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オリジナルネクタイ販売中！
　弘前の観光コンテンツを柄に取り入れたオリジナルネクタイです。
素材には国産シルクを使用しています。
　桜、リンゴ、弘前城、こぎん刺しの模様をモノグラム状にあしらっ
ており、色の組み合わせはネイビー地×ピンク柄、ピンク地×シルバー
柄、レッド地×シルバー柄、ブルー地×ライトブルー柄、ネイビー地
×シルバー柄の5種類あります。
　自分用にはもちろん、ご家族やお友達へのお土産にぜひお買い求め
ください！

販売価格：6,000円＋税
販 売 店：・弘前市まちなか情報センター・弘前市りんご公園
　　 　 　・大正浪漫喫茶室
　 　 　　・イトーヨーカ堂弘前店紳士衣料売り場

弘前りんごめぐりパンフレット
完成！

　弘前市りんご公園のリニューアルに伴い、弘前りんご
に関する情報と既存の観光資源を組み合わせたパンフ
レットの作成を弘前市（りんご課）の委託事業として行
いました！
　国内はもちろん、海外の方にもわかりやすくまとめた
パンフレットになっております。
　ぜひ、手に取ってご覧ください！

言語：日本語・英語・韓国語・繁体字・簡体字
配布場所：弘前市立観光館・弘前市観光案内所
　　　　　弘前市りんご公園

ステージだより
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※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/ 
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『この春、弘前市りんご公園
　　がリニューアルオープン！』

弘前市農林部長　本宮　裕貴

～ 7月15日（月祝）
7月1日（月）～ 31日（水）
7月5日（金）・12日（金）・19日（金）
　　・26日（金）
7月13日（土）～ 14日（日）
7月13（土）～ 15日（月祝）
7月14日（日）
7月17日（水）
7月19日（金）～ 21日（日）
7月21日（日）
7月24日（水）～ 26日（金）
7月27日（土）
7月27日（土）～ 28日（日）
7月27日（土）～ 9月8日（日）
7月28日（日）
7月28日（日）
7月30日（火）～ 31日（水）
8月1日（木）～ 7日（水）
8月16日（金）～ 18日（日）
8月22日（木）
8月25日（日）

8月28日（水）～ 30日（金）
8月29日（木）
9月1日（日）
9月8日（日）
9月8日（日）
9月15日（日）
9月19日（木）～ 20日（金）
9月21日（土）

9月21日（土）～ 22日（日）

ビジュアルひろさき－写真でたどる弘前の今昔－
大仏公園あじさいまつり
弘南鉄道・納涼ビール列車

西弘ちょうちんまつり
第4回みちのく津軽ジャーニーラン
星まつりinそうま2019
弘高ねぷた
百石町納涼夜店まつり
弘前紅白歌合戦
第46回全日本レディースソフトテニス個人戦大会
Summer Forum for Practical Spinal Surgery2019（脊椎外科研究会）
嶽温泉丑湯まつり
弘前ねぷた展
ちびっ子ねぷたのお通りだい
サマーフェスティバル
いわき夏まつり
弘前ねぷたまつり
全国英語教育学会第45回弘前研究大会
わらび座ミュージカル「ジパング青春記」
第19回 全国高等学校ファッションデザイン選手権大会
（ファッション甲子園2019）最終審査会
重要無形民俗文化財　お山参詣
第3回ONSEN・ガストロノミーウォーキングin岩木山レッツゴーお山参詣
岩木スカイラインを歩いてみよう会
福田こうへいコンサートツアー2019 ～一所懸命～
津軽ひろさき検定　第13回初級（おべさま）試験
カルチュアロード2019
2019年度 日本精神科医学会学術教育研修会「作業療法士部門」
TOSHIHIKO TAHARA 40TH ANNIVERSARY 
DOUBLE TOUR PHOENIX 2019
ひろさきりんご収穫祭

