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弘前の『年越し料理』の
　　　　　　  奥深さとは？

　　　　　　　　　　　 
津軽あかつきの会　森山　千惠子

【継続】11月16日（土）～ 3月22日（日）
【継続】12月1日（日）～ 2月29日（土）
1月1日（水・祝）
1月12日（日）
1月13日（月・祝）
1月25日（土）
1月25日（土）～ 26日（日）
1月26日（日）
1月31日（金）

2月2日（日）
2月3日（月）
2月8日（土）
2月8日（土）～ 11日（火・祝）
2月16日（日）
2月22日（土）
3月1日（日）
3月1日（日）

企画展4「殿さまのくらし－五感で味わう大名文化－」
弘前エレクトリカルファンタジー
初詣お山参詣安全祈願祭
令和元年度［二十歳の祭典］
弘前市・西目屋村消防団出初式
鬼神社しめ縄奉納裸参り
弘前市りんご公園　ウィンターフェスティバル2020
第6回弘前城リレーマラソン　冬の陣
岩木山神社七日堂祭
猿賀神社七日堂祭
元祖旧正マッコ市
第22回寄席　柳家三三　独演会
沢田ろうそくまつり
第44回弘前城雪燈籠まつり
第26回乳穂ヶ滝氷祭
鬼神社七日堂祭
第10回ひろさき検定上級（おべ仙人検定）試験
第18回春の文化芸能祭

弘前市立博物館
弘前市内各所
岩木山神社
弘前市民会館
中土手町、下土手町、一番町
鬼神社
りんご公園
弘前公園
岩木山神社
猿賀神社(平川市)
黒石市
弘前市民文化交流館ホール（ヒロロ４階）
沢田神明宮岩谷堂
弘前公園
乳穂ヶ滝(西目屋村)
鬼神社
弘前市民会館
岩木文化センター「あそべーる」

　元日に食べる料理、東北や北海道の一
部の地域では、今年１年健康で無事に過
ごすことが出来たことに感謝し、新しい
年も何事もなく幸せに生活できますよう
にと、大晦日に家族、親族が集まって賑

やかに食事を囲んで食べる『年越し料理』を「正月料理」と呼
んでいると思います。
　弘前の代表的な『年越し料理』というと、真鱈の子とニンジ
ンを使った子和え、酢だこ、数の子、煮豆、甘い茶碗蒸し、なまこ、
きんきんなどの焼き魚、ハタハタの飯寿し、ヒラメやまぐろな
どのお刺身、赤かぶと菊芋の漬物など、挙げたらきりがないく
らいのご馳走ではないでしょうか。また、「年越し蕎麦」も忘れ
ることが出来ない「お料理」と言える気がしています。お蕎麦
は切れやすいですが、細く長く生きるという延命長寿を願い、
旧年の苦労や災厄をきれいさっぱり切り捨てる意味が込められ
ていると聞いたことがあり、『年越し料理』の１つとして重要な
ものではないでしょうか。

　『年越し蕎麦』以外の「お料理」は１日・２日でできるもので
はなく、手間と時間をかけて、各家庭で代々受け継がれている
味付けをしたものであり、それらをお正月の間、何日間かに分
けて食べるご家庭が多いかと思います。
　私は、約３年前の「津軽あかつきの会」春の料理を食べる会
に誘われて参加した際、その時の「お料理」に魅せられ、その
場で入会を決め、以降、活動に参加させていただき、様々な料
理を教えていただいています。会員の皆さんと一緒に作っても
１つとして同じ味になることはないため、「お料理」の奥深さを
感じることができるところがすごいなと毎回思っています。
　正月の「正」には、“きちんとする” “改める”といった意味があり、
年の初めをお祝いするものであると聞いたことがありますが、
もし、今まであまり『年越し料理』をご自身で作ったことがな
いという方は、これを機会に「弘前」の『年越し料理』や「伝
統的なお料理」に興味を持っていただき、ご自身の家の味付け
がどんなものであるか、どのように作るのか、改めておばあさ
まやお母さまに聞いてみてはいかがでしょうか。
　時代が進み、何かと便利になってきてはいますが、温かみの
感じることのできる「お料理」は「手作り」に勝るものはあり
ません。
　ぜひ『年越し料理』の「手作り」の良さを感じ、そして「味わい」、
その「奥深さ」を知っていただきたいと思います。

