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第10弾！お楽しみプレゼント企画会員の
皆様へ

弘前市・斜里町友好記念碑除幕式
（弘前市りんご公園 H25. 5. 11）

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。
■2日～8月18日 弘前ねぷた展［中央公民館岩木館2階展示室、旧弘前市立図書館］
■3日(水)～12日(金) ねぷた囃子講習会［弘前市立観光館］
■5日(金)～6日(土） IACDE35周年記念事業［ホテルニューキャッスル／国際200］
■5日(金)～6日(土） 日本臨床細胞学会　東北支部連合会（第50回）［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／東北150］
■6日(土） 弘前バル街［市内参加飲食店］
■6日(土)～7日(日） 日本文化財科学会第30回大会［弘前大学総合教育棟、創立50周年会館／全国300］
■7日～10月27日の毎週日曜日 弘前マルシェFORET［えきどてプロムナード］
■12日(金） 第195回日本消化器病学会東北支部例会［弘前文化センター／東北150］
■13日(土） 第151回日本消化器内視鏡学会東北支部例会［弘前文化センター／東北200］
■12日(金)～14日(日） ひろさき卍フェスティバル［土手町通り、弘前公園二の丸特設会場、藤田記念庭園］
■14日(日） 星まつりinそうま［星と森のロマントピアそうま］
■17日(水） 弘高ねぷた［弘前市内］
■19日(金)～21日(日） 百石町夜店まつり［百石町］
■20日(土)～21日(日） 嶽温泉　丑湯まつり［予定］
■20日(土)～21日(日） 第61回日本耳鼻咽喉科学会東北地方部会連合学術講演会［弘前文化センター／東北200］
■20日～9月29日 8合目から観る夕陽［津軽岩木スカイライン］
■21日(日） 追手門広場フリースタイルマーケット［追手門広場］※雨天時は翌週に延期
■27日(土)～28日(日） 西弘よみせ祭り［西弘商店街］
■28日(日） ちびっ子ねぷたのお通りだい［土手町通り］
■30日(火)～31日(水） 岩木夏まつり［賀田大通り］
■1日(木)～7日(水） 弘前ねぷたまつり［1～4日：土手町、5・6日：駅前、7日：土手町］
■2日(金)～6日(火） 非線形解析学と凸解析学に関する第8回国際会議［弘前大学／国際210］
■3日(土)～4日(日） 酸素ダイナミクス研究会［MCC／全国60］
■6日(火)～9日(金） 7th International Symposium on Scare Modeling［弘前大学50周年記念会館／国際70］
■8日(木) 弘前大学オープンキャンパス［弘前大学文京キャンパス、本町キャンパス］
■8日(木)～9日(金） 平成25年度全国特別支援学級設置学校長会、第50回全国研究協議会青森大会［弘前文化センター／全国350］
■10日(土)～11日(日) ～弥生いこいの広場動物園 夜間開園～『弥生でNight！』［弥生いこいの広場 動物園］
■10日(土)～11日(日) 全国障害者問題研究会第47回全国大会［県武道館、弘前大学文京キャンパス／全国2,000］
■22日(木)～24日(土） 日本第四世紀学会2013年大会［弘前大学文京町キャンパス／全国200］
■25日(日） 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）［弘前文化センター／全国120］
■1日(日) ワークショップマラソン2013［スペースデネガ］
■3日(火)～5日(木） 重要無形民俗文化財「お山参詣」（4日：レッツウォークお山参詣）［岩木山神社 ほか］
■8日(日） 津軽岩木スカイラインを歩いてみよう会 ［津軽岩木スカイライン］
■8日(日)～13日(金) 弘前大学シニアサマーカレッジ2013［弘前大学 ほか］
■10日(火)～11月10日(日） 岩木山(おやま)とりんご［中央公民館岩木館２階展示室、旧弘前市立図書館］
■15日(日） カルチュアロード［土手町］
■15日(日） 追手門広場フリースタイルマーケット［追手門広場］※雨天時は翌週に延期
■28日(土)～29日(日） ひろさきリンゴ収穫祭［弘前市りんご公園］

　皆さん映画『奇跡のリンゴ』は、ご覧になりましたか？今回は、ちょっと小さいけど、ま
たまた貴重な「奇跡のリンゴマグネット」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「奇跡のリンゴマグネット」  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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　(公社)弘前観光コンベンション協会　お楽しみプレゼント宛
[Eメール] hirokan5＠jomon.ne.jp 
★応募締切　７/31（水）
※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。
※ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの発送手配に係る
　作業以外に使用することはありません。

