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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 ※イベント日程等は変更になる場合がございます。
■１日(火)～11月23日(日) 弘前城史料館　今年度開館
■６日(日)～11月23日(日) 藤田記念庭園　今年度開園
■中旬～11月23日(日) 弘前城植物園　今年度開園
■中旬～11月中旬 弥生いこいの広場　今年度開園
■13日(日) 第30回 弘前城ミス桜コンテスト［弘前文化センター］
■23日(水)～5月6日(火・祝) 弘前さくらまつり［弘前公園］
■27日(日) 第63回 青森県観桜俳句大会［弘前文化センター］
■３日(土・祝)～４日(日・祝) 2014 第33回 津軽三味線世界大会(津軽三味線全国大会)［弘前市民会館］
■５日(月) 桜花グランプリ争奪・津軽五大民謡全国大会［弘前市民会館］
■６日(火・祝)～18日(日) 弘前りんご花まつり［弘前市りんご公園］
■17日(土) 全日本追分コンクール［弘前市民会館］
■17日(土)～18日(日) 第16回　津軽路ロマン国際ツーデーマーチ［弘前市内］
■18日(日) 山Rock！2014［岩木山観光協会駐車場］
■25日(日) 弘前城・弘前城植物園無料開放日［弘前公園］
■15日(日) 第２回弘前城リレーマラソン大会［弘前公園内特設コース］
■中旬 第9回古都ひろさき花火の集い［岩木川河川敷運動公園］
■下旬 第15回 よさこい津軽弘前市土手町通り及び 3. 3. 2 号線の一部］
■29日(日) 藤田記念庭園無料開放日［藤田記念庭園］
■29日(日) チャレンジヒルクライム岩木山2014［嶽温泉・岩木スカイライン］

　近隣の人々に大円寺の五重塔とも呼ばれ親しまれ、津
軽統一の過程で戦死した人々を敵味方別け隔て無く供養
する為に建立されたと言われております。国の重要文化
財に指定されており、細部にわたり見るものを飽きさせ
ない優れた姿から、文化財の指定説明にも「實ニ東北地
方第一ノ美塔ナリ」とあるほど均整のとれた美しい塔と
して有名です。
　春には弘前市の保存樹木に指定されている樹齢250年
を超える雄大なエドヒガンを楽しむことができます。

さくらまつりの雰囲気を一層盛り
上げてくれる、「ぼんぼり」。その
「ぼんぼり」にお子さんの写真や
結婚記念の写真を載せてみません
か？

●掲載場所：
　「弘前公園内 西濠 桜のトンネル」
●本数：50本限定
●価格：12,000円（税込）
●お問合せ：事務局観光振興部
　　　　　　TEL 0172-35-3131

※この他のイベント情報は当協会ホームページをご参照下さい。http://www.hirosaki-kanko.or.jp

さくらまつりぼんぼり広告募集

「最勝院五重塔」

弘前城本丸石垣修理

弘前市～桜の名所～ その３

弘前市公園緑地課弘前城整備活用推進室

　　今 野 沙貴子
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　～西目屋村～
　西目屋村の白神山地観光と言
えば、暗門の滝歩道やブナ林
散策道といったいわゆる「整
備された歩道」をトレッキン
グするということを思い浮か
べると思いますが、実はその
他にも様々な楽しみ方があり
ます。
　例えば、マタギが“道”と
して利用してきた渓流を歩
く「沢歩き体験」や木にロー
プをかけて登る「ツリーイ
ング体験」、早朝の津軽峠
で朝日を浴びながら朝食を
楽しむ「早朝トレッキング」
など、あまり知られていな
い体験が多くあります。
　また、昨年から里山ツーリングを楽しめる「ナビゲーション
付き電動アシスト自転車」も村内の宿泊施設に整備し、お客
様に無料で貸し出しを行っておりますので白神山地以外でも
目屋渓や田舎風景をゆっくりと楽しむことができるようにな
りました。
　西目屋村は村全体が観光スポットですので、日頃の疲れを
ゆっくりと流れる時間の中で癒してください。

＜お問い合わせ＞　
　ブナの里白神館
　　TEL：0172-85-3011
　　FAX：0172-85-3013
　㈶ブナの里白神公社ホームページ：
　　http://www.kumagera.net/

広域おすすめ

情報 第4弾！！ PICK UP
!