毎年恒例となっております、当協会の新春講
演会及び新春祝賀会を下記により開催いたし
ます。今回の講演会では、日本で初めて大々
的にシードルが作られた場所としても知られ
る「吉野町煉瓦倉庫」が、2020年４月11日
に「弘前れんが倉庫美術館」としてオープン
することから、芸術文化施設として生まれ変
わる同美術館の概要や街・観光との関わり
について講演をしていただく予定です。詳細
については、改めてご案内いたしますので、
奮ってご参加いただきますようお願い申し上
げます。
日にち：2020年1月29日（水）
場　所：アートホテル弘前シティ

日にち：2020年1月25日（土）～26日（日）
時　間：10時～15時
場　所：弘前市りんご公園

雪に触れ、思い切り遊ぶ雪国ならではの
雪を活用した冬を楽しむフェスティバル。
子供たちから大人まで楽しめるイベント
が盛り沢山！
ご家族やお友達同士で、ぜひ弘前市りん
ご公園にお越しください！

　　　　　　 2020年
当協会オリジナルカレンダー完成！

新春講演会のお知らせ

弘前市りんご公園
ウインターフェスティバル

「津軽のわらべうた」をテーマにしたオリジナルカレンダーが完
成しました。
今回は、昔ながらの風習や行事などを歌ったわらべうたを12ヶ月分季節
感あふれるイラストで紹介しています。また、新たな試みとして、カレンダー
の月ごとにQRコードを付け、スマートフォン等で読み込むとYoutubeの画
面でわらべうたを視聴できる仕様となっています。今ではなかなか耳にする
ことが少なくなった昔ながらの懐かしいわらべうたをお楽しみください。　

「津軽わらべうた」カレンダー
　　　　Ａ４サイズ（見開きサイズ）
　　　　1部550円

【お買い求め】
弘前市立観光館１階事務所、インフォメー
ション、弘前市りんご公園、
弘前市まちなか情報センター、藤田記念
庭園内大正浪漫喫茶室、匠館でどうぞ。

ト ピ ッ ク ス

イ ベ ン ト ピ ッ ク ア ッ プ !!

QRコードを読み込むとわらべうた
の１つを試聴できます。

上空からみたシードルゴールドの屋根
ⒸAtelier Tsuyoshi Tane Architects
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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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　　　元々は、仲間が何人か集まって何かしようと思い立ち、
お料理を作るのが、やりがいがあるのでは？と始めたのが
一番初めのきっかけです。1995年、道の駅ひろさき「サンフェ
スタいしかわ」の立ち上げと同時に、「友の会」の会長と
してお餅や漬物の製造管理、農家レストランの管理を任
されまして、当時、農産物を利用した商品開発やレストラ
ンのメニュー開発のため、料理上手な方から野菜や山菜
の保存方法、昔ながらの調理方法を聞いたことが、現在
の活動の基盤となっています。お話を聞いて、昔ながら
の数々の知恵や工夫に感銘を受け、「これらを記録し、残
していきたい」と思ったことをよく覚えています。その後、
2003年に『津軽あかつきの会』を立ち上げ、４～５人の
仲間たちと料理上手な方のお宅を１軒ずつ訪ね歩き、昔な
がらのお料理や保存食に加え、伝統行事の際のお料理に
ついて聞き取って記録し、そして実際に作って試食すると
いう作業を幾度となく繰り返しました。そういった作業を続
けているうちに、実際に参加して作ってみたいという人たち
が増え、今は総勢29名の会員とともに活動しています。

