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冬冬号号
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。

■11月25日(土)～1月21日(日)

■1月1日(月祝)
■1月7日(日)
■1月27日(土)～28日(日)

■2月3日(土)～3月31日(土)

■2月9日(金)～12日(月祝)
■2月16日(金)
■2月18日(日)
■2月22日(木)
■2月22日(木)
■2月24日(土)～25日(日) ※予定
■3月2日(金)
■3月4日(日)

企画展3
津軽歴史文化資料展示施設プレオープン企画
「弘前藩の美術～お抱え絵師の遺した仕事」
「津軽塗の世界」
初詣お山参詣安全祈願祭
平成29年度「二十歳の祭典」
ウィンターフェスティバル2018
企画展4
「おひめさまとおひなさま
～華麗なままごと遊び～」
第42回弘前城雪燈籠まつり
鬼神社しめ縄奉納裸参り
第24回乳穂ヶ滝氷祭
岩木山神社七日堂祭
猿賀神社七日堂祭
第6回岩木山スキーフェスティバル
沢田ろうそくまつり
第8回ひろさき検定上級（おべ仙人検定）試験

弘前市立博物館

岩木山神社
弘前市民会館
弘前市りんご公園

弘前市立博物館

弘前公園
鬼神社
乳穂ヶ滝（西目屋村）
岩木山神社
猿賀神社（平川市）
岩木青少年スポーツセンター
沢田神明宮岩谷堂
弘前市民会館　※予定

※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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韓国→弘前という街への誘い
（公社）弘前観光コンベンション協会　權　處旭

「洋館」「神社仏閣」「四季のおまつり」など様々な
テーマで展開してきたオリジナルカレンダーが今年も
完成しました！
　今年のテーマは「趣を感じる風景」です。豊かな自
然に囲まれた「ひろさき」の四季折々の風景を綴りま
した。お買い求めは、弘前市立観光館1階インフォ
メーション・事務所、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。（税込 500円）

　「弘前さくらまつり」
は平成30年に「弘前観桜
会100周年」を迎えます。
これを記念し、ピンバッジ
が販売されています。
～『弘前観桜会100周年
記念ピンバッジ(2種)』～
●ピンバッジ種類：ロゴマーク、ロゴマーク＋たか丸くん
●販売価格：各500円(税込)
●販売場所：
弘前市りんご公園、弘前市まちなか情報センター、藤
田記念庭園大正浪漫喫茶室・匠館のほか、弘前市立観
光館1階さくらはうす、弘前公園北の郭内武徳殿物産
販売所で好評発売中です！
「楽天・弘前市りんご公園SHOP」でも販売しています！
https://item.rakuten.co.jp/ringoshop/90000
391/#90000391
　是非お求めください！
●問い合わせ：弘前観桜会100周年事業実行委員会事務局
　　　　　　弘前商工会議所　地域振興課
　　　　　　TEL 0172－33－4111

平成30年度版
　オリジナルカレンダー完成！

弘前観桜会100周年記念
　　ピンバッジ販売中！！

第３弾！
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　弘前大学の交換留学
生として2013年の3月末
に青森空港に着き、弘
前行きのバスの中から
雪を見たとき、その量
の多さにとても驚いた
ことをよく覚えていま
す。寒いイメージで始

まった留学生活でしたが、1年を通して、様々
な温かさに触れる機会に恵まれ、そのことが
きっかけでこの街に愛着が沸き、再び弘前で
生活することになりました。
　弘前は「春のさくらまつり」、「夏のねぷた
まつり」、「秋の菊と紅葉まつり」、「冬の雪燈
籠まつり」など四季折々のまつりをはじめと
した、多種多様な魅力的観光コンテンツがあ
る街です。特に、弘前公園で初めて見た「さ
くら」は日本一では収まらない、世界一だと
思いました。韓国も春になると「さくら」が
咲きますが、比較できないほど素晴らしく、
さくらを目の前にするとカメラのシャッター
を切らずにはいられません。また、各町内会
で作られる「ねぷた」をみんなで運行して楽
しむことができる「ねぷたまつり」も印象的
です。
　弘前にあるものはまつりだけではありませ
ん。岩木山という自然、禅林街などのような
独特な街並みに加え、きれいな洋館巡りもで
き、昔ながらのコーヒーが飲めるコーヒーの
街でもあります。
　ですが、これだけでは弘前の最も大きな魅

力は十分に説明できないと思っています。その魅力は何かと考えたとき、私は「弘前の人」だと答えます。弘前公園の桜
の手入れをし、守ってきたのも「人」であり、情熱的にねぷたを作り、運行するのも「人」、笑顔で誠意を込めておもて
なしをしているのも「人」だからです。
　観光協会で働く中で、様々な分野にいる「人」を通して「弘前」を知り、その良さに引き込まれています。特に、自分
のできることに対してまっすぐ丁寧に向き合う姿に感動し、それもまた「弘前」の「人」の良さを物語っているように感
じます。
　弘前を訪れる韓国人観光客は、個人旅行にとどまらず、りんごに関する研修等を含めた交流が増え、ニーズが多様化し
てきているほか、青森－ソウル線も2017年10月末から週5便に増便したことで、来弘者数も増加してきています。より多く
の韓国人観光客に「弘前の魅力」を知ってもらうと同時に、「弘前」と「韓国」の「架け橋」になれるように引き続き努め
ていきたいと思います。