　史跡津軽氏城跡弘前城跡は、弘前藩初代藩主・津軽為信により
築城が計画された、江戸時代のお城です。築城着手前に為信が死
去したため、城は２代藩主信枚の時代、慶長16年（1611）にほぼ完
成しました。弘前城では、本丸の周囲のみに石垣が積まれていま
す。石垣は、200年以上続いた江戸時代の間にも、大地震や大雨な
どをきっかけに度々崩落を起こしており、その度に先人達が修復を
繰り返してきました。
　弘前城本丸東面の石垣は、慶長16年の築城時には一部「築掛
け」の状態でした。この部分に石垣が築かれるのは、築城から約80
年後の元禄年間のことです。その後文化７年（1810）、現在も残る３
層の天守建設に伴う天守台石垣の修築を経て、明治29年（1896）、天守
台下石垣が崩壊します。同年中に天守が西側に曳屋され、当市出身の
大工棟梁・堀江佐吉による修復工事が始まります。翌年には修復が完
了しますが、ホッとしたのも束の間、続いて修復部分北側の石垣が崩
落してしまいます。再び修復工事に着手し、最終的に工事を終えた
のは大正５年（1916）のことでした。この時工事を担当していたの
は、盛岡工兵隊です。
　明治～大正の修復以降、安定していた東面石垣ですが、昭和58

年５月の日本海中部地震を境に、膨らんでいるのではないかと指摘
を受けました。当市では平成16年度に石垣修理計画を策定し、石垣
に関する様々な基礎調査を続けながら、専門家による弘前城跡本
丸石垣修理委員会を発足するなど、修理に向けた体制を整備してき
ました。その結果、平成23年度に石垣修理委員会により、石垣を解体
修理する方針が決定されました。具体的な修理範囲は、東面石垣南
端（天守台）から北へ約100ｍ、天守台石垣南面約10ｍの部分です。
　平成25年度より石垣修理範囲に接する本丸平場の発掘調査を開
始しており（平成27年度まで継続）、今後は平成27年の夏以降に天
守を約70ｍ本丸の内側へ曳屋した上で、平成28年度から石垣の解
体工事に着手する予定です。明治～大正以来、実に100年ぶりとなる
今回の本丸東面石垣修理は、完成まで約10年、曳屋した天守を元
の位置に戻すまでにも５年以上の歳月を要する見込みです。石垣修
理や天守曳屋は、おそらく二度と見ることはできないものと思われま
す。また、下乗橋からの天守も、しばらくは見られなくなります。今年
も「さくらまつり」が始まります。慣れ親しんだお城を見に、ぜひ弘
前公園へおいで下さい。
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中弘クラフト

新春講演会 新春祝賀会 プロジェクションマッピング

●●●●●

●●●●●

打ち上げ花火

　平成26年1月27日、ベストウェスタンホテルニューシティ弘前にて当協会
の新春講演会＆新春祝賀会が行われ、共に120名を超える方々にご参加い
ただきました。
　講演会では永年のサクラ管理技術が評価され、東奥賞を受賞した樹木医
の小林勝氏を講師にお招きし「弘前城の桜守～サクラの歴史と管理の工
夫」を演題として日本一を誇る弘前公園のサクラについて学び、講演会終了
後の祝賀会では親睦を深めました。

　例年、４月23日～５月５日で固定していた弘前さくらまつりの会期ですが、今年も６日が祝日であることを
踏まえ、１日延長し、４月23日～５月６日まで行うこととなりました。

　弘前城本丸東面の石垣修理工事に伴い、平成26年の秋頃には天守
下の内濠が埋め立てられ、工事のための仮設基礎が設置される予定
です。内濠の水面に映る天守と桜、水面に浮かぶ花筏といった、下
乗橋からのおなじみの光景は、平成26年のさくらまつりを最後にし
ばらく見ることができません。今年の春には、ぜひ多くの皆さまに
弘前公園にお越し頂き、お城と桜を楽しんで頂ければと思います。

