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HAVE A WONDERFUL FEELING WITH YOU

HIROSAKI STAGE NEWS

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　２００８年の幕開けとともに、記念すべき社団法人弘前観光
コンベンション協会の会報誌「弘前感交劇場ステージだより」
を創刊することとなりました。
　この「弘前感交劇場」とは、先人の知恵により築かれてきた
弘前の歴史や文化すべてを世界最大級の原生林である世界自然
遺産「白神山地」の恵みからもたらされたものと位置づけ、弘
前をはじめとする津軽地域全体を一つの劇場と捉え、地域住民
も観光で訪れた人もすべての人々が共感できる感動と交流の体
験型ステージを展開する新しい旅のスタイルを表現した言葉で
あります。
　感交劇場の主役は観光で訪れる方々です。われわれ弘前市民
は、助演者として訪れる人々を「おもてなしの心」でサポート
する黒子、裏方であります。この会報は、感交劇場で展開され

る主役や裏方の皆さんの活
い

き活
い

きとした姿を取り上げ、参加す
るすべての人々の情報と感動の共有の場としたいと考えており
ますので、今後とも温く見守っていただければ幸いです。
　２０１０年には、永年の夢でありました東北新幹線新青森駅
が開業いたします。当協会では間近に迫った開業に備えて、今
年「弘前感交劇場」を柱とした企画旅行を造成し、弘前の魅力
アップと積極的なＰＲに努めます。また、観光客の受入基盤の
整備として青森県内で初めてのご当地検定「津軽ひろさき検定」
を実施し、郷土の魅力や誇りをおもてなしの心を持って伝える
ことのできる弘前人の育成に努めます。その他にも観光新時代
の到来を前に新しい施策を展開すべく、ただ今続々準備中であ
ります。
　新青森駅開業を好機と捉え、弘前を中心とする津軽地域の観
光を盛り上げるべく、今こそ関係者が一丸となって取り組んで
参りたいと思います。
　２００８年は、決意を新たに観光を通じて地域経済に波及効
果をもたらすよう邁進する所存でございますので、会員の皆様
の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
　本年が皆様方にとりまして最良の年となりますことをご祈念
いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

㈳弘前観光コンベンション協会 会長
清 藤 哲 夫

「弘前感交劇場ステージだより」
創刊のご挨拶
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■12日㈯～3月23日㈰ 博物館の雛まつり［弘前市立博物館］

■19日㈯～20日㈰ 大学入試センター試験

■20日㈰ 第７回食育と未病フォーラム2008弘前大会［弘前商工会議所／県：100名］

■26日㈯ The 津軽三味線2008［弘前市民会館］

■26日㈯～27日㈰ ウィンターフェスティバル［弘前市りんご公園］

■ 2日㈯ 第84回日本形成外科学会東北地方会［弘前大学／東北：100名］

■ 7日㈭ しめなわ奉納裸参り［鬼神社］

■ 7日㈭～ 8日㈮ 弘前感交劇場『津軽酒蔵めぐり』［六花酒造・玉田酒造・丸竹酒造など／要予約・有料］

■ 8日㈮～10日㈰ 弘前音楽祭［弘前市民会館］

■ 8日㈮～11日㈪ 第32回弘前城雪燈籠まつり［弘前公園］

■ 9日㈯～11日㈪ 弘前感交劇場『冬の坐禅体験と精進料理』［盛雲院（坐禅）・観音山普門院（精進料理）など／要予約・有料］

■ 9日㈯～11日㈪ オールライツ・ゴスペルライブ

■25日㈪～26日㈫ 弘前大学前期入学試験［弘前大学］

■26日㈫ 県立高校入学前期試験

■ 8日㈯～ 9日㈰ 岩木山スキーマラソン大会［岩木青少年スポーツセンター（スタート）～岩木山総合公園（ゴール）］

■ 9日㈰ 第１回津軽ひろさき検定［弘前大学］

■12日㈬ 弘前大学後期入学試験［弘前大学］

■23日㈰ 青森県ちびっこ手踊り王座決定戦［弘前市民会館］

■29日㈯～30日㈰ 第５回日本教育保健学会［弘前大学総合教育棟／全国：200名］

日本キリスト教団弘前教会礼拝堂　カトリック弘前教会礼拝堂　日本聖公会弘前昇天教会前屋外
［9日］ ［10日］ ［11日］

㈳弘前観光コンベンション協会

2008 新年祝賀会開催

■日時／平成20年1月28日㈪　18時～
　　　　　18：00　新春特別基調講演
　　　　　　　　　　　　　講演：弘前大学学長　遠藤正彦　氏
　　　　　19：00　新年大懇親会

