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さくら桟敷

打ち上げ花火

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。

■4月1日(日）
■4月1日(日）～11月23日（金祝）
■4月中旬～11月23日（金祝）
■4月中旬～11月23日（金祝）
■4月中旬～11月中旬
■4月14日(土)～15日(日)
■4月21日(土)～5月6日(日)
■4月22日(日)
■4月22日(日)
■4月27日(金)～28日(土)
■4月29日(日祝)

■4月29日(日祝)
■5月3日(木祝)～5月4日(金祝)
■5月4日(金祝)
■5月5日(土祝)
■5月上旬

■5月中旬～11月末

■5月12日(土)
■5月12日(土)～5月13日(日)
■5月26日(土)～27日(日)
■6月2日(土)～3日(日)
■6月9日(土)～10日(日)
■6月13日(水)～15日(金)
■6月16日(土）　※予定
■6月22日(金)～23日(土)
■6月24日(日）
■6月下旬　※予定

高岡の森弘前藩歴史館　オープン
弘前城　今年度開園
藤田記念庭園　今年度開園
弘前城植物園　今年度開園
弥生いこいの広場　今年度開園
第2回日本DCD学会学術集会
弘前さくらまつり
2018爆笑!!お笑いまつりinひろさき
第67回青森県観桜俳句大会
第115回東北整形災害外科学会
弘前観桜会100周年記念
坂本冬美コンサート
弘前観桜会100周年記念
第36回観桜県下短歌大会
第37回津軽三味線世界大会
岩木全国凧揚げ大会
2018桜花グランプリ争奪・
第33回津軽五大民謡全国大会
弘前りんご花まつり

観光用貸自転車サイクルネット

第26回全日本りんご追分コンクール
第20回津軽路ロマン国際ツーデーマーチ
津軽森
日本文化人類学会第52回研究大会
第145回東北連合産科婦人科総会・学術講演会
第25回クロマトグラフィーシンポジウム
古都ひろさき花火の集い
第42回日本リンパ学会総会
チャレンジヒルクライム岩木山2018
よさこい津軽

【弘前大学創立50周年記念会館／全国300】
弘前公園
弘前市民会館
弘前文化センター 2階大会議室
【ホテルニューキャッスル／東北300】
弘前市民会館

弘前文化センター
弘前市民会館
岩木海洋センター
弘前市民会館
弘前市りんご公園
弘前市立観光館・弘前市観光案内所・
弘前市まちなか情報センター・弘前市
りんご公園・津軽藩ねぷた村
弘前市民会館
弘前市内および平川市内
桜林公園
【弘前大学文京キャンパス／全国780】
【アートホテル弘前シティ／東北500】
【弘前大学文京キャンパス／全国150】
弘前市岩木川河川敷運動公園
【アートホテル弘前シティ／全国250】
嶽温泉・岩木スカイライン
弘前市土手町通り及び3．3．2号線の一部

※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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写真で伝える弘前の「魅力」
写真館ハセガワ　代表　長谷川正之

　2017年からスタートした観桜会100周年記念事業です
が、今年も引き続きさくら桟敷、弘前公園観光人力車、
船頭付きの中濠観光舟の運行をお楽しみいただけます。

●さくら桟敷
期間：4月21日～5月6日
時間：11:00～20:00
　　 （事前予約制） 
※時間帯ごとに入れ替え
　あり。
場所：南内門近く
①お弁当プラン：1人5,400円（税込）
②津軽三味線プラン：1人1,080円（税込）

●弘前公園観光人力車
期間：4月21日～11月11日（予定）
時間：9:00～16:00（最終乗車受付）
料金：1台3,000円（税込）定員：2名
下乗橋⇔追手門・東門の片道（約15分）

●中濠観光舟
期間：4月21日～5月6日
時間：9:00～17:00
場所：東内門近く中濠
料金：1人1,000円（税込）

❶和装で観桜会（さくらまつり期間中）
　和装来場者に有料区域（弘前城本丸、植物園、藤田
記念庭園）無料券をプレゼント。
　配布場所：さくらまつり本部・四の丸案内所

❷弘前観桜会100周年記念日パレード（5月3日）
　弘前観桜会100周年を祝して弘前観桜会が始まった
5月3日に、公園内で弘前らしく懐かしいパレードを
実施します。

