
平成20年度  弘前ねぷたまつり（8月1日～7日）

有料観覧席前売り販売のご案内
■有料観覧席料金／1,500円
　※弘前産りんごジュース、ねぷた絵うちわ等ねぷた関連商品がつきます。
■販売窓口／7月1日㈫～27日㈰の期間「チケットぴあ」で販売し
　　　　　　ます。
■Pコード／613-341
※全国の「ぴあ」ステーション・スポット、サンクス、サークルK、ファミリーマート
　で販売、予約済みチケットの発券を行います。

電話予約について▶発売初日よりチケットのご予約を電話にて承ります。
　チケットぴあ電話予約 0570-02-9999（一部の携帯電話・PHP不可）
　営業時間…午前 10時～午後 11時 30分
お問い合わせ▶㈳弘前観光コンベンション協会　☎0172（35）3131
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■ 3日㈭～ 4日㈮ 第50回日本平滑筋学会総会［ホテルニューキャッスル／全国100］
■15日㈫ 弘高ねぷた［中央通り・土手町］
■19日㈯～8月24日㈰ 企画展３「弘前ねぷた展」［弘前市立博物館］
■20日㈰ 2008星まつりinそうま［星とロマントピアそうま］
■26日㈯ 日本心血管インターベンション学会東北地方会［弘前市総合学習センター／東北200］
■26日㈯～27日㈰ 津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって  弘前資料展示会・講演会［弘前駅前市民ホール］
　　〃 嶽温泉丑湯まつり［嶽温泉］
■30日㈬～31日㈭ 岩木夏祭り［岩木文化センターあそべーる・賀田通り］
■ 1日㈮～ 7日㈭ 弘前ねぷたまつり［土手町コース（1～4日）、駅前コース（5・6日）、なぬか日コース（7日）］
■ 7日㈭～ 9日㈯ 第32回ピティナピアノコンペティション東北日本地区本選［弘前文化センター／東北500］
■　〃 第31回東北中学校柔道大会［青森県武道館］
■ 9日㈯～10日㈰ 日本教育大学協会全国家庭科部門弘前大会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国100］
■14日㈭ 津軽山唄全国大会［嶽温泉特設会場］
■　〃 第26回全国選抜社会人学生相撲弘前大会［青森県武道館］
■20日㈬～21日㈭ 第8回全国中学校総合文化祭青森大会［弘前市民会館・弘前文化センター］
■22日㈮～25日㈪ 第55回幾何学シンポジウム［弘前大学／全国200］
■24日㈰ 第8回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会［弘前市民会館］
■　〃 駅前さま～ふぇすた（仮称）［駅前商店街］
■　〃 第3回北海道東北大学躰道定期戦大会［青森県武道館］
■29日㈮～31日㈰ 岩木山お山参詣［岩木山神社ほか］
■ 6日㈯～ 7日㈰ 説話文学会例会［弘前大学／全国200］
■ 6日㈯～10月5日㈰ 特別企画展「源氏物語千年～石山寺の美」［弘前市立博物館］
■ 9日㈫ 青森県高校新人相撲選手権大会［青森県武道館］
■13日㈯～14日㈰ 第57回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会［弘前文化センター／北日本400］
■　〃 秋季県下高等学校弓道大会［青森県武道館］
■14日㈰ カルチュアロード［土手町通り］
■17日㈬～18日㈭ 全国葬祭業協同組合青年部会全国大会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国250］
■19日㈮～21日㈰ 秋季青森県高等学校野球選手権大会［弘前市営球場ほか］
■　〃 青森県秋季陸上競技選手権大会［弘前市運動公園陸上競技場］
■20日㈯～21日㈰ 第27回高齢社会を良くする女性の会［弘前市民会館・弘前文化センター／全国1,500］
■26日㈮～28日㈰ 第6回全国日本ターゲットバードゴルフ大会［弘前市運動公園／全国250］
■27日㈯ 日本機械学会東北支部第44期秋季講演会［弘前大学理工学部／東北100］
■27日㈯～29日㈪ 県下高校新人テニス選手権大会［岩木山総合公園］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。

お山の駅

岩木さんぽ館
　岩木山・嶽温泉郷入口にある「岩木さんぽ館」

津軽藩ねぷた村
弘前公園の早朝散策と朝市体験

　早朝の弘前公園を観光ボランティアガイドがご案内し
ます。散策の後は、旬の新鮮野菜や果物等が揃うねぷた
村の朝市へ。観光客はもちろん地元の皆様のご参加や、
直接朝市へのお買い物も大歓迎です。
■期　間／6月22日㈰～10月12日㈰の毎週日曜日
■場　所／弘前公園・津軽藩ねぷた村
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プレート紹介
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