■会場／ホテルニューキャッスル ３F 「麗峰の間」

■会費／6,000円（お一人様）

▲津軽語り部の会
　代表　菊地菊代

弘前市りんご公園
旧農家住宅

　　　弘前市りんご公園の旧農家住宅では土日祝日、
　　11:00 〜と 13:00 〜の２回、昔語りを開催してお
　ります。語り部が語る、美しく優しい本来の津軽弁に
ふれることができます。
■弘前市りんご公園（弘前市清水富田寺沢 125 番地）
　☎0172（36）7439　　9：00〜17：00
　休館日／12月29日㈯〜1月3日㈭

みちのく五大雪まつりのひとつ「弘前城雪燈籠まつり」は昭和
52 年にスタート。厳冬の夜、弘前公園には市民手づくりの約
150 基の雪燈籠が並び、雪化粧した天守閣と老松とともにライ
トアップされ詩情豊かな風景を演出します。また本丸から岩木山
に向って望む蓮池周辺は、ろうそくの
明かりを灯したミニかまくら約 300 基
が並び幻想的な空間に。メイン会場・
四の丸には歴史的建造物等を再現した
大雪像や大滑り台が登場し、雪を楽し
むイベントが盛り沢山です。
■会期／平成20年２月８日（金）〜２月11日（月・祝）

第32回弘前城雪燈籠まつり

号号
Vol.12008.01.01

社団法人 弘前観光
コンベンション協会

■発行

〒036-8588　弘前市下白銀町２－１
TEL.0172-35-3131 FAX.0172-35-3132
URL http://www.hirosaki.co.jp/

創刊

まつり活性化フォーラム

■日時／平成20年2月2日㈯　15時～
　　　　　15：00 フォーラム　入場無料
　　　　　18：30 懇親会　会費／4,000円（お一人様）

■会場／ラグリー
■主催／㈳弘前観光コンベンション協会

弘前観光コンベンション協会 HP に
て、協会スタッフがおすすめスポット
などを紹介する「弘前感交劇場ブロ
グ」ON AIR ！「弘前観光情報メー
ルマガジン｣ では旬の観光情報を
配信中です。お気軽にアクセス
してみて下さい！
http://www.hirosaki.co.jp/

協会オリジナル「会員証プレート」が
できました！

「会員証プレート」 販売価格 ￥1,000（税込）
お求めは当協会事務局☎0172（35）3131まで

プレート紹介
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会 員
の お 店 紹 介

けやぐ 会 員 特 典

会員のお店をご紹介するコーナーです。
特典のご提供をいただいた順に掲載しております。

　会員カードのご呈示で、ご飲食やお買い物の割引の特
典が受けられます。皆様のお越しをお待ちしております。

この特典は平成20年3月31日迄有効です
会員特典の参加・詳細については
㈳弘前観光コンベンション協会へ

☎0172（35）3131

会員
広場のの

Hirosaki Tourism
 and Convention Bureau

会
員
情
報
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特典
有効
期間

平成
20年

4月1
日▶
平成
21年

3月3
1日

01

■弘前市百石町31　■☎0172（36）3814
■営業時間／10：00〜17：30　
■定休日／日曜　■Ｐ有
■http://www.tsugaru-nuri.com/
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と

聞いで
ケっ！
それって

英語？  和製？

英 語 ト リ ビ ア

　みなさんが日常使っている英単語。そのほとんどが和製英語だということ、気
付いてましたか？日本人同士では通じても、欧米の方々には通じない…そんな経
験ありませんか？今回は、そんな英単語を紹介します。例えば、「コーヒー」。日

本ではお客様やレストランでの食後に「コーヒー」が出されるのが普通です。その「コーヒー」の中でも日本の喫茶店
にある、「アメリカンコーヒー」。これって、欧米の人たちには通じるの？…この単語、実は通じません。実はコレ、和
製英語です。「アメリカンコーヒー」は、元々、通常薄く淹れたコーヒーを意味し、この単語のまま「One American 
(coffee) Please.（ワンアメリカン［カーフィー］プリーズ .）」と言ってしまったら、「アメリカ人１人下さい。」とい
う意味になってしまい、非常に危険です。では、この場合の正しい言い方は？　というと。