　路地裏探偵団の“かっちゃ”（主婦）ユニット、チームアパ・テ・
ドラが、堂々とメインストリートをご案内します。女性目線のガイ
ドとちょっぴり、お買い物も楽しんじゃいます。
※女子限定のツアーですが、カップルでの参加は、受け付けます。

　　　　　　　　　　　詳細は、ひろさき街歩きHPをご覧ください。

　弘前市まちなか情報センターにはどなたでも自由にくつろげる
セルフサービスのカフェ「セルクル」があります。

　これからの季節はリピーターも多く美味しい
と評判の『生乳ソフトクリーム』がオススメ！
　その他にも軽食・ドリンク・デザートのメニューを揃え
ています。また、弘前市ならではのグッズも取り揃えて
おりますので、街歩きの休憩にぜひお立ち寄りください！

　オール弘前ロケ映画「奇跡のリンゴ」が、６月８日公開
されました。
　弘前フィルムコミッション実行委員会では、ロケ地マッ
プを作成し、映画のロケ地を紹介しています。また、首都
圏発ロケ地弘前をたずねるJTBツアーや、地元着地型

のロケ地ツアーが造成されました。
　弘前市立観光館では、弘前がロ
ケ地となった主な映画・ドラマのロケ作品の
パネル等が展示されています。

※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.co.jp

「弘前ロケーションガイドマップ」完成

弘前街歩きに「女子旅専用ガイド」登場 弘前まちなか情報センターからのお知らせ弘前まちなか情報センターからのお知らせ

「斜里町と友好30周年」
弘前市・斜里町友好交流の会事務局

福真　幸悦
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　本格的な夏を迎え、弘前はいよいよねぷた祭のシーズンを迎え
ます。
　８月１日からの運行が待ち遠しいところですが、北海道東部の街
で、弘前よりもおよそ１週間早くねぷた祭が行われていることをご存
知でしょうか。
　弘前市は斜里町と昭和58年に友好都市の提携をし、今年で30周
年を迎えました。これは、2百数年前の史実が縁となっています。
　文化4年（1807）、ロシアの脅威に備えるため、弘前藩士らが北方
警備に赴き、斜里の地に進駐した100名の内72名が、北海の寒さに
対応できず病気で亡くなるという痛ましい事件がありました。このこ
とは歴史から消えかけようとしていましたが、藩士の一人が記した
「松前詰合日記」が昭和29年に発見されてこの史実が明らかとなっ
たのです。斜里町の人達は、昭和48年に津軽藩士殉難慰霊碑を建立
し、毎年慰霊祭を続けてまいりました。これが機縁となって、これま
で交流が続けられてきたのです。
　斜里町は、オホーツク海に突き出した知床半島の付け根から先端
までの北側約100キロメートルを占め、人口約1万3千人で、農業、漁業
と観光が主産業の町です。知床半島は日本最後の秘境と言われ、今
なお豊かな自然が残されています。平成17年には、原始の森とそこか

ら流れる源流、そして豊饒の海が一体をなしている形態が認められ、
日本で３ヶ所目のユネスコ世界自然遺産地に登録されています。森
にはヒグマやエゾシカ、空にはオジロワシやシマフクロウ、海にはアザ
ラシや多くの魚が生息し、何と云っても秋になると川をめがけて遡上す
る鮭（地元ではアキアジ）の群れは、１度見ると感動してしまいます。
　斜里町でどうしてねぷたが運行されているのでしょう。
　友好都市の提携をした年の夏、弘前市から運んだ１台と斜里町が
見よう見まねで作った１台で運行したのが初めで、翌年には、本家弘
前の重要無形民俗文化財であるねぷたを斜里町でも運行したいとの
話があり、弘前は製作から運行までの基本を指導することで実現しま
した。最初は数台で運行されていましたが、その後出陣団体も増え、
今では大小20台余が運行されるまでになり、道東随一の祭りとして定
着しています。現在の運行日は７月の第４金曜、土曜の二日間です。
　斜里町民は、先祖を敬い大切にする心と、豊かな自然を後世に伝
えるために守り続ける強い気持ちをもっています。そんな町の人達と
交流できる我々は、もっと
斜里町のことを知り、様々
な分野で互いに活かし合っ
ていきたいと思っています。
　今年も、41回目の慰
霊祭と31回目の知床ね
ぷた祭りが、もう直ぐ
行われます。