弘前市立博物館
大仏公園
※開催日により、出発駅異なる
※既に満席の日あり
弘前市西弘商店街
弘前市スタート～各市町村～弘前市ゴール
星と森のロマントピア 野外ステージ
弘前高等学校～市内
百石町
弘前市民会館
【岩木総合公園、弘前市運動公園ほか/全国600】
【アートホテル弘前シティ/全国100】
嶽温泉特設ステージ
弘前市立博物館
土手町～一番町～桜大通り
りんご公園
賀田大通り、あそべーる
弘前市内
【弘前大学文京キャンパス/全国600】
弘前市民会館
弘前市民会館

岩木山
あそべーる～岩木山神社
岩木スカイライン
弘前市民会館
弘前市立観光館
土手町
【アートホテル弘前シティ/全国150】
弘前市民会館

りんご公園

　当市におけるりんご産業のシンボルで
あるりんご公園は、昭和40年（1965年）
に青森放送株式会社より、すり鉢山を中
心としたおよそ0.1ヘクタールの土地の寄
贈を受け、りんごの知識や情報を提供す

るとともに、りんご産業の振興を図ることを目的に開設された
ものです。
　当公園は、年々増加する来園者への利便性向上とりんごの情
報発信拠点としての更なる機能強化を図るため、平成26年度か
ら30年度までの５ヵ年をかけて、敷地面積をこれまでの約2倍と
なるおよそ9.7ヘクタール（東京ドーム２個分以上）に拡張した
ほか、「りんごの家」の増改築やりんご生産園・駐車場の拡充
整備などを行い、この春リニューアルオープンを迎えました。
　さらに今年度からは、りんご公園内で生産するりんごについ
ても、これまで以上の品質向上を目的に、りんご栽培技術の指
導機関である公益財団法人青森県りんご協会に栽培管理指導業
務を委託し、管理体制の見直しを図り、体制強化に努めており
ます。
　りんご公園の今後の活用指針として、当市のりんご産業140年
以上の歴史を後世に伝えるため、地域の子供たちにりんご栽培
に対して興味を持ってもらうことや新規就農希望者・即戦力と
なる作業員の育成の場所としての活用に加えて、りんご産業イ
ノベーションに関連した革新的なアイディアの実証の場として
の活用についても検討するなど、りんご産業の更なる発展・活
性化につなげていきます。
　また、りんご生産量日本一を誇る「りんごのまち・弘前」を
市内外にPRするべく、これまで以上にりんごに関連したイベン
トを開催し、地域の皆さんの交流・憩いの場としての活用を推
進するなど、市民は元より、国内外からも数多くの方々に訪れ
ていただきたいと思います。
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インタビューインタビュー 会員の広場

お店紹介お店紹介

こちらのコーナーで紹介した会員を
協会facebookにも掲載いたします。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。

当協会活動レポートシリーズ
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大瀬：「りんごの家」は旧りんごの家側が建て替えられ、
展示コーナー、集会室が一新されました。１階
は親子室・授乳室が新設され、小さいお子様
のいる家族も使いやすくなったほか、２階の研修
室は音響設備、スクリーンなど最新設備が整い
ました。

石山：ドリンク類ではアップルティー・コーヒー・生搾
りジュース（りんごの水分だけで作られるジュー
ス）・りんごジュース５種飲み比べ（弘前市内５
社のストレートジュースの飲み比べ）がよく出て
います。その他、りんごカツカレー・りんごラー
メン・りんご入りいがめんち・アップルパイ・タ
ルトタタン（期間限定）・りんごシェイク・ ソフト
クリームが人気です。

石山：「りんごカツカレー」の「りんごカツ」は豚肉に
生果のりんごを食べやすい大きさに切り、挟ん
で揚げたもので、口に含んだ時、りんごのシャ

キシャキ感を味わうこと
ができますし、カレー
ルーはりんご果汁と角切
りにしたりんごが入って
いるため、一口食べると
口いっぱいに広がるやさ
しい甘さとその後にやっ

てくるほどよいスパイシーさのコントラストがたま
らない、ランチの定番となっています。

　　　「りんごラーメン」は、カレーもおいしいけど、ラー
メンはできないの？というお客様の声から出たも
のです。塩味スープに、りんごペースト・りんご
酢が練りこまれた麺を使った、さっぱりした食べ
やすいラーメンとなっています。

