの遊歩道が続きます。遊歩道沿いに弘前大学医学部の方向へ
進むと、右側に野球グランドが広がります。実はこの一帯、その昔『南溜池』
という大きな溜池でありました。南溜池は弘前八景のひとつに数えられ、
池の水面に写る岩木山が見事な景勝地であったことから、日が暮れるまで
眺めても飽きないという意味で、そこにかかる橋を「日暮橋」と名付けた
のです。なるほど！藩政時代、南溜池は平時には人馬の水練場として使わ

れ、いざ合戦となれば城下南方の防衛線の役割を持っていました。明治に
入り廃藩でその役割がなくなり、その後干上がったことから 1923( 大正
12) 年、弘前の野球好きの有力者たちが音頭を取り、池を埋め立て野球場
にしたのです。グランドの東側に続く土手をみると、なんとなく溜池の形
状が野球のグランドに適していたことがうかがえます。今日、みなさんは
遊歩道を当たり前のように歩いています
が、藩政時代であれば、そこは水中！何
気ない日常の風景の中に、街が紡いでき
た歴史の痕跡が至る所に潜んでいます。
さあ！時空を超えた探検をしに、古地図
を片手に街歩きに出かけましょう！

招きした、函館国際観光コンベンション協会本間副会長
から「函館・みなみ北海道の広域連携」について講演い
ただき、参集いただいた各地域の会長さんからは、抱負
や連携事業の提案など、熱い想いを語っていただきまし

活動レポート

にはご利用いただけません。）詳しく
は、お問合せ下さい。

　四の丸イベント会場には「日本基督教団　弘前教会」
の大雪像やキャラクター・滑り台などを製作したほか、
新たに子供たちが遊べるスペースとしてレクリエーショ
ン広場に「雪遊び場」を設け、家族連れで賑わいました。
西の郭には約300基のミニかまくらを設置し幽玄の世界
を演出しました。３年目を数える「津軽錦絵大回廊」も
好評でした。

　弘前公園北の郭会場では、白神山地世界自然遺産登録 20周年に合わせ「自然」
た。北海道新幹線函館開業を
見据えた、「津軽・秋田県北」
と「函館・みなみ北海道」連
携の第１歩となりました。会
長サミット後に開かれた新春
祝賀会で約 130 名の参加者
が親睦を深めました。

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

Hirosaki Tourism
 and Convention Bureau

会
員
情
報

や「環境保護」等をテーマに描いたイラストやメッ
セージを貼ったキャンドルホルダーを用いて、自
然環境の保全をPRしました。また、吉野町緑地
会場では、文京小学校５、６年生の協力により４
年目にして初めて 100 体を超える「ワンコ」の
雪像が製作され、設置されたキャンドルの灯りと
共に会場全体が温かい雰囲気で包まれました。
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　映画「奇跡のリンゴ」は、昨年４月中旬から約
２か月間、弘前市内（独狐の森公園、藤田記念庭園、
瑞楽園、弘前大学図書館、白神酒造、居酒屋わら
じ屋、ナイトパブ花と龍、等など約 20か所）で
撮影が行われ、延べ約 900 人の市民エキストラ
にご協力いただきました。特に旧岩木町役場の裏
手ストリートで行われた、ねぷたまつりのシーン
は、２つのねぷた団体約 300 人、観客約 400 人
にスタッフ、キャスト併せて約 800 人の大規模
な撮影が、深夜まで行われ映画の重要なシーンの
一つとなりました。

【物　語】
　今から約 40年前（1975 年）の青森県弘前市。
秋則（阿部サダヲ）は妻の美栄子（管野美穂）と
共にリンゴを栽培していた。彼は、年に十数回に
わたり散布する農薬が原因で皮膚に異常をきたし
てしまい、寝込むこともある妻の体を心配して無
農薬でリンゴを育てることを心に誓う。だが、農
薬を使わないリンゴ栽培はその当時「神の領域」
ともいわれ、実現するのは絶対無理だと言われて
いた。その無農薬りんご栽培に挑戦した男の夫婦
の愛、家族の愛の話である。

　例年4月23日から5月5日の会期で開催さ
れる「弘前さくらまつり」、今年は5月6日
が振替休日となっており、さくらの開花状況
は予想できませんが、早めの情報発信により
県外からの誘客に繋がると考え、会期を5月
6日まで延長することとなりました。弘前公
園内に咲き誇る「日本一のさくら」を堪能す
べく、是非、足をお運びください！

「ナイトパブ花と龍」
キャバレー

「独狐の森公園」
プロポーズ

「白神酒造母屋」
木村家の住宅

「瑞楽園」
祝言

弘前市内の主なロケ地

　桜の花が終わり、りんごの花の咲き始める
５月。弘前市りんご公園でたくさんの催し物
が開かれる「弘前りんご花まつり」を開催し
ます。
　開催期間は５月６日㈪～19日㈰で、期間中
は、津軽三味線の生演奏などのステージイベ
ント、雰囲気ある旧小山内家住宅での津軽昔

語りがある他、昨年好評だった夜間のライト
アップなども行なわれます。残雪の岩木山を
背景に、白く咲き誇るりんごの花を楽しむこ

とのできるイベントで
す。
※りんご花まつりのイ
ベント内容は、毎年変
更になる場合がありま
す。ご了承下さい。

弘前りんご花まつり

合によりサクサク感にふわふわ感が加わり、
初の食感と本場ベルギーの製法を取り入れ、
奥深い味わいを実現しました。

吉野町緑地会場

四の丸　大雪像