❸満開の打ち上げ花火
　（5月3日）
　5月3日の夜には祝砲
　として花火を盛大に
　打ち上げます。

｠
※イベントの内容は変更になる可能性がありますので
　ホームページ等で情報を確認してください。
　100周年記念事業に関する詳細はこちら

　弘前観桜会100周年記念事業公式ウェブサイト
　http://www.hirosaki-kanoukai.jp/
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　写真で伝える弘前の魅力とは？自分の
目で見て素敵な場所の景色、子供の頃か
らの記憶に残る素敵な景色を写真にして
いくことが魅力を伝えることになると
思っています。その写真には技術の上手
い下手よりも大事なその場所が好きだと
いう「心」がこもっていて、写した写真
には心が宿ると信じています。

　上手い写真はそのままでも場所の魅力が伝わるものと思い
ますが、心のこもった写真には一言の「言葉」を添えること
で、上手い写真に勝るとも劣らない輝く写真になるのではな
いでしょうか。「家の近所の桜。この桜が弘前で一番好きで
す」とか、「この桜を見るために弘前に帰省します」などな
ど。心の言葉を足すことでその写真に魅力と伝達力を足すこ
とができます。素朴な言葉が素朴な魅力を引き出し、可憐な
言葉が可憐な写真をイメージさせるのです。
　最近は「SNS映え」する写真を求めて色んなところに出向
いて行き写真を撮る。その風潮が顕著になってきているなぁ

と思います。沢山のいいね！をもらうために立ち入り禁止区
域に立ち入り、ほかの人の迷惑を考えずに三脚をベストポジ
ションに「置きっぱなしにして」場所を確保する。こういう
マナーなしのカメラマンたちが横行しているのを見ることが
増えました。こういうSNS映えのための撮影で伝える写真よ
り、素人臭くとも心のこもった言葉と写真が、他の人に魅力
を伝えるのだと思いませんか？写真も写せば写すほど、上達
もしますしね！
　技術的なアドバイスをするとしたら、一番に気を付けたいの
は写真を「曲げない」ことです。水平と垂直に気を付けて、見
た感じ「曲がっていない」「かしがってない」写真を撮ること
に気を付けることと、ズームをうまく使って余計なもの（例え
ば電線とか車など）を写さないことが上達への近道です。
　このことに気を付けて写真を撮ってみてください。SNSに
言葉を添えて投稿してみてください。きっと違った反応があ
るのではないでしょうか？そして何より、投稿した自分が伝
道者になったように思えるのではないでしょうか？ぜひぜひ
魅力の伝道者になってみてください！

トピックス お花見スタイルの提案 弘前さくらまつり
～弘前観桜会100周年記念事業の一部ご紹介！～

※春雨で濡れた桜の道。その先にある出口がほんのりと明るく
　見えるようなイメージで撮った写真です。



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。
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観桜会パレードの様子１

弘前市のマスコットキャラクター
たか丸くん観桜会バージョン

観桜会パレードの様子2

 観桜会パレードの様子3

2 3

　桜と林檎の街 弘前で 「つがる漬」 を造り続け、 今年で創業
九十九年を迎えました。
　上質な一本羽の数の子をたっ
ぷりと使用した「金印つがる漬」
は、一本ずつ手作業で数の子の
薄皮をむき、丁寧に仕上げた自
慢の逸品。
　和徳町に構えた店舗では、つ
がる漬や飯ずし、筋子など様々
な品をとり揃え販売しており
ます。　全国発送も受付してお
りますので、さくらまつりのお土
産にぜひお立ち寄りください。

■弘前市和徳町6
■TEL 0172(39)1000
■営業時間　8:00～17:00
■定休日　日曜定休（祝日は営業）
■HP　http://tugaruzuke.co.jp/

■弘前市土手町81
■TEL 0172(34)8400
■営業時間　9:00～15:00
■定休日　土、日、祝祭日
■HP　http://www.shinkin.co.jp/toshin/

　弊社は、建設・ライフライン関連工事に於ける交通誘導並びに
施設を管理する常駐警備、また観光
やイベント時に於ける雑踏警備を
主とする警備会社です。DV・ス
トーカー・BG等にも応じます。
　多様化する社会と環境の中で
様々なニーズに対応し、創意工夫
を以って誠実に実行し人々が笑顔
で安心して暮らせる社会づくりを
目指します。
　今後も市民の皆様に信頼される
安心・安全を提供してまいります。

■弘前市取上4-2-39
■TEL 0172(38)6150
■FAX 0172(38)6155

　当店は、1950年(昭和25年)4月、先代が電気堂を創業して68
年。以来松下電器(現パナソニッ
ク)製品の販売修理を続けてまい
りました。
　今年3月7日パナソニックは創業
100周年を迎えました。それを記
念して多くの専門店モデルが販売
されます。また、今年12月には
4K・8Kテレビ放送が始まります。
ぜひ、パナソニックビエラで高画
質テレビをお楽しみ下さい。

