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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(土)～11月23日(木・祝)
■4月10日(月)～11月23日(木・祝)
■4月10日(月)～11月23日(木・祝)
■4月14日(金)～11月中旬
■4月9日(日)
■4月9日(日)
■4月20日(木)～４月21日(金)
■4月22日(土)～５月7日(日)
■4月23日(日)
■5月3日(水)～5月4日(木)
■5月5日(金)

■5月6日(土)～5月14日(日)

■5月上旬～11月末

■5月11日(木)～5月12日(金)

■5月13日(土)
■5月13日(土)～5月14日(日)

■5月27日(土)～5月28日(日)

■6月17日(土)
■6月17日(土)
■6月18日(日)～6月22日(木)
■6月25日(日)

■6月28日(水)

■6月下旬

弘前城　今年度開館
藤田記念庭園　今年度開館
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33回 弘前城ミス桜コンテスト
路地裏歌謡笑Vol.4「出番ですよ～！」
第75期 名人戦七番勝負
弘前さくらまつり
第66回 青森県観桜俳句大会
第36回津軽三味線世界大会
2017桜花グランプリ争奪・
第32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

全国国立大学付属学校連盟東北地区会
定期総会
第25回 全日本りんご追分コンクール
第19回 津軽路ロマン国際ツーデーマーチ

第66回 東北中国学会大会

古都ひろさき花火のつどい
2017年度日本環境共生学会地域シンポジウム
第6回東アジアカップ女子ソフトボール大会
チャレンジヒルクライム岩木山2017
1軍戦　東北楽天ゴールデンイーグルスX
オリックス・バファローズ
よさこい津軽

弘前文化センター2階大会議室
弘前市民会館
藤田記念庭園
弘前公園
弘前文化センター2階大会議室
弘前市民会館

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
【アートホテル弘前シティ・弘前大学
教育学部附属学校園／東北150】
弘前市民会館
弘前市内
【弘前大学文京キャンパス・アソベの
森いわき荘／東北100】
弘前市岩木川河川敷運動公園
【弘前大学文京キャンパス農学生命科学部／全国50】
【弘前市はるか夢球場／国際】
嶽温泉・岩木スカイライン

【弘前市はるか夢球場／全国】

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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大正時代中期の観桜会（弘前市立弘前図書館蔵）大正時代中期の観桜会（弘前市立弘前図書館蔵）

　ひろさきをまるごと堪能できる便
利なクーポンを今年も販売します！
　100円相当×9枚のまるごとクー

ポンは、アップルパイ参加店舗のほかに、100円バスや市内タク
シー、サイクルネットなどにも利用できて、市内を周遊するのに
とっても便利！さらに、弘前公園（本丸・北の郭）や弘前城植物
園、藤田記念庭園、津軽藩ねぷた村の入場券も付いてとってもお
得です。
　ご自身でのご利用はもちろん、お客様の
ご案内やお土産にもどうぞご利用ください。

クーポン内容：まるごとクーポン 100円相当×9枚、
　　　弘前公園（本丸・北の郭）入場券
　　　弘前城植物園入場券
　　　藤田記念庭園入場券
　　　津軽藩ねぷた村入場券

販売価格：1,500円
実施期間：平成29年５月８日(月)～11月23日(木祝)
有効期間：購入から１ヶ月
販売場所：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、
 弘前公園(本丸・北の郭)券売所、藤田記念庭園券売所、
 市内主な宿泊施設など
企　　画：(公社)弘前観光コンベンション協会

　弘前さくらまつりをモチーフにした、川中美幸さ
んの「津軽さくら物語」が２月22日（水）発売され
ました。美しい日本、心に刻まれる日本の風景をモ
チーフに川中美幸さんのデビュー40周年を記念し
て誕生した"美幸のうたの旅人"シリーズの第一弾シ
ングルです。 
　「津軽さくら
物語」は、青森
県出身の盲目の
シンガーソング
ライター板橋か
ずゆき氏の作品
です。美しいア
レンジとメロ
ディと歌に、静
かながらも絢爛
に咲き誇る桜を
思い浮かべてく
ださい。
（弘前観光コン
ベンション協会
推薦曲 ）

　

　私の父は、弘前公園で金魚を売っていたため、幼少期から弘
前公園のさくらを見て育ちました。一人で公園を駆け回ったり、
サーカスのライオンに餌をあげたりのいたずらもしました。サーカ
スのおじさんからはひどく叱られましたが、それでも最後は中に
入れてもらい、空中ブランコやゾウの曲芸を楽しみました。

