
りんご狩りと「りんごと米の収穫祭」
弘前市りんご公園

■現在りんご公園では、りんごの収穫体験を11月中旬まで実施して
　います。10月からは「ひろさきふじ」「千秋」「ジョナゴールド」、下旬
　からは「北斗」など、どのりんごも1kg￥200で収穫できます。おす
　すめの北斗には種の周りの部分にだ
　け黒いカビ状のものができるという
　欠点がありますが、蜜がいっぱい入る
　甘くておいしいりんごです。
　また、11月16日㈰には、りんごと米の
　収穫祭が開催されます。
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■ 1日㈬～ 2日㈭ 日本磁気科学会［弘前大学／全国200］
■ 4日㈯ 日本家政学会東北・北海道支部会［弘前大学／北日本100］
■　〃 県下高校新人ボウリング選手権大会［アサヒボール］
■ 4日㈯～ 5日㈰ 日本シエリング協会第17回大会［弘前大学／全国60］
■ 5日㈰ 第6回弘前・白神アップルマラソン［弘前市、西目屋村］

■12日㈰～13日㈪ 第1回弘前スポーツレクリエーション祭［弘前市運動公園ほか］
■17日㈮～19日㈰ 津軽の食と産業まつり［弘前克雪トレーニングセンター及びエントランス広場］
■18日㈯～12月21日㈰ 企画展「彫刻の系譜～三國慶一・恭三父子展」［弘前市立博物館］
■24日㈮～11月9日㈰ 弘前城菊と紅葉まつり［弘前城植物園］
■25日㈯ The 津軽三味線2008［弘前市民会館］
■31日㈮～11月2日㈰ 県下高校新人空手道選手権大会［青森県武道館］

■ 4日㈫ 国立大学協会 第14回通常総会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国100］
■ 6日㈭～ 7日㈮ 平成20年度全国国立大学附属学校連盟東北地区会研究集会弘前大会［弘前大学附属学校園／東北180］
■ 6日㈭～ 9日㈰ 県下高校新人ボクシング選手権大会［弘前市民体育館］
■ 8日㈯～ 9日㈰ 県下高校新人柔道選手権大会［青森県武道館］
■ 9日㈰ 津軽ひろさき検定第2回初級試験［弘前大学］
■14日㈮～15日㈯ 第16回東北高校体操競技・新体操選抜大会［弘前市民体育館、青森県武道館］
■15日㈯～16日㈰ 全日本きもの装いコンテスト・きものフェスティバル東北大会［弘前市民会館／東北200］
■　〃 県下高校新人剣道選手権大会［青森県武道館］
■　〃 県下高校新人バレーボール選手権大会［岩木山総合公園体育館、市内高校］
■16日㈰ りんごと米の収穫祭［弘前市りんご公園］
■23日㈰ 第14回弘前市場まつり［弘果 弘前総合地方卸売市場（水産市場棟）］
■29日㈯～30日㈰ 第13回日本心療内科学会総会・学術大会［ホテルニューキャッスル／全国500］
■　〃 スポーツ少年団東北ブロック柔道大会［青森県武道館／東北200］

■ 1日㈪～H21.2月28日㈯ エレクトリカルファンタジー［追手門広場周辺、市内文化財］
■ 5日㈮ 歳末チャリティー名士かくし芸大会［弘前市民会館］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。

屏風岩
　弘前市沢田地区の相馬ダム近くにある

弘前城菊と紅葉まつり
　松の緑に約1,000本の楓、約2,600本の桜の紅葉が、弘前公園を
秋色に染めます。NHK大河ドラマ「篤姫」を再現した菊人形や動物
をかたどった造形菊、丹精込めて育てた大輪菊などを展示します。
■期　間／10月24日㈮～11月9日㈰
■場　所／弘前城植物園（弘前公園内）
■弘前城植物園入園料／
　　　　　大人（高校生以上）300円（240円）
　　　　　小人（小・中学生）100円（80円）
　　　　　※( )内は10名様以上からの団体料金
■問合せ／弘前市立観光館
　　　　　☎0172（37）5501
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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

「屏風岩」。四季折々に美しい景観を楽し
ませてくれる名所です。作沢川上流にある、幅

600m、高さ100ｍ余りの奇岩は、まるで岩でできた
屏風のように見えることから名づけられました。ダム
周辺には展望所、遊歩道、広場などがありますので、
紅葉散策にいかがですか？
■屏風岩（弘前市大字沢田字園村　※相馬ダム近く）
問合せ／弘前市立観光館　☎0172（37）5501
駐車場／有（3台）

相馬ダム周辺農山村広場

弘前市相馬庁舎

相馬小
相馬中

持寄城跡

岩木川

岩谷不動尊

屏風岩

星と森の
ロマントピアそうま

相
馬
ダ
ム MAPAP
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弘前市りんご公園元専任指導員
三　上　敏　弘