　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」が開催されます。 
　りんご公園内に新設された「弘前シードル工房ｋｉｍｏｒｉ」
も加え、パワーアップするおまつりへぜひお越しください。

会　期：2014年5月6日(火・祝)～18日(日)
会　場：弘前市りんご公園

　これまで濠から見上げる桜を楽しんでいただこう
と、当協会で行ってきた西濠の貸しボートの時間と料
金が変更になります。
  1時間1,000円

　日本一の桜の名所・弘前城。特に夜桜
はライトアップと相まって、まるで幻想
の世界です。実は美しく咲き誇る弘前城
のさくらには秘密がいっぱいあるんで
す。その秘密を迷探偵が解き明かし
ながら、夜の弘前城をご案内します。

料　金／お一人様○○円

日　時／○○～○○　19:15～21:00
　　　　（要予約）

定　員／毎回10名 ※1名からでもOK

申込み／参加日の3日前まで電話または
　　　　インターネットで

　平成26年2月8日～11日の4日間「第38回弘前城雪燈籠まつり」が開催され
ました。会期中は天候にも恵まれ、冬の打ち上げ花火や、津軽錦絵大回廊、初
の試みである大雪像へのプロジェクションマッピングなどの誘客効果により
20万人の人出があり、賑わいを見せました。
　また、今年で5回目となる「弘前雪明り」は弘前
公園内の北の郭にて行われました。キャンドルの
明りで幻想的な光景をつくりだし、来場者の好評
を得ました。

　創業百有余年の老舗、和徳町の菓子司みしまです。当店では、地元弘前
ならではの「りんご」に特化した商品がございます。地元産の紅玉りんごだ
けを皮むきから全て手作業で特製のりんごジャムを作り、そのりんごジャム
から「りんご羊羹」や和風「アップルパイ」を製造致しております。また「りん
ご羊羹」と天然山ブドウを使った「ぶどう羊羹」を細切りにし、御干菓子にし
た詰合せ「銘菓月の甘露」も人気です。津軽
路の郷愁を誘うお土産にいかがでしょうか?

　弘前駅と弘前城の中間に位置するホテルでビジネス、観光に便利な立
地です。心地よい宿泊空間を提供いたします。
　最上階13階で食べるご朝食は岩木山や八甲田山を眺望できる好ロケー
ション！また3階「津軽三味線ダイニング響」では若手実力派演奏者の生ラ
イブを行っております。圧巻のライブと津軽
の郷土料理を是非お楽しみ下さいませ！
（響は毎週月曜日が定休日です）
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新春講演会＆新春祝賀会 弘前城雪燈籠まつり

■弘前市和徳町39-1
■☎ 0172(32)4729
■営業時間／ 8：30～ 18：30
■定休日　毎月第２水曜日

■弘前市土手町126
■☎ 0172(31)0089
■Ｐ／有
■ＨＰ
　http://www.imｇnjp.com/hiro_park/

　弘前市「趣きある建物」にも認定されている、蕎麦「高砂」です。店内
は椅子席の他小上がりもあり、落ち着いた雰囲気の中で、ゆっくり蕎麦を
味わうことができます。そば本来の味を堪能できる｢もりそば」・「ざるそ
ば」の他、「天ざる」は春から夏に向けての定番メニューです。弘前公園
散策の際には、ぜひお立ち寄りください。

　弘前公園・禅林街に近く、あらゆる仕出し・ご宴会等にご利用いただ
いております。まごころのおもてなしを忘れずお客様のご予算・ご要望に
合わせたプランもございますのでお気軽にご相談下さいませ。又、ケータ
リングサービス・弘前駅での駅弁販売等、津軽の郷土料理も味わうこと
ができます。ぜひお召し上がり下さい。

■弘前市親方町1-2　
■☎0172(32)8025　
■営業時間／11：00～18：00　
■定休日／月曜日
　　（祝日の場合翌日休み）　
■Ｐ／有

■弘前市茂森町124-2　
■☎ 0172(35)8888
■FAX 0172(36)8668　
■お問い合わせ時間／9：00～17：00　
■定休日／年中無休　■Ｐ／有
■HP　http://www.akitaya.net/

