
HIROSAKI STAGE NEWS/Vo.2 ┃ 3

みちのく歴史人物資料館

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
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■4日㈯～8月23日㈰ 企画展２「弘前ねぷた展」［弘前市立博物館］
■5日㈰ 第38回東北地区空手道選手権大会［青森県武道館］
■　〃 2009国際子ども文化芸術祭交流［弘前市民会館／国際150人］
■9日㈭・17日㈮・23日㈭ 弘南鉄道納涼ビール列車［弘南鉄道弘南線］
■18日㈯・19日㈰ 平成21年度青森県高等学校夏季柔道大会［青森県武道館］
■18日㈯～20日㈪ 2009嶽温泉丑湯まつり［嶽温泉］
■19日㈰ 2009星まつり in そうま［星と森のロマントピア］
■22日㈬ 弘高ねぷた［中央通り・土手町　※予定］
■23日㈭・24日㈮ 第60回青森県中学校体育大会夏季大会相撲競技［青森県武道館］
■23日㈭～25日㈯ 第60回青森県中学校体育大会夏季大会柔道競技［青森県武道館］
■26日㈰ 第44回青森県弓道遠的選手権大会［青森県武道館］
■27日㈪ 弘前大学教育学部附属小学校第48回公開研究発表会［弘前大学教育学部附属小学校／全国150］
■30日㈭・31日㈮ 岩木夏まつり［賀田大通り］
■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）］
■12日㈬ 大相撲弘前場所［青森県武道館］
■14日㈮ 全国選抜社会人学生相撲弘前大会［青森県武道館］
■22日㈯・23日㈰ 東北ホトトギス俳句大会［ホテルニューキャッスル／東北150人］
■　〃 第36回東北総合体育大会（柔道・弓道競技）［青森県武道館］
■23日㈰ 第9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／全国200人］
■26日㈬・27日㈭ 平成21年度りんご生産者大会［弘前文化センター／全国700人］
■27日㈭・28日㈮ 全国地域活動連絡協議会指導者研修会北海道・東北ブロック大会［ホテルニューキャッスル／東日本300人］
■28日㈮・29日㈯ 第45回東北農業経済学会青森大会［弘前大学／東北150人］
■28日㈮～30日㈰ 第36回東北総合体育大会（新体操競技）［青森県武道館］

■5日㈯～10月18日㈰ 企画展３「天野邦弘展」［弘前市立博物館］
■12日㈯ 青森県高校新人大会相撲競技［青森県武道館］
■13日㈰ カルチュアロード［土手町通り］
■16日㈬～18日㈮ 日本応用糖質科学会平成21年度大会［弘前大学／全国400人］
■17日㈭～19日㈯ 岩木山お山参詣［岩木山神社ほか］
■18日㈮～20日㈰ 青森県高校新人大会登山競技［岩木山］
■19日㈯・20日㈰ 第40回華道家元池坊東北六県連合花展［弘前市民会館／東北500人］
■19日㈯～21日㈪ 青森県高校新人大会ソフトテニス競技［岩木山総合運動公園］
■26日㈯ 第3回産学官民コミュニティ全国大会 in あおもり［弘前文化センター／全国300人］
■　〃 日本語教育方法研究会・第33回研究会［弘前大学／全国200人］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。
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　青森県の先人たちの偉業や歴史について展示。県内を襲ったヤマセと飢
饉の歴史や、奇跡の米“藤坂５号”開発に尽力した田中稔博士の展示コーナ
ー、文学や音楽など様々な分野で活躍した青森県ゆかりの人物を紹介する
コーナーがあり、郷土の偉人と歴史について学ぶことができます。
■弘前市松原東４-５-31
■☎0172（89）1100
■開館時間／10：00～16：00
■休館日／毎週月・火曜日
　　　　　12月30日～1月3日
■入館料／無料
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　津軽は、新暦・旧暦・月遅れの暦行事が現在も普通に生きている日
本の中でも特異な地域で、民俗行事の宝庫と呼ばれている。お盆は月
遅れの代表的な行事の一つである。
　津軽弘前─夏の火祭り「ねぷた」が終わると、先祖の御霊をお迎え
するお盆の支度にとりかかる。茂森の禅林街には、盆花やカバ皮等の
品々を並べた盆市が立ち並び、近郷近在の買い物客で賑わう。
　さて古い仕来たりを伝える家々では、仏壇の横に盆棚を別に作り、
赤飯・煮物・枝豆等の供物を供え、上の横木には、昆布やお菓子を吊
るす。ナスとキュウリに割りばしを刺した「ベゴ
こ」と「マっこ」は、昔ながらの特徴的な供物であ
る。津軽では「ホカイ」といい、13日に家族そろ

く感じさせる風習であり、今後も残して欲
しいものである。
　墓参りをすませて家に帰り、薄暗くなっ
た頃、門口で「かど火」といわれる迎え火
を焚く。盆中、毎晩焚く。そして弘前周辺
では、昭和30年代中頃まで、この火を囲

って墓参りをし、供物を供え、カバ火を焚いて、先祖の御霊を供養す
る風習がある。また地域に獅子舞が伝承されているところでは、共同
墓地で舞を奉納する墓獅子を行っている所もある。地域の連帯感を強