　　　「りんごのいがめんち」は、
津軽のソウルフード「いがめ
んち」にりんごを細かくして
バターで炒め入れたもので、
りんご公園特製のメニューと
なっています。

山下：「ひんやり果実・りんご」と「ドルチェピザ」を５月
６日のリニューアルオープンから提供しています。

石山：これは、福島のフルーツ園を視察した際に立ち

寄ったお店で注文した「桃のスイーツ」からヒン
トを得たものです。そのまま生食で食べてもおい
しいりんごをスイーツで食べてもらうことはできな
いかと考えたものです。

山下：「ひんやり果実・りんご」は、りんごを凍らせた
もので、かき氷のような食感があるデザートです。
数はそれほど多くないの
ですが、10月下旬に収
穫でき、糖度が高く、酸
味も強い味の濃い「栄黄
雅（えいこうが）」という
りんごを使っています。

山下：「ドルチェピザ」は、一般
的にはジェラートやフルー
ツ、チョコレートなどを使っ
てデザートとして美味しく食べられるピザのことを
指しますが、ここでは、りんごとベリー・キウイ
などのフルーツにチーズを加え、ピザ生地の塩
気×りんごの酸味×フルーツの甘味×濃厚なチー
ズの味、絶妙なバランスを持ったオリジナルの
デザートピザになっています。

石山：りんご公園には、家族連れもたくさんお越しにな
るので、様々なスイーツを強化していけたらと考
えています。

大瀬：平成27年４月からは商品にかかる税金を免除す
る「免税」制度を取り入れ、外国人観光客の
皆さんが商品を買いやすくする工夫をしています。

中田：また、海外のお客様は現金を持ち歩くことが少
ないことから、平成30年７月からはお客様が持っ
ているスマートフォンを使い、支払いができる決
済方法を取り入れています。りんご公園には台
湾・中国をはじめとする東アジア圏からの来園
が多く、「ウィチャットペイ」・「アリペイ」が使わ
れていることから導入しました。日本国内でもス
マホ決済の利用率が徐々に増えてきていること
から、「オリガミペイ」も導入しています。

朝田：いらっしゃる外国人観光客がみな日本語を話せ
るという訳ではないこと、常駐しているスタッフも
ほとんど外国語が話せないことから、タブレット
端末を導入し、翻訳アプリを活用して、コミュニ
ケーションを図るほか、館内標記を多言語化して、
外国人観光客の皆さんが利用しやすいようにし
ています。

大瀬：音響設備・スクリーンも設置されたため、様々
な会議や研修会が開催できるようになりました。
「りんご」の販路拡大に向けたイベント開催、研
修会、接客研修など様々なニーズに応えるのは
もちろんですが、若手のりんご生産者の育成講
座など、生産者の方々にも利用してもらえたらと
考えています。

弘前銘醸株式会社 酒ショップサン
　大正時代から続く清酒蔵元を引継ぎ、1932年（昭和７年）
に設立された弘前銘醸は、現在は酒類販売（卸・小売）、氷
製造、倉庫業を営んでおります。
　酒蔵だった大正期建築の赤レンガ倉庫は現在も営業倉庫と
して稼動しており、弘前市「趣のある建物」に指定されてい
ます。
　酒類販売店舗「酒ショップサン」では、創業来の代表銘柄
である棟方志功ラベルの清酒遊天、弘前さくら酵母を使用し
た弘前城しいどる（シードル）、富田の地下水で作った袋詰
氷など、自社銘柄酒と地酒
を中心に、豊富な品揃えで
皆様のお越しをお待ちして
おります。

■弘前市富田3-7-10
■TEL 0172(39)2525
■FAX 0172(39)2533
■営業時間 9：00～20：00
■定休日　1/1
■HP https://www.hirosakimeijo.com/

株式会社アップルコミュニケーションズ
　弊社はあらゆるコミュニケーション手段を駆使して、人と
企業と地域の活性化を目指しています。
　まちなかのコミュニティ拠点となる「土手町コミュニティ
パーク」の運営をはじめ、①テレビCMやWEBなどの広告
代理業務、②タレントや司会の派遣をはじめとしたイベント
などの企画運営業務、③音響や照明などの舞台に関わる業務
など各分野のプロフェッショナルをそろえ、総合的にお客様
の"伝えたい"を形にします。
　夏限定！屋上ビアバイキングも開催中！お気軽にお問い合わ
せください。