　　　基本的には会員が４・５人集まって毎日作業をしています。
もともとは身内だけで開いていた年１回の成果発表の食事会
への反響が大きく食べてみたいという方が多かったので、
公共施設を借りてこの食事会を続けていたのですが、徐々
に小人数でも食べに来たいという声も出てきたため、自宅の
居間を開放して誰でも参加できる食事会を行うようになりま
した。現在は、カルチャーセンターや公民館、地元の栄養
専門学校での講習会などの依頼を受け出向くこともあります。
その他の活動としては、春のバッケ味噌作りやフキの塩漬け、
秋のキノコの塩漬け、漬物、そして干し柿作り、冬は味噌、
三五八（さごはち）の仕込み、ハタハタやニシンの飯寿し

などの保存食作り
など、旬のものの
下ごしらえを月曜
日から水曜日まで
行い、木曜日から
日曜日までは予約
制でお料理を作り、
お客様に提供して
います。

　　　お料理の内容は、基本的に使う野菜は会員の家で栽培し
たものを持ち寄るか、近所の道の駅や直売所で購入した
ものを使って調理しています。春であれば山菜、夏であ
れば夏野菜を多く使って、きゅうりの酢の物、ミズの水
物などを作ったりします。秋であれば、旬の毛豆を使って
炊き込みご飯にしたり、秋刀魚をすり身にしてつみれにし、
自家製のお味噌汁にしたりします。冬は、伝統の保存食
を楽しんでいただける季節なので、先ほど説明した保存
食のほか、ニンジンを細切りにし、真鱈の子と和えて出
来る「ニンジンの子和え」、山菜と根菜類を一緒に細かく

刻み、味噌で仕上げる「けの汁」など、その季節の旬の
野菜を全てを使い切るような工夫をしています。この時に
使う調味料はもちろん化学調味料は不使用、肉や油も極
力使っていない、味噌なども自家製のものを使っています。
決まりきったレ
シピがなく、味
付けも味見し
ながら行ってい
るため、毎回
の味も違う、
家 庭 の 味と
なっていると思
います。

　　　昔食べた味を懐かしんで食べに来られる方、青森や津軽の
食文化に興味を持って食べに来られる県外の方が多いです
ね。また、地元の若いお母さんが子どもに作ってあげたい
からと来ていただくこともあります。最近では、海外の方な
ど顔ぶれは様々です。海外の方は発酵食品をおいしいと食
べてくれて、皆さん完食して下さいます。現在は日本の方
が７割、海外の方が３割という比率になっていて、海外の方
については、電話もたまにありますが、どうしてわかるのか
と聞くとネットで調べたとか口コミで聞いてきたという方々が
ほとんどです。日本の方も特に口コミが多く、料理人の方、
東京でお店を開いている方、または料理研究家から聞いて
いらっしゃる方 が々多いと思います。リピーターの方も多く、
その方のつながりからご本人と海外の方が一緒に来るという
ケースも増えています。また、いらした方の多くは、実際に
食べるだけではなくて、こうして作られているということを近く
で見たりすることもできるので、とても喜んでくれています。

　　　今は何でもすぐに手に入る便利な時代なので、自分の好み
で何を食べてもいいと思うんです。同時にこういう料理があ
るということを知ってほしいと思っています。徐 に々作る人も
少なくなってきているため、このままなくなるのはもったいな
いなと思っているところが大きいです。細 と々でも若い方につ
ながっていけばいいなと思っています。今はそういう場が少
ないので、郷土料理を学びたい人や一緒に楽しみたい人な
どが集まって活動できる場として残していきたいなと思います。

株式会社 角弘
　当社は明治16年８月「弘前農具会社」として弘前で発足
して令和元年で136周年、屋号の角弘は弘前の「弘」と多
角経営の「角」を採って社名としています。
　現在では鉄鋼・建材、土木資材、住設機器、機械工具、燃料・
生活用品、プロテオグリカン等時代の変化に応じて地域社会
に貢献して参りました。
　弘前支店では、建設資材や生活
用品はもちろん、今話題の「プロ
テオグリカン配合商品」も多数取
り揃えております。
　お気軽にお立ち寄りください。