斜里岳に臨む「しれとこ斜里ねぷたまつり2009」出陣前の様子
～北海道斜里町発のミニコミ誌　シリエトクノート編集部提供～

　　　　広域連携している地域からおすすめ情報を紹介して
もらう新シリーズ、1回目は黒石観光協会からの情報です。
中町「こみせ通り」
　「日本の道百選」にも選ばれた伝統的建造物が残る中町の「こみせ通
り」は、藩政時代から今に残るアーケード状の通路です。現在も、まとまっ
た形で残されているのは、全国的にも類例がないといわれています。夏は
暑い日差しを遮り、冬は吹雪や積雪から人を守り、軒を連ねていた商家に
とっては大変重要なものでした。
　国の重要文化財「高橋家住宅」、造り酒屋、蔵などの懐かしい風景が残
る「こみせ通り」に是非お越し下さい。
｠★毎日、11:00と14:00の２回「津軽三味線生演奏(津軽こみせ駅)」を行っています。
 ★黒石名物Ｂ級グルメ「つゆ焼きそば」や、黒石ならではの
  「スイーツ(和菓子)」も是非ご堪能下さい。
｠★３日前までの予約で「こみせ観光ボランティア
　ガイドの会」の方がご案内します。
　案内時間：10:00～16:00

　所要時間：約１～２時間　料金：無料
｠＜お問い合わせ＞  一般社団法人 黒石観光協会
　　　　　　　　　TEL 0172-52-3488　FAX 0172-53-5032
　メール info@kuroishi.or.jp　ホームページ http://kuroishi.or.jp/

検 索ひろさき街歩き

広域おすすめ

情報 第１弾！！
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その8 知ってる？！

「弘前市役所本館屋上」特別公開

新町坂

　「津軽ひろさき検定」試験は、弘前を中心とし
た周辺地域に関する歴史・文化・産業・地理・人々
の暮らしなどの学習を通じて、地域に対する愛着
や誇りを再認識、再発見していただき、津軽ひろ
さきの魅力を全国の方々へおもてなしの心を
持って紹介できる人材を育成することを目指して
実施しています。

■第7回初級試験　平成25年９月８日（日）
■第6回中級試験　平成25年11月10日（日）
■第4回上級試験　平成26年３月２日（日）

　今年のさくらまつりは、期間中の低温と悪天候で桜の開花が遅

れ、弘前公園内の標準木の開花宣言は、４月28日となり、平年より５

日、昨年より１日遅い開花で、平成になってからは平成17年と同じで

２番目に遅い開花となりました。

　そこで、準まつり体制として会期を５月８日まで延長し、期間中の

人出は準まつり体制を含めて227万人となりました。更に満開を迎

えたのが、５月７日ということで、５月９日～12日までは、「まだま

だ咲いてる桜キャンペーン」として、有料区域

の無料開放や西濠ボートの延長等の対応を

行いました。

　また、５月６日にはNHK「プロフェッ

ショナル仕事の流儀」で樹木医小林さん

が紹介され、反響を呼びました。

　５月６日から19日までの14日間、弘前りんご花まつりが開催さ
れました。
　今年は５月に入ってからも気温が上がらず、りんごの花も足踏み状
態でしたが、期間中の週末は好天に恵まれ、家族連れのお客様が多
く見受けられました。今回から広場内にグルメ横丁も設営され地元の
食を楽しまれていました。ライトアップは昨年より３日間多い６日間
行われ、シードルフェスタも開催されました。多くの市民で賑わい、弘
前を代表するシードルから本場フランス産
のシードルまでご堪能頂き、「シードルの
街」という新たな観光資源がここに生ま
れました。
　まつり終盤にようやく花を咲かせた木々
ですが、今秋も沢山の恵みをもたらしてく
れるでしょう。

　弘前市立観光館追手門広場で行われている「フリースタイルマーケッ
ト」も23年目を迎え、今年も開催されています。
　この機会にご自宅に眠っているまだまだ使えるけど使っていないも
のなどを出店してみませんか？
≪今後の開催予定≫
７月21日（日）　空きがある場合がございま
　　　　　　　すのでお気軽にお問い合わ
　　　　　　　せください。
９月15日（日）　出店受付８月15日～25日
10月20日（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。
　※出店のお申し込みは往復はがき、またはメールにて受け付けてお
　　ります。(受付E-mail　event@jomon.ne.jp)