■時　間／
弘前公園散策（東門出発）6:05
朝市（ねぷた村）6:30～7:30
■問合せ／津軽藩ねぷた村

☎0172（39）1511

では岩木山の自然情報などを提供しています。近くに
東北自然歩道もあり、休憩コーナーや敷地内にある「足湯」
で散策の疲れを癒すこともできます。また10月26日㈰まで

の日曜・祝日には津軽三味線ライブも開催されています。
■お山の駅　岩木さんぽ館
　（弘前市常盤野字湯の沢149-2）　☎0172（83）2093
休館日／木曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（11月～３月）
料金／無料　　駐車場／有
【津軽三味線ライブ】（10月26日までの日曜・祝日）
　　　　　　　　　　①11：00～　岩木山神社

②12：00～　岩木さんぽ館
③13：00～　嶽温泉広場
④14：00～
　岩木観光物産案内所
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津軽錦絵作家協会会長
三　浦　呑　龍

「弘前人の粋と誇り」
弘前ねぷたのお話

　弘前ねぷたの起源としては、七夕の行事の中に「眠り流し」とい
われる「みそぎ」の風習があり、それがねぷたまつりとして転化し
たことが定説とされている。そして、弘前のお城が構築され、町並
みができてから祭りとしての形態を取り始め、現代のねぷたまつり
へ向かって転化し始めたのである。
　このことからもねぷたまつりは単なる伝統行事ではなくて、その
時代、時代の地元の人たちが作り上げてきた全国にも希な祭りなの
である。その流れの中で弘前に扇ねぷたが出現し始めたのは、明治
時代に入ってからのことである。それまでの主流の組（人形）ねぷ
たに比べ簡単に作れたことや、三国志・水滸伝の英雄・豪傑の描か
れた絵が大衆にうけたこと、何よりも弘前は城下町であり今もって
武士の気質が残っていることからも、生首が飛んだりした凄惨な場
面の絵も勇ましく粋なものとして取り入れられてきたのである。
　私たちにとってのねぷたまつりとは、閉ざされた冬を乗り越えて
年に一度のエネルギーを発散し、弘前の人の粋や誇りを見せる場で
ある。そこで描かれる絵は、どんなに精魂こめて描いても、たった
一週間のまつりのための絵に過ぎず、いわば「消耗品」であり、そ
の時見た人の記憶に残るだけでほとんど後には残らない、はかない
ものである。その中で、「一期一会」できるだけ多くの人に強い印

象を残して役目を終えてもらいたい。それがねぷた絵を描くものの
強い願いである。
　弘前ねぷたは、津軽地域にある各ねぷた（青森・五所川原・黒石
等）の中でも歴史的な裏づけからもその発祥の地であり、いわゆる
本家であることに間違いはないと思う。また、市民がはぐくみ育て
てきた参加型の祭りであり、歴史と伝統に裏打ちされた文化の祭り
である。その中で描かれる武者絵や見送り絵は全国最大級の錦絵と
も言え、文化的価値の高いものであると思う。それに弘前城を中心
とした城下町の雰囲気や気質に溶け込んだ勇壮な運行も魅力である
と思う。
　一方、伝統行事であるがゆえに他の要素を取り入れた企画が難し
いことや観光客の参加に排他的傾向であるとの指摘もある。また、
運行に関して参加団体の自主性に頼ることが多く合同運行の中でも
全般的に統一感がなく、運行間隔が空きすぎるなど、祭りを観ると
言う視点に立っていない等の問題が多くある。
　城下町を全面に出した企画に沿った運行、担ぎねぷたや喧嘩ねぷ
たの要素を取り入れ、整然とした中にも躍動感（動き）を取り入れ
た運行で問題を解消したい。また、今後のまちづくりの方策として
日本一の「錦絵のまち」を印象づけるような施設・設備を充実させ
ることも必要と思う。
　最後に、弘前ねぷたは幼い頃からのよき思い出として、地元を離
れても一生心に残り、他県の人にも誇れる祭りであると思う。これ
からも弘前の人たちの気質に根ざした勇ましく、美しく、優しさと
品格のあるねぷたが時代に流されることなく継続していってほしい
と願っている。

2007弘前ねぷたまつりフォトコンテスト
入選作品「一心不乱」・撮　影／赤石　与四郎



「観光用無料貸自転車サイクルネット」 「追手門広場フリースタイルマーケット」＆

「津軽ひろさき検定」第１回
初級試験

H20年 3月9・10日に実施されました

「追手門広場フリースタイルマーケット」
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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21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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韓 国 ト リ ビ ア

　日本にとって韓国は一番近い隣国で、顔、姿が似ている。箸と茶碗を使い、毎日
味噌汁を飲む習慣も同様だ。そういったことから韓国は日本と文化的な面が同じだ
と思い込んでしまいがちだが、同じ東洋圏に属していても、韓国と日本とでは多く
の面で異なっている。例を挙げてみると、韓国はスプーンと箸を一緒に使うが、日