「弘前りんご」

　1875年（明治８年）に弘前付近で始まった青森県の西洋リ
ンゴの栽培は今年で134年目を迎えた。
　「リンゴ栽培の歴史は「自然災害と病害虫との闘い」の歴史
でもある」と言われているが、栽培スタート当時の指導者・菊
池楯衛に始まり幾多の優れた先人や生産者の絶えざる努力で数
え切れない栽培危機を乗り越えて「弘前リンゴ」は発展し、現
在の青森県の40％、全国の20％の生産量を持つ圧倒的な日本
一の産地に育った。
　弘前リンゴの隆盛は、気象・土壌がリンゴに適し、国光・紅
玉などこの地に適した良い品種に恵まれ、そして、「人づくり」
が今までも行われてきた賜である。
　平成３年の台風19号の大被害で再生不可能な生産者も多く
出ると思われたが、殆ど離農した人も無く、危機を乗り越え

た。これは、リンゴ栽培を「経営」と捉えるよりも、営々と受
け継がれてきた「業

なりわい

」としてリンゴにかけた力が土壇場で発揮
できたからである。こんな力が今もリンゴを支えている。
　ところで手前みそのようだが、リンゴは多様な品種、幅広い
健康効用、変化に富んだ加工品など、味を楽しめ、利用価値も
最も高い果物である。
　特に、健康面では古いイタリア・サレルノの医学校のテキス
トに「ナシを食べれば小便、リンゴを食べれば大便」と書いて
あったそうだし、マザーグースの童謡の中にも「一日一個のリ
ンゴが医者を追っ払い、夜の焼きリンゴでお医者は腹っぺこ、
寝る前に一個のリンゴでお医者は頭をどやされる…」と歌われ
ている古い時代から「美味しく食べられる薬」でもあった。
　さて、もう直ぐリンゴ収穫は最盛期を迎えるが、冬は白銀に
包まれた岩木山から吹き降ろされる寒風に人も樹も鍛えられ、
春は絢爛たる公園のサクラに酔い痴れ、夏はネプタ囃と豪華な
武者絵に心身を躍らせ、秋は津軽方言詩人・高木恭造氏がリン
ゴ植栽百年を記念して作った詩の一節にあるように「黙って色
コだの　形コばり眺めでねで　ガップラど齧ってみへんが　う
ん　ううううこれア　美味えなア　わいエ　美

め

味じゃ　美
め

味じ
ゃ…」とリンゴの食味を堪能できるのである。
　この変化に富んだ弘前の四季はリンゴで仕上げられる。



　弘前感交劇場の一環として弘前にちなんだカクテルのレシピを全国
から募集しました。第１回となる2008弘前カクテル・コンペティシ
ョン（主催・弘前感交劇場カクテルの街推進委員会）のテーマは「日
本一の弘前りんご」。全国各地から110点の応募があり、９月14日に行
われた最終審査＆カクテルパーティーには、市民約400人が審査員と
なり、第一次書類審査、第二次試飲審査を通過した９点の中から、プ
ロ部門、アマ部門、それぞれからグランプリ、準グランプリを選出し
ました。市民が投票して選ぶカクテルコンテストは、全国的に初の試
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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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ボリューム満点の、かなめのでっかいシリーズ「海老ふらい」（￥1,580）
は、サクサクの食感とプリプリの食感がマッチしてこどもから大人まで楽
しめる一品。また毎週日曜日には￥1,750のすき焼きを￥1,050でご奉仕
中！宴会はお一人様￥5,000～の飲み放題で、６種類からお好きなコース
を選べるのも嬉しいですね。幹事さんにはお食事券のプレゼントもござい
ます。お気軽に足を運んでみてください！

ぐりる かなめ

五穀屋

津軽塗販売㈱

毎月３日・13日・23日は、レギュラーコーヒー挽き売り豆が半額になり
ます。２日・12日はスタンプ２倍デー。カフェでは、日替りランチのパ
スタセット・ピラフセット・カレーセット（各スープ・ドリンク付）600円
でサービスさせていただいております。※但し、特典割引は、セットメニ

㈱ハリカ弘前店
贈り物専門店ハリカ弘前店では内祝、
快気祝、各種記念品などあらゆる用途
に適した商品を取り揃えております。
そして新たに盛籠も始めました。
￥15,000～30,000（税別）までご予
算に応じて承っております。ご用命お
待ちしております。