　昔は中央高校からＮＨＫ前の通りにも沢山のお店が並んでい
たり、本丸ではギターの流しや津軽三味線弾きが宴会を回って
御ひねりをもらって唄を歌ったりと、とても賑やかな時代でし
た。また、中央高校口の辺りには片脚のない傷痍軍人がいて、
興味をもって見ていると、夕方になり脚の包帯をとって普通に両
脚で歩いて帰って行くのを見て、「大人ってズルいなぁ」と子供
心に思った記憶があります。

　大人になって自分で店を出せるようになり、おでんと焼き鳥の
店を始めました。その頃の焼き鳥は、豚のホルモンを串に刺して
売っていましたが、タレは父親直伝の秘伝のタレで、評判もよく
東京や大阪から毎年この焼き鳥を楽しみに来て下さる常連さん
も沢山いました。津軽弁での接客に少し驚くお客様もいますが、
「優しい津軽弁が弘前ならではの“おもてなし”」と信じて接客
を続けています。
　
　最後に「桜は匂いがしない」と言われますが、私は桜の匂い
を感じたことがあります。まだ人出が少ない早朝に西濠ボート乗
り場付近を歩いていたとき、ほのかに甘くそれでいて清楚な香り
を感じたことを印象的に覚えています。
　弘前の桜は、素晴らしい管理技術で手毬のようなボリューム
のあるボンボリ咲きです。世界に誇れる「弘前さくらまつり」。
今は、「らくがきせんべい」の店をやっていますが、子供たちの
楽しそうな笑顔を見るたびに、これからもこのまつりが、末永く
続いて欲しいと願っています。

観桜会&桜祭り
　　　（一社）弘前桜まつり協賛会
　　　　　　　　　専務理事　山﨑　勝男

4月
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5月
   May  

  

6月

     June 

  

ひろさきまるごと
観光クーポン 「津軽さくら物語」販売中



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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昭和初期の観桜会（弘前市立弘前図書館蔵）

昭和初期の人力車でお花見
（弘前市立弘前図書館蔵）

昭和初期の観桜会（弘前市立弘前図書館蔵）
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　おいしいふぐを地元の方に気軽に味わっていただきたいと創業
以来52年、ふぐ、すっぽん料理専門店の「ふぐ新」です。
　当店のふぐは白神の恵みの水で育まれた地元西海岸産。全品
ふぐ尽くしのコース料理はふぐ刺しはもちろんちり鍋にも身だけ
を贅沢に使用、骨がないので食べ易いとご好評をいただいており
ます。他にもふぐのコラーゲンだけで固まる煮こごり、ふぐ唐揚、
白子の揚げ出し、くさみの全くないすっ
ぽん鍋などが人気です。
　価格を抑え、またお持ち帰りも承って
おりますので、ご予約の上お気軽にお立
ち寄りください。

　日頃は、当支店をご利用頂き厚く御礼申し上げます。
　当支店は昨年９月５日に新築オープン致しました。昭和32年
11月４日に「中弘信用組合」として開設以来、本年で60周年を迎
えることとなりました。
　これからも地域から信頼され、地域になくてはならない「けん
しんよう」として、「日本一のさくらとりんごのまち弘前」を支え
る皆様の更なる発展と明るいま
ちづくりに向け、ともに歩み、と
もに成長して参りますので、今後
ともご支援を賜りますよう、職員
一同皆様のご来店を心よりお待
ちしております。

■弘前市元大工町25-6
■TEL 0172（32）8206
■営業時間　17:00 ～22:00
■定休日　日曜

■弘前市元寺町17
■TEL 0172（35）0225
■FAX 0172（37）5008
■営業時間　9:00～15:00
■定休日　土曜、日曜、祝日

　当院は平成14年に笹森町に開院し、今年で16年目を迎えます。
心療内科、精神科、内科(糖尿病他)を標榜しております。
　笹森町には弘前東照宮があり、建立なされた満天姫にあやか
り、満天クリニックと命名致しました。
この15年間様々な方々においで頂き
深く感謝申し上げます。同時に弘前東
照宮の過酷な変遷をもつぶさに観察
することとなり、胸も痛みましたが、
今、385年経つ本殿を間近に見ること
ができ、感慨深いものがあります。