ホテルニューキャッスル１階「かりん」では、ホテルメイドのケーキやオ
リジナルサンドイッチのほか、お食事も楽しめます。ホテル最上階「ベル
ビュー」はお昼のランチバイキング、夜のオーダーバイキングで、色々な
ものを味わいたい方にピッタリ。岩木山や八甲
田連峰が一望できる窓からの眺めも素敵です。

ホテル
ニューキャッスル

ゴールド農園

南田温泉
ホテルアップルランド

和食、洋食喫茶、キッズ、シーズンの豊富なメニューは、味とボリューム
が評判でご家族連れに人気！店内には有田焼などの壷が80点余り展示さ
れています。お座敷を含め95席、宴会場もありグループの会合にもおす
すめ。ご予算、ご予約などお気軽にご相談下さい。

オールドジャンク

弘前市内でもひと際目を引く「三上ビル」。２階にある「オールドジャン
ク」は、レトロな空間でおいしいお酒が楽しめるお店です。フードメニュ
ーも、お酒がすすみそうなものばかり。お酒が得意でない方も、ランチ営
業がありますので、ぜひ足を運んでみてください。

　特典／お一人様ご飲食代
　　　3,000円以上でワンド
　　　リンクサービス

■弘前市一番町角　三上ビル２Ｆ
■☎0172（38）2988
■営業時間／11：30～14：00

17：00～24：00
■定休日／日曜日（まつり期間を除く）
■Ｐなし

特典／お一人様ご飲食代1,000円以上でワンド
　　　リンクサービス、2,000円以上で10％
　　　割引　※ランチでのご利用は不可

本は箸を主に使用する。韓国では肉や麺を切る時に使うはさみが日本人にとっては驚きであり、また、日本では器を
持って食べることが、器を手に持って食べない韓国人にとっては実におかしな印象を抱くであろう。
　日本ではトイレットペーパーとティッシュペーパーを区別して使うが、韓国のトイレットペーパーは、日本のもの
より柔らかいため、オフィスや飲食店などでもトイレットペーパーを使用している。韓国では公衆トイレはもちろん
のこと、一般家庭でも便器の横に必ずゴミ箱が備え付けられていて、トイレで使用した紙をゴミ箱に捨てるが、日本
では便器の内に捨てるのが常識だ。そういった事情を知らない韓国人はゴミ箱が付いていないと、どこに捨てればい
いのか困惑するかもしれない。似ているからこそ違う。互いの国の文化を共有しあいたいものだ。
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　３月９日・10日の両日、第１回目の「津軽ひろさき検定」初
級試験が、弘前（弘前大学、弘前商工会議所他）と東京（東京
品川区　人事労務会館）の両会場にて行われ、合わせて1,000
人が受験しました。
　地元を見つめ直し、郷土愛を醸成するとともに、2010年に
迫った新幹線新青森駅開業時に市民全員が「おもてなしの
心」をもって観光案内人になっていただくことを目的に産学官
民連携の基に初めて実施。弘前の歴史や文化など、約20項目
の中から均等に出題され、幅広い知識が要求される試験となり
ました。
　９日の弘前会場では、試験終了後、出題された問題に縁のあ
る場所を巡る「答え合わせツアー」も実施され、約150名が参
加、検定とツアーによる「弘前を学ぶ」１日を満喫しました。
　「まさか、この年齢になって大学で受験を体験できると思わ
なかった」「学生時代に戻った気持ちになって懐かしかった」

等の声もあり、参加者は検定を通

受験者数
1,165人

平均得点
77.9 点

最高得点
98点

最年少合格者
10歳

最高齢合格者
82歳

合格者数
951人（合格率81.6％）

第１回初級試験結果 好評
発売中！

津軽ひろさき検定公式テキスト
●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）

じて、様々な発見、体験ができたようです。
　次回、第２回初級試験並びに、初級合格者対象のステップア
ップ篇は、今年秋に開催予定です。

活動レ
ポート

弘前感交劇場「岩木山夕陽ツアー」
りんご花まつり大盛況

「十和田湖─弘前号」
バス試走会に参加

特典／ご飲食代５％割引　
　　　１グループOK

■弘前市上鞘師町24-1　■☎0172（36）1211
■営業時間／【かりん】9：00～22：30
　【ベルビュー】11：30～14：00、17：30～22：00
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://www.newcastle.co.jp

レストラン
セーブル

■弘前市松森町73　キングビル２F
■☎0172（36）6614
■営業時間／10：30～22：00
　　　　　　（LO.21:30）
■定休日／なし　■Ｐ有

特典／ジュース、ジャムお買い上
　　　げのお客様20％割引

■弘前市下湯口字扇田112-3
■☎0172（84）1130
■営業時間／8：00～17：00
■定休日／日曜日・8月13日～19日
　　　　　12月30～1月5日
■Ｐ有