　特典／お買い物代10％割引
　　　※一部商品を除く

■弘前市宮川3-7-5
■☎0172（32）1155
■営業時間／9：30～18：30
■定休日／なし　■Ｐ有

特典／コーヒー・ソフトドリン
　　　ク50円割引、挽き売り
　　　コーヒー豆10％割引

　津軽の秀峰岩木山を西にのぞみながら、市役所前の枡形
を横切り、弘前城へご案内。まずは追手門（追手虎口）へ
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活動レポート
禅林街の座禅体験人気！弘前感交劇場

特典／ご飲食のお客様にワンドリ
　　　ンクサービス
　※ランチ・宴会でのご利用不可

■弘前市桶屋町34　■☎0172（33）6161
■営業時間／11：00～22：00
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://www.g-kaname.com

三本コーヒー㈱
ポールショップカフェ弘前店

■弘前市東長町48-1　■☎0172（35）6762
■営業時間／月～金　10：00～19：00
　　　　　　土　　　10：00～17：00
■定休日／日曜日、祝日　■Ｐ有

特典／五穀おからドーナツ500円以上
　　　お買い上げのお客様10％割引

■弘前市大町1-1-2　■☎0172（36）5598
■営業時間／10：00～19：00
■定休日／不定休　■Ｐ有

ビタミンやミネラルを多く含む五穀（麦・粟・きび等）を使用したおなじ
み「五穀おからドーナツ」は全て国産の穀類など素材にもこだわりがあり
ます。ふわっとやさしい食感と自然な甘みでおやつにぴったり。また、白

特典／お買い物代10％割引

■弘前市神田2-3-10
■☎0172（33）1188
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／12月31日～1月3日　■Ｐ有
■http://www.jomon.ne.jp/~urushi/

箸、菓子器、家具まで約800点の津軽塗を販売。オリジナル ロイヤルコ
レクションは、美しいロイヤルブルーが今までにない色合いを生みだし、
新鮮な輝きの中に、格調の高さを感じさせ、和洋問わず多種多様に活用で

　今年も5～6月にかけ、1,100名の修学旅行生が禅林
街での坐禅体験に参加しました。体験する学校の大半は
北海道の学生・先生で、1番近い異文化体験に興味を持
って頂いています。当協会での受け入れは今年で3年目

01 居酒屋 わらじ屋 特典／ご飲食代10％割引

■弘前市本町85-1　明治屋グランドビル1F
■☎0172（36）1178
■営業時間／16：30～24：00
■定休日／日曜日（但し事前予約で営業）
■Ｐなし

旬な地元の魚介を使い、刺身、焼く、煮る、揚げるなどお客様の好みに合
わせて料理を提供します。地酒も多く取り揃えており、どれにしようか悩
んでしまうほど。マスターおすすめの「特製貝焼」は、りんごが入っていて
さわやかな風味が食欲をそそります。カウンター席と囲炉裏のある座敷席
があり、マスターやママ、仲間とも話が弾みます。新鮮な魚やつけものを
肴に、民芸調の店内でゆっくり過してみませんか？

を迎え、1年目の約50名、2年
目の約700名、本年と徐々に増
加しています。閑静な空間、程
よい緊張感の中で坐禅を体験す
ると、生徒達の表情も少し凛々
しくなっていました。

と進みます。普段、見慣れているお城の入口なので、別に何の疑問を持
つこともなく通り過ぎるやもしれません。
　しかし、ここでちょっと立ち止まり、記念写真を撮りながら全国数あ
るお城と弘前城の追手門前の構造の違いについて物語ってください。
　それは金沢城や大阪城、姫路城など近世初頭に築かれたお城の多くの
追手口は、まず前面の濠に橋を架け、渡って程なく小さな門（通称高麗
門）をくぐり、そこからＬ字形にぐいと道路を曲がりこんだその奥に、
両袖に高い石垣や堀で取り囲んだ追手門（櫓門）を建てるという、先の
見通せない厳重な構造であるのが通例なのに、弘前城では、濠が埋めら
れ橋はなく、また小さな高麗門も建てられず、更にはこの時代のお城で

は珍しい土塁を両側の備えとした追手門といった全国に類例のない見通
しの良い追手門前構造となっています。このことは、日本城郭建築の研
究において、極めて貴重な事例として取り扱われています。
　ただ弘前城築城当初は、現在の追手と搦め手が逆で、亀甲門が追手門
であったのを、四代藩主信政が現在のような形に改めたと伝えられてい
ます。とすると前面の高麗門はないものの、追手虎口前に濠があって、
橋が架かるという構造だけは、亀甲門であればあてはまることになりま
す。しかし、見通しの良い虎口、両袖土塁の備えといった特徴に変わり
はありません。
　お城をご案内する機会がございましたら、まずは追手門前で立ち止ま
り、弘前城の特徴の一つであるこの追手虎口や土塁について、一語り語
ってからお城へお入り頂くことをお勧めいたします。