観覧席でゆっくり寛ぎながらご覧になりませんか。
◆販売開始／７月１日(月)～
◆有料観覧席料金／1,500円
※弘前産りんごジュース、うちわ、ねぷたガイド　
　ブック付き。
◆販売窓口／
　●弘前市立観光館（9：00～18：00）
　●まちなか情報センター（9：00～21：00）
◆チケットぴあ／
・期間　７月１日(月)～25日(木)
・URL　http://pia.jp/t/
・Pコード　624-190
・電話予約　0570-02-9999（24時間受付）
※毎週火・水曜のAM2：30～AM5：30はシステム
　メンテナンスの為、受付休止。
・店頭販売
　●ぴあのお店（店舗により異なる）
　●サークルK・サンクス（7：00～23：30）
　●セブンイレブン（24時間販売）
　※初日は10：00～

８月１日（木）～４日（日）　19:00 ～ 土手町コース
８月５日（月）～６日（火）　19:00 ～ 駅前コース
８月７日（水）　10:00 ～ 土手町なぬか日コース

　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３日㈬～12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）
◆対  象／小学生以上
◆持ち物／笛・太鼓のバチ（希望者には、当日
　　　　  販売します）
◆講  師／伝統ねぷた囃子「津軽組」
◆受講料／無料

　弘前ねぷたまつりのオープニングとして「ち
びっ子ねぷたのお通りだい」を開催します。
　次代を担う子供たちのまつり参加の意識を
高め、後継者育成を目指し、さらには、子供た
ちの発表の場として、家族や地域全体でまつ
りを盛り上げます。
◆日 時／７月28日(日)
　　14:50～開会式
　　15:00～パレード出発
◆運行コース／弘前市役所土手町分庁舎→　
　土手町→一番町→桜大通り
◆参 加／弘前市内幼稚園・保育園
◆主 催／ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委
　　　　 員会

　江戸そば伝統の二八の手打ちそばです。当地の名物、そば種を発芽さ
せた「そばもやし」も好評です。新鮮なレモンと更科で打った香り爽やか
な季節の変わりそば「更科レモン切り」は、コース料理の中でご賞味いた
だけます。津軽の美味しい食材と、そば屋ならではのお料理をお楽しみく
ださい。（コース料理は4名様から、前日までのご予約となっております）

　夏は当農園（特別栽培農産物）県認証の畑で無農薬、化学肥料を
一切使用しない栽培のブルーベリー・ラズベリー・もも狩りが楽し
めます♪ 料金は大人600円・子供400円（時間60分）となっておりま
す。また、フルーツ狩りの他にジャム・タルトなどのスイーツ作り
も楽しめます。スイーツ作りの料金はお問合せ下さい。
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弘前さくらまつり報告 弘前りんご花まつり＆シードルフェスタ

津軽ひろさき検定
平成25年度検定試験日程決定！！
津軽ひろさき検定
平成25年度検定試験日程決定！！

　弘前は坂道の多い街である。一番町の坂道、山道町の昇天教会から中央弘前
へ下る坂道、本町から鍛冶町方面へ下る本町坂、南塘グランドから桶屋町へ下
る辻坂など数え切れないほどの坂道がある。その理由のひとつは、白神山地方
面から、弘前城にかけて、丘陵地帯が続いていることにある。禅林街の西側は
崖になっていて、藤田記念庭園と続く。その崖は弘前城の本丸、北の郭まで続い
ている。すなわち、この丘陵地帯の突端が、弘前城の高地部ということになる。
400年前の築城は、この自然の崖を巧みに利用したもので、弘前城の初期の名

が「高岡城」であったことも頷ける。そのため弘前の西側には、昔から下町へと続
く多くの坂が存在する。禅林街と下町をつなぐ常源寺坂、藤田記念庭園の前の新
坂、その脇にある細く急な古坂、中でも最も急な坂で、明治期までは下町と上町
を結ぶ大動脈であったのが、石坂洋次郎の小説にも
出てくる新町坂である。
　新町坂から見る岩木山の見事さは、昔から弘前随
一の名所にあげられていたという。1992年（平成3
年）に、新町坂の南側に城西大橋が開通。弘前大学
付属病院を通る市道から城西団地を通り、2005年
（平成17年）に架橋された岩木茜橋を経て岩木地
区へとつづく。岩木山展望の新名所となった。