当社のりんごジュース「林檎園」は登録している237名の生産者の園地か
ら出荷したりんごを原料とし、砂糖や酸味料などを加えず、りんご数種類
の品種をブレンド配合して作っています。このため季節によっては若干の
味、色、香りの違いが出ますが、こだわった原料だけをつかった証ともい
えます。是非一度ご賞味を！

特典／ご宿泊のお客様にコー
　　　ヒー又はソフトドリン
　　　クを１杯サービス

■平川市町居南田166-3
■☎0172（44）3711
■営業時間／チェックイン　　15：00～
　　　　　　チェックアウト　10：00
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://www.apple-land.co.jp/index.html

お部屋からは四季折々の風景、津軽平野白神の山々、八甲田連峰が望め、
温泉は肌に優しく女性に好評の弱アルカリ美容温泉。「苹果の湯」「満天の
湯」等の湯めぐりを楽しめます。フットエステや浴衣セレクトがつくレデ
ィースプラン:1泊2食￥14,800（込）等各種プランも実施中です。

　「岩木山夕陽ツアー」では、タクシードライバ
ーの案内で高照神社・岩木山神社をめぐり、岩

木山８合目からの夕陽を眺望しま
す。また岩木スカイラインは10／
19までの毎週金・土・日・祝日（７／
18～８／29は毎日）に夜間営業を
実施。８合目では「夕陽カクテル」
も販売します！夏・秋版の弘前感

交劇場には、この他「津軽特産品うまいもの街

　りんごの花が咲き誇った５／９～18まで、「りん
ご花まつり」がりんご公園で開催されました。期間
中は好天に恵まれ、ミニＳＬの運行、りんごジュー
ス・花茶の無料サービス、地元アーティストのライ
ブなど様々なイベントが行われ、たくさんの人たち
が満開のりんごの花を楽しんでいました。

7/15～258/17

8/15～259/21

9/15～2510/19

受付期間開催日

■出店受付期間
申込みは往復はがきで！
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お求めは、当協会事
務局または、市内
のホテルで販売
しております。
（7月下旬発行予定）

道・嶽きみ篇」など新た
なツアーも登場！詳しく
は観光館・駅観光案内所
に設置の専用パンフレッ
トをご覧下さい。

　５／22、「十和田湖－弘前号」バス試走会が行
われ、当協会から観光サービス部の井澤、高橋、
櫻田が参加しました。充実した車内放送や秋田県
小坂町での観光施設見学など、道中も楽しめるよ
うになっていました。「弘前感交劇場ブログ」
（http://hirokan5.exblog.jp/）でも参加した様
子を掲載しておりますのでご覧下さい。

01 お仏壇の一心堂 特典／お買い上げ2,000円以上で
　　　匂袋をプレゼント！

■弘前市森町2-1　消防本部向い
※平成18年7月1日中央通りより移転
■☎0172（35）7020
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／なし　■Ｐ有

伝統美にシンプルなデザインの家具調仏壇（1F）、金仏壇、唐木仏壇（2F）
など常時120基展示しております。
【念珠コーナー】心にやすらぎを満たしてくれるお数珠、いつも身につけ
　ていたくなる「腕輪念珠」心のアクセサリーです。
【お香コーナー】フローラルな香り、幽玄な香り、ゆかしい心のおもてな
　し、しあわせの香りをプレゼントしてみてはいかがでしょうか？
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　当協会では、弘前市立観光館・弘前市観光案内所・津軽藩ねぷた村の3箇所で、市外からの観光客へ自
転車の無料貸出を行っています。
　観光客の方には「市内を回るのに便利」と大変好評を得ています。排気ガスの排出がなく燃料も必要と
しないため、大気汚染・地球温暖化の緩和に役立ちながら、観光のお客様の「足」にもなる「サイクルネ
ット」。地球環境と観光客にやさしい街づくりを目指します。
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　また、毎年5月～10月の第3日曜日、追手門広場ではフリースタイルマーケットを開催しています。今年度から環境に配慮して、
出店者に配布してきたレジ袋を廃止し、お客様にマイバックを持参していただくよう呼びかけています。エコツーリズムの理念に基
づき、「資源の保護＋観光産業の成立＋地域振興」の融合を目指し、「追手門広場フリースタイルマーケット」の収益をサイクルネ
ットの活動などに役立てていきます。
［フリースタイルマーケット出店申込み要項］
往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号をご明記のうえ、下記
までご返送下さい。
〒036-8588　弘前市下白銀町２─１弘前観光コンベンション協会内
　　　　　　　　　　　フリースタイルマーケット出店受付係まで