弘
前
城
へ
の
ご
案
内

津軽ひろさき検定で郷土の再発見を！津軽ひろさき検定で郷土の再発見を！津軽ひろさき検定で郷土の再発見を！

弘前をテーマにしたオリジナルカクテルが決定！弘前をテーマにしたオリジナルカクテルが決定！［弘前カクテル・コンペティション］［弘前カクテル・コンペティション］

　当協会企画の地域限定ツアー「弘前感交劇場」。人気のコースは「弘前
ハイカラ洋館めぐりとフレンチorティータイム」（￥4,500～）。市内の洋
風建築散策や、フランス料理またはティータイムを楽しんだりと、弘前の

「洋」を満喫できます。また、これからの季節のおす
すめは「津軽家ゆかりの古都弘前めぐりと和料理」
（￥8,000～）。神社仏閣めぐりと、昼食に和料理を
召し上がっていただくコースです。どちらもタクシー
ドライバーがご案内しますので、詳しい解説つきで見
学できます。秋冬も引き続き各種コースがございます
ので、より多くの誘客に努めていきます。

米に混ぜて炊くだけの「五穀ご飯」は５種
の穀類がブレンドされており、健康が気に
なる方や忙しい方も、簡単に栄養を取るこ
とができるのでぜひお試しください。

みで、業界からも注目されました。今後、選出されたカクテルは、広
く市内飲食店で提供され、飲み歩きを楽しむマップが作成されます。

［プロ部門グランプリ］
「アップル・ロード」
新井　洋史さん（栃木県）

［アマ部門グランプリ］
「初　恋」

須谷　優子さん（神奈川県）

きる逸品です。ご贈答にいかがですか。

ューでのご利用はできません。また、セー
ル期間中のご利用はご遠慮願います。

　津軽ひろさき検定の平成20年度実施試験が決定しました。
　今年３月に実施した初級試験の第２回目が今年11月９日㈰に、待望の中級試験は、来年３月８日㈰にそれぞれ、弘前市、首都圏の会場
で実施されます。今回から試験に合格した回数を顕彰する「合格回数積算」制度を設け、自己の向上へ努力する人を応援します。
　初級試験３回合格者は「おべさまマスター」に認定・表彰するとともに、合格者名を新聞紙上、ＨＰ等で発表します。また、各種割引特典
などを付帯した弘前感交劇場サポーターズクラブ「さくら」に自動入会（初回会費無料）等の特典が付きます。
　また、検定を通じて地元を学びたいという皆様の意欲に応えるべく、５人以上のグループ、職場、町内会などを対象とした出前講座（模
擬試験体験）も新設しましたので、ぜひ奮って挑戦ください。

■試 験 日：平成 21年３月８日㈰　10：30～
■申込期間：平成 20年 12月１日㈪～平成 21年１月 31日㈯
■受 験 料：一　　　般　3,000 円（税込み）

中学生以下　1,500 円（税込み）
■試験会場：弘前大学他を予定

　来年３月、初級（おべさま検定）試験合格者を対象に、第１回中
級（おべ博士検定）試験を開催いたします。「おべさま」から「おべ
博士」にステップアップ！奮って挑戦ください！

津軽ひろさき検定 第１回 中級（おべ博士検定）試験のご案内津軽ひろさき検定第2回初級（おべさま検定）試験のご案内

■試 験 日：平成20年11月９日㈰　10：30～
■申込期間：平成20年９月８日㈪～平成20年10月10日㈮
■受 験 料：一　　　般　3,000円（初級既合格者　2,000円）
　　　　　　中学生以下　1,500円（初級既合格者　1,000円）
　　　　　　※受験料はいずれも税込みとなっております。
■試験会場：【弘前会場】弘前大学（弘前市文京町１）
　　　　　　【首都圏サテライト会場】
　　　　　　　　　　　　人事労務会館（東京都品川区大崎2-4-3）

出前講座「模擬試験（初級）体験」のご案内
・所要時間：１回90分程度　※実施時間帯は相談に応じます。
・体験内容：模擬試験（25問程度）体験後、解答と解説を行います。
・対象人数：５名様以上から　※要相談
・出 張 料：１回　5,000円（模擬試験問題作成費含む）
　※ その他、実施方法については、お気軽にご相談ください。

検定問題答え合せツアー
・日　時：平成20年11月９日㈰　13：00～16：00（予定）
・コース：津軽ひろさき検定第２回初級（おべさま検定）試験に出題
　された問題に関係する地域施設など（時間の制限がありますので、
　検定問題に関する全地域を巡ることは出来ません。予めご了承く
　ださい）※コースは当日のバス乗車後に発表いたします。
・参加料：1,000円（バス代、施設入館料含む）

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）
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