「Week Coffee（ウィークカーフィー）」（薄いコーヒー）といいます。また、カフェイン抜きのも
のを「Decaf （ディカフ）」と言ったりします。他にもコーヒーに関しては、様々な言い方があるので、
調べてみてはいかがですか。ちなみに「コーヒー」は「カーフィー」と発音しないと通じないこと
もありますので、ご注意を。
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　津軽ひろさき検定試験は、みちのくの古都「弘前」を中心に白神山地等の地域に関する歴史・文化・
産業・地理・人々の暮しなどの学習を通じて、ふるさとに対する愛着や誇りを再認識、再発見する機
会をつくり、津軽ひろさきの魅力をおもてなしの心をもって全国の方々へ紹介できる人材を育成する
ことを目指して実施します。本検定は、青森県内で初のご当地検定となります。今回は初級課程とな
ります。この機会に皆さんも自分たちの住む地域について学習してみませんか？

▶第１回「津軽ひろさき検定」初級試験　開催

津軽ひろさき検定
公式テキスト

津軽ひろさき歴
史文化観光検定

「津軽ひろさき
検定」開催のお

知らせ 平成20年
1月上旬
発売

■開 催 日／平成20年3月9日㈰　10：30～12：00
■会　　場／弘前会場：弘前大学　　東京会場：人事労務会館（東京都品川区）
■申込期間／平成19年12月10日㈪～平成20年２月８日㈮
■受 験 料／一般　3,000円　　　小・中学生以下　1,500円
■問合せ先／㈳弘前観光コンベンション協会　☎0172（35）3131
■主　　催／津軽ひろさき検定実行委員会　■後　　援／弘前大学

検定キャラクター
おんべさま

●春夏秋冬～歴史、文化、
観光にいたるまで、全20
章から構成。「津軽ひろさ
き」の基礎知識満載！

●地域に伝わる言い伝え
や、ユニーク＆隠れたエ
ピソードなどを集めた
「おんべさまMEMO」を
多数収録。

編集：津軽ひろさき検定実行委員会
発行：㈳弘前観光コンベンション協会
■B５版・約200頁
■定価1,680円（本体価格1,600円）

■本店／弘前市和徳町23-5（青銀津軽和徳店向い）
■☎0172（35）2811㈹
■ドラッグやぎはし　☎0172（26）1155
■やぎはし生協店　　☎0172（35）9642
■やぎはし調剤薬局　☎0172（38）6170
■プティブル　　　　☎0172（26）1530

生涯現役
メタボリック・糖尿病・高血圧・脳梗塞・心筋梗塞・夜尿症・ダイエット・膝関節
痛など！お気軽にご相談下さい。各種医院・病院の処方箋調剤。生涯現役
を目指す癒しのエステ！
アルビオン、資生堂（ベネフィーク）

八木橋薬局本店

　　焼き鳥ダイニング

樽　満 城東店

■弘前市外崎1-3-12　■☎0172（26）2590
■営業時間／日〜木　11：30〜14：30
　　　　　　　　　　17：00〜24：00
　　　　　　金・土　17：00〜25：00
■定休日／第1・3火曜　■Ｐ有
■http://www.taruman.co.jp

とみや

■弘前市徒町18　■☎0172（32）1381
■営業時間／11：00〜18：00　
■定休日／毎月５日・15日・25日（日・祝は営業）
■Ｐ有

星と森のロマントピア

■弘前市大字水木在家字桜井113-2
■☎0172（84）2288　　■Ｐ100台
■レストラン営業時間／18：00〜20：30
■http://www.jomon.ne.jp/^topysoma/

伝統的技法をもつ職人さんたちにより結成され、創業 100 年！商品を多
数取り揃え、なかでも、お土産として人気のある箸は種類が豊富で、他で
はなかなかない太く、長く、重みのある男性用の「力士箸」や、つまよう
じ入れのついた箸置きなど、工夫を凝らした商品が多数あります。使うほ

弘前津軽塗
商工業協同組合

大和家

■弘前市百石町47-1　■☎0172（36）6633
■営業時間／11：00〜14：30、17：00〜20：00（LO）
■定休日／不定休　■Ｐ有
■http://www.jomon.ne.jp/~tosi/
■弘前市百石町56-2　■☎0172（37）5400
■営業時間／11：00〜20：00（LO）
■定休日／火曜　■Ｐ有

大正12年創業の大和家が昨年11月に手打ちそば処「練屋」をオープン。手打
ちそばや津軽そばの他に大和家特製和風カレーなども味わうことができま
す。また店内では「ちよちゃんのりんごパン」など大和家商品も販売。食パ
ンとイギリスパンの２種類で、りんごを混ぜ込んだ生地にバターをたっぷ
り使用しているのでそのままで美味しく、忙しい朝の食卓にぴったりです。