　東奥信用金庫は、津軽地域に唯一本店・本部を有する金融機
関として、地元の中小企業を支え、地域貢献を目指しておりま
す。
　「夢と未来におてつだい」の言葉を胸に、この地域とともに
歩むということを最後まで貫き、地域の皆さまの「幸せづく
り」を我々の使命として活動してまいります。
　今後とも一層のご理
解、ご支援を賜ります
よう、心からお願い申
し上げます。

■弘前市茂森町145
■TEL 0172(35)3011
■FAX 0172(35)3012
■営業時間　9:00～18:00
■定休日　日曜、祝祭日

　当公園は、弘前市民及び国内外の観光客に、りんごに関する知識、情報並びに学

習体験の場及び休憩の場を提供し、りんごに対する理解の向上と、りんご産業の振

興を図ることを目的としております。敷地内には約80種、約1,500本のりんごが栽

培されており、様々な農作業が体験できます。また、園内には1,200点を超えるり

んごにこだわった商品が並ぶお土産コーナーやレストランがある「りんごの家」、

岩木山を一望できる「すり鉢山展望台」、市文化財の「旧小山内家農家住宅」やりんごのお酒シードルを醸造する工房

「K i m o r i 」など見どころ満載です。皆様のご来園を心よりお待ちしております！
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株式会社 アイベックス

パナソニックショップ パナデン電気堂

鎌田屋商店

東奥信用金庫

シリーズ「当協会運営施設紹介」

弘前市りんご公園

～ 弘前観桜会100周年によせて　特別インタビュー ～
弘前観桜会100周年を迎えるにあたって、弘前観桜会100周年事業実行委員会会長
（弘前商工会議所　清藤　哲夫会頭）にお話を伺いました。

100周年を迎えるさくらまつりは会頭にとってどのようなものですか？
Ａ1　明治維新後、荒れ果てた城内を見かねた
旧藩士菊池楯衛により1000本のソメイヨシ
ノを植栽されたことが桜の名所、弘前公園
の礎とされています。植栽当時は菊池楯衛
も、弘前公園が全国随一の桜の名所になる
とは思っていなかったに違いありません。

　　弘前はお城を中心に形成された城下町
であり、明治以降も弘前公園周辺を中心に
発展してきました。昭和終期より都市の郊外

　化が全国的な社会問題となってきましたが、今年は、弘前さくらまつりの
100周年と同時に明治維新150周年という節目でもあるので、今一度、弘
前のまちづくりを考えるいい機会にするべきではないかと思っています。

　　単純にさくらまつり100周年を祝うだけではなく、まつりの今後
の運営に加えて、弘前公園や弘前の桜が今後のまちづくりにどの
ように関わっていくかが重要だと思っています。

　　　日本の桜文化における弘前公園の役割についてどう思われますか
Ａ2　一般的に、桜は菊とともに日本の国花と
言われており、歴史的に見ても弘前公園に
桜が植えられたという事実はとても重要だ
と思います。
　　弘前市民にとって桜は、愉しむものであ
り、愛するものであります。弘前公園という
藩政時代からの弘前の中心の場所でさくら
まつりが催されることが、街を愛すること、
地域を愛することに繋がっているのではな
　いかと思います。弘前市民は、日本人が持っている国花としての桜
への思いに、街を良くしようという独特な地域愛が加わって、脈々と
　桜を育んできているような気がします。
　　また、現在では「桜＝観光」という考え方が定着し、多くの観光客
にお越しいただいておりますが、菊池楯衛をはじめとする弘前公
園黎明期を支えた先人の方々は、ここまでの観光資源になり得る
とは思ってはいなかったと思います。その黎明期の活動が原点と
なり、多くの市民による桜を育む活動が実を結び現在に至ったの
だと思います。弘前市民の桜を育む思いや活動に何か「日本人のふ
るさと」を感じるところがあるような気がして、それを百数十年の
長きに渡って続けてきた弘前市民は凄いと思います。

今年はどのような記念事業を行う予定ですか。
Ａ3　弘前さくらまつりが始まった5月3日を弘前観桜会記念日として、

弘前公園内で仮装行列を取り入れた記念パ
レードや花火の打ち上げを計画しています。
　記念パレードは大正や昭和初期の観桜会
で盛んに行われていた仮装行列を取り入れ
た「どこか懐かしく、弘前らしい」パレードに
したいと思っています。
　打ち上げ花火は、記念の年の祝砲として盛
大に打ち上げる予定ですのでご期待くださ