平成29年度弘前公園写真コンテスト特選「天まで届け」 撮影者 中野金吾平成29年度弘前公園写真コンテスト特選「天まで届け」 撮影者 中野金吾

クォン　　 チョウク

資生堂とのコラボにより誕生したオリジナル商品

EAU DE PARUFUM LIP CREAM HAND CREAM
弘前観桜会 100周年記念 好評発売中！



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。

連携企画！

会員のお店をご紹介するコーナーです。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。

Hirosaki Tourism and Convention Bureau
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日韓交流第一歩の記念の雪碑

緊張感が漂う初めてのスキー体験

スコップ三味線の体験で友好親善！

滑って・転んで・笑って…
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　昭和32年1月、し尿清掃業として会社を設立し、61年目を迎え
ることができましたことは、地域の皆様方のご支援の賜物であ
り厚く御礼申し上げます。
　おかげさまで取扱業務も、一般・産
業廃棄物収集運搬、生ごみリサイクル、
浄化槽・貯水槽等の管理清掃、仮設ト
イレリース、建物清掃業等お客様の多
様なニーズに対応してまいりました。
　今後も資源の再利用・有効活用に努
め、地域の生活環境向上に努めてまい
ります。また、各業務の相談・見積等に
ついては、無料で迅速に対応いたしま
すので気軽にご連絡ください。
■弘前市向外瀬字豊田357-1
■TEL 0172(37)3338
■FAX 0172(38)2552
■営業時間　8:00～17:00
■定休日　日曜、祝日
■HP　https://www.tsugarueisei.com/

　当店では、長胴太鼓からねぷたまつり用太鼓、お山参詣用太鼓
等、各種和太鼓を取り扱っております。その他にも皮の張替、胴
の修理、塗装、ロープの交換等も当
店にお任せ下さい。各種バチも豊富
に取り扱っております。
　出産祝いやお孫さんへのプレゼ
ントに人気の名入れ太鼓も作製い
たします。
　どうぞお気軽にお立ち寄り下さ
い。
　みなさんもお祭りに参加してみ
ませんか。

■弘前市南大町2-1-3
■TEL·FAX 0172(32)9556
■営業時間　9:00～18:00
■定休日　なし

　江戸時代後期創業の紺屋です。当時からの建物、道具類を使い
ながら、日本伝統の天然藍染を守り続けていこうと、平成4年に
復興させました。
　アイの葉を発酵させた原料と、
木灰に熱湯をかけて作る木灰汁と
を、更に甕(かめ)の中で発酵させ
て微生物の力で染めます。
　人気商品はストール類。絹、麻、
木綿はもちろん、竹やオーガニッ
ク素材も好評です。是非一度手に
とって、お試し下さい。体験学習、
工房の見学もできます。

　平成７年より大町タウンビル１
階で営業をしてからでも22年が
経ちました。昭和の時代より地域
の皆様方の「健康」と「元気で長
生き」のお手伝いをさせていただ
いております。
　健康に関する相談等、気になる
ことがありましたらお気軽にご相
談して下さい。
　お待ちしております。

■弘前市亀甲町63
■TEL·FAX 0172(35)6552
■営業時間　9:00～17:00
　　　　　  （11月～３月は16：00まで）
■定休日　木曜
■HP　http://kawasaki-somekojo.com/

■弘前市駅前町8-1
■TEL 0172(32)3301
■営業時間　平日 9:00 ～18:00
　　　　　　日祝10:30 ～18:00
■定休日　年末年始、お盆

　当センターは、平成16年3月に供用を開始した“都市計画道路3・3・2号”の開通
に合わせ、同年4月にオープンしました。
　コンセプトは『情報・交流・休息』。市民や観光で訪れる方々にこれらの“場”を
提供し、中心市街地の賑わいを創出するために誕生しました。
　インフォメーションカウンターでイベントやお店の「情報」を得て、フリースペー
スを待ち合わせやミーティングといった「交流」の場としてご活用いただき、街歩きの後は『カフェ・セルクル』で「休息」
ください。
 “桜”や、皆様ご存知“ご当地ゆるキャラ「たか丸くん」”の関連グッズも豊富に取り揃えておりますので、土手町へお越
しの際にはお気軽にお立ち寄りください！