大
和
家

練　
屋

特典／ご飲食3,000円以上のお客様にりんご
　　　ジュース１杯サービス（１グループOK）

どに味わい深い津軽塗をみなさんもお手
にとってみませんか！

弘前初、石臼自家製粉製麺の日本そば専門店。ほたて・かきなど海の幸一杯
の｢かいぞくそば（900円）｣は贅沢な美味しさ！｢いのししそば（1,000円）」
などオリジナルメニューも豊富です。勿論シンプルなメニューで自慢のそ
ばそのものの味も楽しみたい！大きなたぬき｢とみたん｣の看板が目印で
す。
※店前の道路が長期工事中ですが、変わら
ず営業しています。

特典／１メニューに付き100円割引
　　　（１グループOK）

青森県産の旬の食材にこだわり、焼き鳥・おでんをはじめ、オリジナルメ
ニューも豊富。大鰐町産の地鶏「青森シャモロック」からダシをとった「
けの汁」は第１回津軽名物料理コンテストにおいて金賞を獲得した自慢の
逸品！世代を問わず大人気の「明太子とカニの玉子焼き」もオススメ。店
内はゆったりとした落ち着いた雰囲気で、ランチもあるので女性客にも好
評です！

特典／ご飲食のお客様にデザート    
　　　アイスのサービス

　近年、国民の旅行スタイルが従来の「通過型」・「団
体型」の物見遊山的な旅行から、訪れる地域の自
然・生活文化・人とのふれあいを求める「体験型」・

「交流型」・「個人型」の旅行へと転換しており、長
期滞在型観光、ヘルスツーリズム、エコツーリズ
ムなどの「ニューツーリズム」への需要が高まっ
ているなど、旅行者ニーズが多様化、高度化して
います。こうした中、地域独自の魅力を活かした
旅行商品、個人個人で異なる旅行目的などに応じ

旅行商品化

※弘前ＦＣは、弘前で行なわれる映画やテレビドラマなどのロケーション撮影
　を誘致支援を目的に県内初のＦＣとして平成 15 年５月に㈳弘前観光コンベ
　ンション協会が事業化、テレビドラマやＣＭを中心にこれまで 50 本以上の
　作品を支援しています。

　現在、毎日のようにテレビ放映され、弘前でも話題になって
いるこのＣＭは、昨年の９月下旬に弘前でロケされ、当協会フィ
ルムコミッション（ＦＣ）が支援した作品です。
　女優の吉永小百合さんが、「大人になったら、したいこと」

として、友人と一緒に坐禅体験をするため冬の禅林街を訪ねま
す。坐禅体験での心の動きを通じて普段は気付かないようなこ
とを再発見する、大人ならではの旅の過ごし方を描いています。
メインとなる坐禅のシーンは、禅林街の下寺通り 12 ケ寺の頂
点に建つ宗徳寺でロケ。宗徳寺の全面協力のもと、ロケ前日か
ら約 50 人のスタッフが本堂に照明機材等をセッティング、数
名のエキストラと一緒にご住職が、自ら出演されました。この
他に弘前城天守や長勝寺三門、山観普門院の精進料理が登場し
ます。また、このＣＭと連動して首都圏の主要駅に吉永さんが
写った「長勝寺三門（１月）」と「宗徳寺・坐禅（２月予定）」
の２種類の大型ポスターが掲出されます。
　このＣＭのロケ地となった宗徳寺では、早朝坐禅会が毎日開
かれています。この機会に真冬の朝の澄んだ空気を全身で感じ
て、身も心も引き締めてみてはいかがでしょう！

　　特典／温泉プール（1回）
　　　　　基本料金20％割引

冬の宿泊プランは「黒豚しゃぶしゃぶ食べ放題」がお薦め（期間 平成20年
1月4日~3月31日）。営業時間内での食べ放題になっておりますので十分に
満足いただけるはずです。なお、会員の方は宿泊料金を10%割引いたしま
す。ご利用の際は会員カードの呈示をお願いします。 
 飲み物代は別途 

【料金】宿泊 3 名様以上 8,500 円  土曜日、
2 名様の場合は 1,000 円増

た、きめ細やかで高付加価値のある旅行商品
の提供が求められています。
　こういったニーズにあわせ、当協会は、感動
と交流の体験型ステージ「弘前感交劇場」を
タイトルに弘前を中心とした津軽地域ならで
はの募集型企画旅行を年２回（上期−秋・冬／
下期−春・夏）企画実施し、首都圏にＰＲし
ていきます。    

※詳しくは別紙パンフレットをご覧ください。
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特典／お買い物代20％割引

特典／お買い上げのお客様に眉スタ
　　　イリング無料サービス
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▲長勝寺三門で撮影されたポスター

早朝坐禅会（坐禅と講話）

３月31日㈪までの間、毎日（６時30分～８時〈開戸６時〉）

■申込／（問）宗徳寺　☎0172（32）4437