■弘前市土手町31
　土手町コミュニティパーク3F
■TEL 0172(31)5755
■FAX 0172(31)5766
■営業時間 9：00～18：00
■HP http://dotemachi.com/web/company.html

東弘電機株式会社
　1958年の創業以来、空調設備、管工事、
電気工事、建築・住宅リフォーム、エクステ
リア、空調機器保守点検、消防設備保守点検
等の総合建設業として、地域のライフライン
を支えて参りました。
　皆様の快適な環境を整える為、確かな技術
と人材を基本にこれからも皆様のニーズに対
応しお役に立ちたいと願っております。
　弊社開発のりんご貯蔵クーラーから生まれ
た熟成酒ZUZUも好評販売
中ですのでどうぞ御堪能下
さい。

■弘前市神田2-7-5
　（弘前警察署真向かい）
■TEL 0172(34)3865
■FAX 0172(34)0721
■HP http://www.toukoudenki.com/

日専連旅行センター弘前支店
　昭和62年に弘前市で旅行業
を始め、令和元年現在もヒロロ
さん隣の日専連ビル7階で元気
に営業しております、「日専連
旅行センター弘前支店」です。
7階なので岩木山を眺められる
お店になっており、旅行申込み
のついでにマウンテンビューをお楽しみいただけます。
　旅行と言っても、出張、ライヴ鑑賞、ハネムーンにフルムーン、
お仲間との温泉旅行や海外旅行、目的や用途により様々あり
ます。そんな方々のお手伝いをしたい、地元に愛される旅行
会社でありたいと願っております。皆様のご来店を心より
お待ちしております。
 
■弘前市駅前町10-5 日専連会館7F
■TEL 0172(36)4649
■FAX 0172(68)6776
■営業時間　9：30～17：30
■定休日　土・日・祝日
■HP http://nissenren-travel.com/

　平成28年度から約３年間に渡り編纂作業を進めてきた「弘前ねぷた本」が発刊されました。本書は、弘前ねぷたの成立や発展、
今日までのまつりの実態や変遷を調査し、弘前ねぷたの歴史への理解並びに地域文化の保存、継承及び振興に寄与することを目的
に制作されたものです。歴史的な側面のみならず、ねぷたの山車と共にまつりの主役であ
る運行の担い手にも焦点を当て、運行体系から囃子や掛け声まで、幅広い内容構成となっ
ています。さらには、ねぷたの制作の内容も記録しており、次の世代へ弘前ねぷたを継承
するにあたり、大変有意義な資料としてまとめられております。
　弘前ねぷたまつりを愛する全ての方々にオススメの書籍になっておりますので、是非、一
度ご覧いただければ幸いです。青森県内の主な書店で好評発売中です！
　また、出版を記念して５月26日に弘前パークホテルで講演会を開催しました。同書編纂
委員長の成田敏氏を講師に迎え「弘前ねぷた本の発刊について」をテーマに今回の発刊の
経緯や内容に加え、民俗学的視点で「まつり」や「祭礼」について、そして全国的視野でみる「ね
ぷた」等についてご講演いただき、約100名の市民が参加しました。

「弘前ねぷた本」の発刊と出版記念講演会の開催

平成26年から進められてきた弘前市りんご公園の改修工事。令和
元年５月、リニューアルオープンとなりました。今回は、弘前市り
んご公園のリニューアルに伴い、「りんごの家」の皆さんにインタ
ビューを行いました！

弘前市りんご公園がリニューアルオープンと
なり、「りんごの家」で変わったところはどこ
ですか？

Q1

「りんごの家」のカフェで人気のメニューは何
ですか？

Q2

珍しいネーミングのメニューがありますが、
りんごカツカレー、りんごラーメン、りんご
入りいがめんちとはどういうものですか？

Q3

リニューアルに伴い、はじめた新メニューが
あると聞きましたが？

Q4

海外からのお客様も多くいらしていますが、
どのように対応しているのですか？

Q5

今後、どのように「りんごの家」を活用したい
と考えていますか？

Q6