┃ HIROSAKI STAGE NEWS/Vol.41 HIROSAKI STAGE NEWS/Vol.41┃

塩谷太鼓店

津軽天然藍染 川﨑染工場

株式会社 津軽衛生公社

大町薬局

シリーズ「当協会運営施設紹介」

弘前市まちなか情報センター

青森県ノルディック・ウォーク連盟 渋谷事務局長 特別インタビュー
2017年10月末から週3便から週5便に増便になった青森－ソウル線。 今回は「冬の体験観光」
をテーマに韓国からの観光客誘致に尽力している青森県ノルディック・ウォーク連盟の渋谷清
光氏にお話を伺いました！

韓国からのスキー客を受け入れることに携わるように
なったきっかけを教えてください。
　

Ａ1　青森・ソウル線の利用拡大の一環で青森県職員時代の知
り合いからノルディッ
ク・ウォーク（2本のポー
ルを使ったウォーキング、
以下「NW」）を通じ、交流
の可能性の調査に協力し
てほしいと依頼があった
ことが始まりです。県の
ノルディック・ウォーク
連盟として、NWやウォー
キングを通じた交流には

　関心があったので、協力させて頂くことにしました。
　　ソウル市内等を実際にNWしましたが、コースの景観や周
辺の観光、文化等は非常に魅力的で交流を行うことは全く問
題がないと感じました。

　　一方、弘前市を中心とした本県側での受け入れを考え、比較
した場合、若干魅力不足ではないかと感じたのも事実でし
た。

　これらを踏まえ意見
交換をした際、ソウル
市内等は積雪が非常
に少ない、また、韓国国
内のスキー場の雪のほ
とんどが「人工雪」であ
るため、本県の自然の
「雪」に非常に関心を
もっていることがわか

　　　　　　　　　　　　　　　　 りました。このことか
ら、スキーに特化した交流ではなく、スノートレッキングや
「冬・雪」をメインにしたプログラムを提供できる旨PRしまし
た。

　　その結果、韓国ノルディック・ウォーク連盟等の関係者に
岩木地区にお越しいただくことになりました。この時、岩木地
区を含めた広域のスキー場や宿泊先、食事場所などに一緒に
回っていただくことで、このエリアの良さを知ってもらえたと
思っています。

　　ただ、当日は、好天に恵まれ、良かったと思っていましたが
降雪も風雪も物足りなかったようでした。（笑い）

　 受け入れ時の言語等の対応はどのように行っているので
しょうか？

Ａ2　体験型の交流のため、
実際に手本を見せなが
ら身振り手振りで行っ
ています。地元に韓国語
ができる方もいるので、
その方のご協力を頂きな
がら行っています。
　今後は、語学留学生等の
ご協力も考えています。

　　　韓国のスキー客に知ってほしい岩木地区の魅力は何ですか？

　Ａ3　スキーそのものだけで誘客につなげるということではな
く、総合的に雪をテーマにしたプログラムがたくさんあるこ
とを知ってもらうことが重要だと思っています。雪が少ない
韓国の方には、スノーウォークはもちろん、チューブそり、雪
だるま作り、雪合戦、屋根雪下ろしなど雪のレジャースポーツ
等も含めた体験や温泉や日本旅館に興味があるという韓国の
方も多いので、岩木地区に来ると何でもできるということを
知ってもらいたいです。
　　また、ノルディックそのものはとても地味に見えますが、パ
ウダースノーの中を実際に歩いたり、雪の中に身体を埋もれさ
せたり、スノーダストを見たり、満天の星を見たりできるとい
うのは大いに呼び水になると思うので、PRしていきたいです。
　 より多くのスキー客を受け入れるために今後の課題は何

だと思われますか？

Ａ4　一番大事なのは交流前の情報交換と考えています。相互交流
の結果、今ではメールでのやり取りが可能です。ただ、そこには
「言語の壁」があり、やり取りが自由にできないのが現状です。
　　補助金等で交流事業を展開する場合は、通訳等の経費は何
とか対応できますが、最も必要で大事な事業採択前の情報交
換が容易でないと思っています。これらをスムーズにできる
ようにするのには、普段から柔軟な対応ができるような仕組
みが必要だと考えています。
　　また、実際に携わっている現場の方々が全面的に出て行っ
て、直接PRできるような環境を作っていくことが、インバウ
ンド事業の推進に不可欠だと考えています。
　

今後の見通しについて　

Ａ5　今後は、プレス関係
者や韓国のブロガーな
どを招聘して、実際に冬
の体験をしてもらいた
いと思っています。パウ
ダースノーの素晴らし
さを体験することで、口
コミで情報を広げるこ
ともできるので、うまく
　活用できるのではないかと思っています。
　　他には、スキーに興味をもっている韓国の子供たちを招聘
し、スキー合宿的なことを行い、最終的にはある程度スキーが
上達して帰国して頂ければと思っています。
　　スキーの練習はもちろん、雪に親しむプログラムをたくさ
ん体験し、弘前の魅力を子供たちから発信するのもおもしろ
いのではと思っています。
　　韓国でのスキーを中心として冬の需要はまだまだ多いと思
うので、彼らのニーズも踏まえた上で、進めていきたいです。
　　これには、弘前市インバウンド推進協議会等の果たす役割
が重要であると考えています。