■弘前市神田3-2-3
■TEL 0172(32)2481
■FAX 0172(33)7508
■HP：http://www.kakuhiro.co.jp

弘前地区電気工事業協同組合
　当組合は電気工事の共同受注、資材の共同購買などを行っ
ており、弘前市及び近隣市町村で電気事業を営む74社で組
織されています。
　「弘前さくらまつり」をはじめとする四大祭や各種イベン
トの照明工事を担当し、光の魅力を高める取組みをしており
ます。また県内初となる「弘前市街灯LED化エスコ事業」
や「板柳町・田舎館村の街灯LED化事業」を実施しており、
省エネルギー推進や地域の安全・
安心に貢献するほか、日頃より地域
の街づくりと発展に努めています。

■弘前市神田4-6-3
■営業時間 8：00～17：00
■TEL 0172(37)1011
■FAX 0172(32)9474
■HP：
http://hirosakidenkyo.web.fc2.com/
■E-mail:denkyo@orion.ocn.ne.jp

フラワー観光株式会社
　当社は津軽地区に重点を置き、「１枚の切符から海外旅行
まで」を合言葉に、幅広い旅行商品をお客様にご提案し、手
配をさせていただいております。
　企業や各種団体の海外・国内旅行の企画や、個人向けの海
外パック商品・国内の交通機関と宿泊がセットになった、びゅ
うパックやJALパック等の多数の旅行商品を取り揃えており
ます。
　旅行に関するご相談や、旅行パ
ンフレットの必要な方は、お気軽
にご来店下さいますよう、お待ち
申し上げております。

■弘前市大字和泉2-1-1
■定休日　日曜・祝日
■営業時間・電話：
　切符・パック申込　10:00～17:30
　TEL26-2112
　募集・団体旅行専用  9:30～18:00  TEL26-2113
■FAX 0172(26)0808
■HP：http://www.flower-travel.com/

青い森信用金庫
　合併して10周年を迎えた青い森信用金庫では、金庫訓「私
たちの誓い」として「私たちの仕事はお客様に『笑顔』を届
けることです」「私たちの仕事はお客様から『笑顔』をいた
だくことです」「私たちの使命は地域を『笑顔』にすること
です」を掲げております。
　当金庫はこの誓いに則り、地域社会への貢献を基本方針
の一つに掲げ、さまざまな取り組みを行っています。金融機
能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野
に入れ、広く地域社会の活性化に取り組んでおりますので、
どのようなことでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
 
■弘前市百石町1-1
■定休日　土・日・祝、12/31～1/3
■営業時間　9:00～15:00
■TEL 0172(32)3421
■FAX 0172(35)3394
■HP：https://www.aoimorishinkin.co.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
観桜会100周年の契機に始めた「中濠観光舟」ですが、今年度は、弘前さくらまつり
（4/20 ～ 5/6）、弘前ねぷたまつり（8/1～ 8/7）、弘前城菊と紅葉まつり（10/25 ～
11/4）の3回営業を行いました。結果として、春6,451人、夏250人、秋852人で、合計
7,553人の方に乗船いただきました。
また、今後の運行期間の拡大や安定した船頭の確保を目的に、春から地元の船頭の養成
を始めました。トータルで６名が参加し、栃木の「NPO法人蔵の街遊覧船」や柳川の「水
郷柳川観光株式会社」の指導の下練習を重ね、最初は真っすぐ操船することが難しく苦戦
しましたが、秋には2名の地元船頭が本格デビューできました。残りのメンバーも来年に
はデビューできる見通しがつきました。
この結果、さくらまつりの繁忙期を除けば地元の船頭で運営できる目途が立ちましたが、
年間を通しての安定した運営を目指し、柳川や栃木の協力を得ながら地元船頭の仲間が増
えるよう船頭育成を継続していきたいと思います。

中濠観光舟運航事業

弘前地区の農家に住むお母さんたちが集まって、代々伝わる弘前の
家庭料理を受け継ぎ、活動を続けている『津軽あかつきの会』。
今回は、会長の工藤 良子さんにインタビューをしました！

Q1 『津軽あかつきの会』はどのような経緯で設立
されたのですか？

Q2 活動状況について教えてください。

Q3 お客様にお出しするときのお料理はどんな
お料理ですか？

Q4 最近はメディア等で取り上げられていることもあり、
お客様も多いと思いますが、反応はいかがですか？

Q5 活動を通して、伝えたいことは何ですか？