　当社は「名工社」として塗装工事を営んでおりました。三代目
から手書きの看板屋「名工社美術」となり四代目、五代目はイン
クジェットプリンターを導入し看板工事だけではなく、出力
サービスもさせて頂いております。
　ポスター、パネル、車両ラッピングシール、マグネットシート、
壁紙印刷、のぼり、幕、シール印刷等、
様々な条件に合わせた看板作りで皆
様のお役に立ちたいと日々努力をし
ておりますので、どうぞ企画の際は
お気軽にお声掛け下さいますよう宜
しくお願い致します。■弘前市笹森町37-27

■TEL 0172（33）3001
■FAX 0172（33）6166
■営業時間　9:00～12:30、
　　　　　　14:00～18:00
■定休日　木曜午前、土曜午後、日曜、祝日

■弘前市境関字亥ノ宮1-1
■TEL 0172（27）8609
■FAX 0172（26）8161
■営業時間　8:30 ～17:00
■定休日　日曜、祝日、第二土曜

　当館は、弘前市の市制施行100周年事業の一環として平成２年にオープンしまし
た。今年は２月に、恒例となっている津軽塗伝統工芸士コーナーの展示作品入替えが
行われ、新しく「食事処 追手門」がオープンし春を迎えることができました。私達は
日々、観光案内と施設管理の業務に従事しています。弘前城をはじめとする弘前散策
の拠点として、県内外からの観光客の皆様のお役に立てるよう、また市民の皆様にも
何度でも利用していただけるような、親しみのある施設を目指して頑張っています。
お近くへお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください！
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ふぐ新

満天クリニック

青森県信用組合 弘前支店

名工社美術

新シリーズ「当協会管理施設紹介」

弘前市立観光館
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Q3
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Q5

特別インタビュー「100年目のさくらまつり」「100年目のさくらまつり」
　弘前さくらまつりは、今年で100年目、来年が100周年の節目に当たります。そこで、「弘前さ
くらまつりの今昔」をテーマに、民俗学を研究されている元青森県立郷土館学芸課長の成田敏氏
に特別インタビューを行いました。

毎年、春には全国各地で桜まつりが行われますが、日本人にとって
桜、そして花見をするというのはどのような意味を持つのでしょうか。

Ａ　一般的に日本で「花」といえば桜のことです。皇室の家紋で
ある菊も親しまれていますが、現在の国民的な感覚からする
と桜ではないでしょうか。いずれにせよ日本では法的な国花
の制定はしていません。

　　花を愛でる風習は中国から伝来し、もともとは桜ではなく
梅だったといいます。平安時代になると、はでやかなその美し
さから桜を観賞するようになりました。花見は貴族や武士な
ど上流階級のものでしたが、豊臣秀吉が催した「醍醐の花見」
はものすごく豪華だったといわれています。江戸時代になる
と庶民の間にも花見の風習が広がりました。八代将軍徳川吉
宗は享保の改革で飛鳥山などに桜を植え、これらが江戸の桜
の名所となり町民の行楽地として定着していきました。

　　また、「さくら」の語源については諸説ありますが、その中に
神話に登場する「木花開耶姫（コノハナサクヤヒメ）」の「サク
ヤ」が転化したものだという説があります。ニニギノミコト
（高天原から日向の高千穗に降り立ち皇室の先祖となった）の
妻となる大変美しい女神です。そしてコノハナ（木花）とは桜
のこととも解釈されています。弘前駅前の虹のマートの前に
は木花開耶姫の銅像があり、当時の藤森市長の「木花開耶姫の
像に題す」という一文が添えられています。「桜の街 弘前」を
象徴した銅像といえます。

1918年（大正7年）に第1回観桜会が行われていますが、その時の
様子は（時代背景も含めて）どういった感じだったのでしょうか。

Ａ　1882年（明治15年）に旧藩士
だった菊池楯衛が桜（ソメイヨ
シノ）を植えますが、当時、士族
の気風が強く「お城の中に桜を
植えて花見などけしからん」と
いって植えた桜が引き抜かれた
りしたようです。さらに、後を引
き継いだ同じく旧藩士の内山覚

　弥は1903年（明治36年）に1千本の桜を植え、これらが大正時
代には花が見頃を迎えるようになりました。

　　当時は、津軽の人たちは北東北の桜の名所であった秋田市
の千秋公園へ行って花見をしたといいます。しかし、地元の進
歩的な若者などが「地元で花見をやろう」と働きかけ、1918
年（大正7年）に「第1回観桜会」（弘前商工会主催）が開催され
ました。将来を見越し、夜桜など盛大に多くの催しが実施され
ましたが、これが観光都市弘前の基礎となったとされていま
す。青森県内でいち早く開催された観桜会には、次第に津軽一
円、県内外からの観光客が集まるようになって大いに賑わう
ようになりました。江戸時代に京都・江戸などの大都市で始
まった庶民の花見は、津軽では大正時代になって根付いたと
いえます。