　元々は、津軽塗の製造からはじまり、現在では津軽塗の箸をはじめ
小物類を中心に展開しております。津軽地方の特に弘前は、伝統的な民
芸品・工芸品の宝庫といわれており、取扱う商品
も多様化してきました。近年は、県内の素材（りん
ご等）を活かしたお土産菓子なども数多く取り
扱っており、工芸品・菓子類を含め「青森県の総
合的な観光物産の会社」を目指していきたいと考
えております。

　㈱大川地建では、宅地分譲、マンション経営、賃貸管理、売買仲介、賃
貸仲介と幅広く営業しております。いずれの仕事においても、専門家として
の経験・知識の研鑽に努め、お取引において安心
しておまかせいただけるよう心掛けています。
　不動産コンサルティングマスター・全米不動管理
者協会日本支部（IREM）CPM認定資格者

■弘前市神田2-4-5
■☎ 0172(34)5231　
■FAX 0172(34)5230

■弘前市城東４丁目4-4　
■☎ 0172(27)7771　
■FAX 0172(29)1188　
■E-mail　info@ookawachiken.com

数字から観る弘前

弘前さくらまつり

りんご花まつり

西濠ボート 夜桜探偵団

内濠の水面に映る天守と桜とは、
平成26年の「弘前さくらまつり」でしばらくお別れです。

桜の次はりんごの花でお花見しませんか？

今回は昨年11月に始めた当協会のFacebookページの記事別いいね数から、ネットユーザーの方がどんな話題に興味を持っているかを
見てみたいと思います。また、同時に始めた英語ページでのいいねランキングも調べてみました。（H26.2.28現在のデータです）

　 　　　　　　　投稿概要   いいね！ タイプ 投稿日 閲覧数 

１ 【りんごの街のアップルパイ】 264 写真 H26.122 2137
２ 【弘前城本丸石垣修理】 181 写真 H26.2.20 1898
３ 【りんご皮むき器＆アップルカッター】 129 写真 H25.12.16 1064
４ 【まちに灯火】 125 写真 H25.12.1 690
５ 【路地裏探偵団と歩く「冬の夜の洋館散歩」】 124 リンク H25.11.27 152
６ 【今朝の岩木山】 121 写真 H26.2.27 791
７ 【弘前公園の桜剪定枝の無料配布】 120 写真 H26.2.28 1002
８ 【弘前さくらまつりポスター完成！】 120 写真 H26.2.21 752
９ 【元旦「冬のお山参詣」安全祈願】 117 写真 H25.12.28 990
10 【弘前市りんご公園】年末年始営業 108 写真 H25.12.17 706

　 　　　　　　　投稿概要   いいね！ タイプ 投稿日 閲覧数 

１ Today’s Mt. Iwaki (｡･ω･)/ 127 写真 H26.2.27 1243
２ 【Hirosaki Cherry Blossom Festival】 126 写真 H26.2.21 1264
３ A candied sweet potato 70 写真 H25.11.25 737
４ 【Kaiyaki-Miso】 64 写真 H25.12.10 756
５ 【Projection Mapping Trailer】 60 動画 H26.2.6 114
６ Hirosaki Electrical Fantasy has started ～ ! 50 写真 H25.12.3 611
７ Internship has started ！ 41 写真 H25.11.30 282
８ 【Hirosaki Snow-lit Paths】 40 写真 H26.1.17 365
９ Happy New Year!! 38 写真 H26.1.1 288
10 【Kenoshiru】 36 写真 H25.12.27 282

●日本語版（https://www.facebook.com/hirosaki.kanko）

Facebookページ「いいね！」ランキング

●英語版（https://www.facebook.com/hirosaki.kanko.en）

※「いいね！」数は、『通算 Facebook ページ投稿について作成された記事の、アクションタイプ別の数 (合計数 ) ‒ like』です。

平成26年4月23日(水)～5月6日(火・祝)
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