　　　　　　　　　　　い。
　　また、今年は公園周辺だけではなく、街全体を盛上げていくことを考
えており、中心市街地にフラッグを掲示して、観光客の方々に街なかを
歩いていただけるような工夫をします。各商店街の方々や大型デパー
トの皆さんには、売り出しや紅白幕の掲示など、祝賀ムードを高める
ような協力を仰いでいきたいと思っています。ＪＲ弘前駅を降り立っ
た観光客が商店街を通って公園に向かっていただければと思ってい
ます。
　　昨年のさくらまつりは東日本大震災後最高の251万人という人出
がありながら、商店街などのアンケートでは「あまり商売に繋がらな
かった」という声も多く聞かれ、商工会議所としても問題意識を持っ
ていました。

　　そこで、今年は新たな取り組みとして、有料区域への無料入場券
に園内やタクシー、100円バスで使える金券と商店街や繁華街の飲
食店で使えるお食事券をセットにしたお得な観光客向けのクーポ
ンを観光案内所や宿泊施設で販売することを計画しています。園
内を訪れた観光客に商店街や繁華街へ足を向けていただくことを
目的としています。

次の100年に向けて考えられていることがありましたら、お聞かせください。

Ａ4　一般的にソメイヨシノの寿命は60年、
70年といわれていますが、桜守で樹木医の
小林勝さんは、環境を整えることさえでき
れば特に寿命はなく、今後100年でも花を
咲かせられるのではないかと仰っていまし
た。現在、弘前公園には樹齢100年以上のソ
メイヨシノが300本以上もあり、あと数年
経つともっと増えます。弘前方式と呼ばれ
る独自の管理技術を更に昇華させることに

　加えて、公園内の環境保全が必要です。桜を見に来ている観光客の
中には枝を折ったり、写真を撮るために木の根元を踏む方もいらっ
しゃるようです。根に加える衝撃が桜にとって最も大きなダメージ
のようなので、今後、徹底した対策が必要になります。

　　100年前の第1回観桜会開会日は5月3日で、当時の満開予想日と
されていたそうです。昨今の平年並みの満開日は4月27、28日頃と
され、更に暖冬により、早咲き傾向となっています。4月中にソメイ
ヨシノが完全に散ってしまっている年も珍しくありません。そこ
で、ソメイヨシノのみならず、遅咲きの桜も含めてブランディング
して、情報発信することが必要です。公園内は新たに桜を植える場
所もなくなってきているので、市では「桜の鉢植え」を設置するよ
うです。これにより、さくらまつり期間中は、園内のどこに行って
もさくらを楽しむことができるようになります。

　　ゴールデンウィークの桜の咲き方が観光客の入り込みに大きく影
響し、年によっては函館市の五稜郭公園に多く人が流れることがあり
ます。観光客の取り合いということではなく、五稜郭に加えて、角館、
北上と協働して、ゴールデンウィーク前後に咲き誇る日本の桜として
エリアブランディングしていくことも必要であると感じています。

　　また、弘前公園、吉野山（奈良県）、高遠城址公園（長野県）が日本
三大桜の名所と呼ばれており、今後、連携の動きがあるのではない
かと思いますが、さらに、弘前とも関係がある米国ワシントンや中
国武漢とともに、世界三大桜の名所として、国境を越えた連携や協
働ができないかと考えています。

　　観光面だけではなく、弘前には弘前方式と呼ばれる桜の管理技
術を全国に伝え、日本の桜を守る責務あると思います。全国の桜守
を育成する勉強会や大会を毎年開催することを弘前市では検討し
ているようなので、我々も協力していきたいと思っています。

　　先日開催された第2回弘前観桜会100周年記念講演会で講師の
フリーランスライターの平塚晶人先生が「弘前公園の桜は弘前市
が徹底して管理しており、間違いなく日本一、世界一の桜の名所で
あるが、その分弘前市民の関わりや参画が少し弱い気がする」とお
話されておりました。具体的に「日本最古のソメイヨシノや日本一
太いソメイヨシノに続く、〇〇の桜というようなニックネームを
市民公募したらどうか」というご提言もいだきました。今一度、弘
前公園を考える機会として参考にして、今後、市民を巻き込んだ活
動を展開していきたいと考えています。

　　現在、弘前は郊外に商業施設や学校など様々なものが点在して
いますが、私は、城下町である弘前の中心は、今も弘前公園にある
と思っています。私は「残すものは残し、新しくすべきものは新し
くしていく」ということが「弘前らしさ」だと思っているので、偉大
なる先人の方々から受け継いだ弘前公園に対し、今後、市民がどの
ように関わって、各組織がどのように連携していくのかというこ
とを、きちんと議論していきたいと思っています。