　　また、第１回観桜会から12～3年経った昭和４年には「桜
咲く日本へ」という外国人向けの観光ＰＲ映画が国の鉄道省
により作られましたが、この中の「弘前城と桜」は好評で、
日本というイメージを代表するものとなりました。この頃か
らすでに弘前の桜は全国的に有名だったことがわかります。

昔と今では、市民のお花見スタイルに変化はありますか。

Ａ　食べ物、衣服、余興、出店などは時代によって少し変化があっ
たと思いますが、基本的な花見のスタイルは変わっていないと
思っています。

　　世界を巡ったある学者は「花見」は日本固有の風習で、「群桜」
「飲食」「群衆」の3つの要素があるといっています。確かに、吉野
の桜や弘前公園のように多くの桜が植えられている場所が花

見の名所であり、「花見酒」・「花
より団子」という言葉や豪華な
花見弁当に象徴されるように、
職場や官公庁、知り合いや近所
の人同士など多様な団体が連れ
だって飲食しながら楽しむのが
花見といえそうです。私は、花見
は市民にとってハレの日（非日
常的な日）の一つだと思います。晴れ着（普段は着ないハレの
日の衣服）を着て、普段は食べない料理を食べる年中行事のひ
とつとして定着していきました。民俗調査で農作業のことを
聞き取りすると、この時期は「田打ち」（田起こし）という農作
業が行われる時期だといいます。農民にとって、重労働である
「田打ち」のノルマを午前で終わらせ、午後には観桜会に行く
のが楽しみだったといいます。
　　初めは桜を見ながら大勢で酒を酌み交わして楽しむとい
う、いわば大人たちの観桜会であったといえますが、次第に子
供向けの出店も増え、子供にとっても楽しみな祭りになって
いきました。津軽では観桜会を訛って「カンゴウカイ」といっ
ていました。私が子どもの頃、何で花見が「カンゴウカイ」なん
だろうと不思議に思っていました。でも、この言葉を聞くとい
つもわくわくしたものでした。

さくらまつりと言えばたくさんの出店が出ますが、印象に残る出
店があれば教えてください。

Ａ　カニ（トゲクリガニ）とガサエビ（シャコ）を売る店が印象的
です。
　　青森県立郷土館に勤めていたころ、民放の「秘密のケンミン
ＳＨＯＷ」という番組の取材を受け、「津軽の花見ではカニを
食べるそうだが、こういう風習は全国的にない。何故でしょう
か」と尋ねられました。すぐには即答しかねて困ったことを覚
えています。おそらく、この時期が旬である陸奥湾のカニや
シャコが青森方面から運ばれ出店で売られるようになったと
答えておきました。観桜会はハレの行事であることから、カニ
やシャコは普段は口にしないハレの日の贅沢なご馳走なのだ
ろうと考えました。つまり、正月に餅を食べるのと同じような
ものであったと思います。今は衛生上の問題でこのような店
はなくなりました。

弘前さくらまつりをさらに良いものにするための提言はありますか。
Ａ　最近、マップをもって市内を歩いている観光客を年中見か
けますが、私はできるだけ話し掛け、弘前の魅力を私なりに伝
えるようにしています。市民一人一人が弘前の魅力や弘前の
桜の素晴らしさを理解し伝えていくことで、弘前さくらまつ
りがよりよい祭りになっていくと思います。
　　「お城と桜」は弘前だけではないですし、桜の本数が多い名
所も全国にたくさんありますが、弘前の桜が特に素晴らしい
のは花の質の高さだと思います。他の地域の桜を見るとその
違いは明らかにわかります。樹齢100年を超えた老木でも今
なお健在であり、全ての桜が1つの花芽から花が５、６個と多
くてボリュームがあって素晴らしく見応えがしますので是非
さくらまつりのときにおいでく
ださいと教えてあげます。日本一
の桜を維持するための整った管
理体制やリンゴ栽培の技術を取
り入れた桜の管理技術が優れて
いることから、弘前は桜の最先進
地域だということを市民各自が
認識し、誇りをもって発信するこ
とが大事だと思います。