弘前の路地裏探検！

■弘前市吉野町7-11
■☎ 0172（36）6477
■営業時間／11:30 ～14:30(LO14:00)
■定休日／火曜日・第1、第3月曜日
　(祝祭日は営業)　P 有
■http://ikkanjin.com/

■弘前市小沢字山崎44-4
■☎ 0172（87）6089
■FAX 0172（87）6806
■営業時間／ 10:00 ～ 16:00
■定休日／毎週水曜日
■yumeringo.net
■http://www.facebook.com/yumeringofarm

　弘前市物産協会のアンテナショップ。りんごにこだわったお菓子や
ジュース、津軽塗やあけび蔓細工、ブナコやこぎん刺しと地元に根付いた
食品や工芸品を多数取り揃えております。観光客のみならず、地元のお客
様にも楽しんでいただける売場となっておりますので、お近くにいらし
た際は、是非『さくらはうす』へお立ち寄りください。お待ちいたしてお
ります。

　桜の名所、弘前市から車で約25分の「津軽富士」と言われる岩木山の麓に位置し、
しかも世界遺産「白神山地」が一望できる風光明媚な理想的景勝の地に展開する
高原コースです。広大な土地に広々とレイアウトされ、各ホール間もゆったりし、
フェアウェイも広く距離たっぷりのスケールの大きい難易度の高いコースです。
　７月十三湖しじみ祭り（7/5）、８月屏風山うり祭り（8/12）・嶽きみ祭り（8/31）と
地元の旬の味覚を楽しめるオープンコンペを
開催いたします。■弘前市下白銀町2-1（弘前市立観光館内）

■☎ 0172（33）6963
■営業時間／9:00～18:00（祭り期間中は
　変更になる場合もあります。）
■定休日／定休日　年中無休
■Ｐ (市立観光館の駐車場をご利用ください)

■弘前市百沢裾野33-1
■☎ 0172（83）2326
■FAX 0172（83）2613
■Ｐ 有
■http://tsugaru-country.com/

　布ドリップからコーヒー液が滴る看板が目印の成田専蔵珈琲店。開業以来、自社
工場で焙煎した新鮮な豆を使い、手縫いの布フィルターで丁寧に淹れたマイルドコー
ヒーはSELECT１～３まであり、お好みに合わせてお楽しみ頂けます。夏に定番のア
イスコーヒーは透明感と共に苦味がとても爽やかなので、シロップなどを加える前
に、ブラックでお飲みいただきたいほど。また、大人気のシェークアイスコーヒーは液
体をシェーカーで振った物。味もマイルドになり
泡がきめ細かくなるので、黒ビール風な仕上がりに
なります。是非、ご家庭でもお試し下さい。

　弘南バスでは、弘前から東京、仙台、盛岡へ、便利な高速バスを毎日運行しており
ます。夜、寝ている間に東京に移動できる高速夜行バス「ノクターン号・パンダ号」
は、朝東京に到着するので時間が有効に使えます。途中サービスエリアでのお買い
物も楽しめて、旅行気分でゆったり移動できる昼行便「スカイ号」。 とってもお得な
往復割引のある仙台線「キャッスル号」、盛岡線「ヨーデル号」は出張やレジャー
に最適です。 弘南バスはお客様にフィットした
コースを取り揃えて、皆様のご利用をお待ち
しております。

■弘前市城東北2丁目7-4
■☎ 0172（28）2088
■営業時間／10:00～19:00（L.O 18:30)
■定休日　毎週木曜日　P 有　10台
■http://www.naritasenzo.co.jp/

■弘前市大字駅前3丁目2-1
　弘南バス弘前バスターミナル(5:30～23:30)
　☎ 0172（36）5061
■高速バスの予約／
　弘南バス高速バス予約センター(9:00～18:30)　
　☎ 0172（37）0022(予約専用)

追手門広場フリースタイルマーケット

弘前ねぷたまつり

「弘前の坂道」

ちびっ子ねぷたのお通りだい
第28回

ねぷた囃子講習会有料観覧席前売り販売開始！！
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