んで、「おじな、おばな、べごこさ乗って、まっこさ乗って、来とう
らい、来とうらい」と囃したというが、今は聞くこともなくなった。
　先祖の御霊をお迎えする迎え火が、家だけのものでなく地域全体で
先祖の御霊を供養するという行事が、石川の乳井・薬師堂に伝承され
ている。子供たちが主役の「タイマツアカシ」という行事である。以

平成21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㈬～26日㈰の期間「チケットぴあ」で販売し
　　　　　　ます。

チケットぴあ▶（Ｐコード：615-559）
　電話予約0570-02-9999（24時間受付）
　※4：00～7：00はシステムメンテナンスの為、受付休止。
ファミリーマート、サークルＫ・サンクス▶店頭販売（10：00～23：30）
ＵＲＬ▶http://pia.jp/t/
　※市立観光館・まちなか情報センターでも販売します。
お問い合わせ▶㈳弘前観光コンベンション協会　☎0172（35）3131

岩木山お山参詣
　毎年旧暦８月１日に岩木山に集団登拝し、五穀豊穣・
家内安全を祈願する伝統行事。津軽最大の秋祭りで、御
神体である岩木山と一体になることによって、自己の浄
化を目指すとされています。御幣を手に弘前市岩木庁舎
から岩木山神社まで気軽に参加できる「レッツウォーク
お山参詣」（9月18日）も人気！
■日程／平成21年９月17日㈭
～19日㈯　※旧暦８月１日

■場所／岩木山神社ほか
■問合せ／岩木山観光協会
　　　　　☎0172（83）3000

好評発売中
！

30ml／￥2,100（税込）
■販売場所
　さくら野百貨店、中三弘前店、イトーヨーカドー
　弘前店、弘前物産パルシー弘前駅アプリーズ店、
　弘前ステーションビルKIOSK
■当協会直営店
　弘前市まちなか情報センター、弘前市りんご公園
　（通販・インターネット販売）

古都ひろさき花火の集い古都ひろさき花火の集い

前には８月13日の午後に行われていた。
　神社の境内に若者が集まり、太鼓を打ち
鳴らすことから神事が始まる。ほどなくし
て、子供たちが自分の背丈よりも大きな稲
藁で作った松明をもって神社近くの道路の
角に集まってくる。そこに神社から太鼓を
担いだ若い衆が登場し、太鼓の囃子を変える。それを合図に、松明に
火を放ち、一団となって部落の墓地へと走りこみ、墓前で松明をかざ
す。家族がその火を家に持ち帰り、かど火の種とする。一部は、大仏
ヶ鼻城に駆け上がり、川に向かって、松明を投げる。乳井地区では、
更に墓地から持ってきた松明を集落中央の路上に積み上げ、盛大な迎
え火とする。しかし近年は、大仏下の民家で火災があったことなどか
ら、川への送り松明が見合されていることや、子供たちが交通事故に
あわないようにするため、道路上を走るのではなく、歩道を隊列を組
んで歩くようにしていること、更に実施日も８月13日ではなく、そ
の年で異なるようになったことなど時代の流れであろうか。因みに今
年は、８月21日に行うという。
　このような先祖を偲ぶ弘前の伝統行事を、何気なく・さりげなく後
世に残し伝えていって欲しいものである。

津軽弘前の伝統的なお盆の行事

『ナスの牛こにキュウリの馬こ、
　ホカイに、かど火に、タイマツアカシ』
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新幹線Ｅ５系電車について新幹線Ｅ５系電車について新幹線Ｅ５系電車について新幹線Ｅ５系電車について新幹線Ｅ５系電車について新幹線Ｅ５系電車について

生誕100年！生誕100年！今　官一今　官一
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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】マークがついているお店は、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22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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活動レポート
平成21年度通常総会 「追手門広場散策マップ」完成

観光
コンシェルジュ

作製

sh
o
p 1 お　ば　と　み

落ち着いた雰囲気の店内で、津軽の家庭料理が自慢の居酒屋です。にぎや
かなママと女子大生たちと楽しい時間を過ごしながら、地元の美味しいお
酒と旬のお料理を存分にご堪能ください！おすすめメニュ－は、おまかせ
コース2000円・3000円。
【特典】お料理一品サービス

■弘前市駅前町10-1　遊食館3F　
■☎0172（36）3223
■営業時間／16：00～23：00
■定休日／月曜日（不定で日曜日）

sh
o
p 2 ㈱トヨタレンタリース青森 弘前堅田店

ヴィッツ、パッソ、ラクティス、ポルテなどのコンパクトカーからハイブ
リットカープリウス、７人、８人乗りのワゴン車、福祉車両まで豊富に取
り揃えております。乗用車、ワゴン車は全車ナビ、ＥＴＣ付!!
【特典】レンタカー利用料５％割引（Ｐ１、Ｗ１、Ｔ１クラスを除く）
　　　　※他特典との併用はできません。青森県内のみのご利用に限らせ
　　　　　ていただきます

■弘前市堅田2-1-1
■☎0172（36）0100
■営業時間／8：00～19：00
■定休日／なし　　■Ｐ有
■http://www.r-aom.co.jp

sh
o
p 3 ㈱レンタルのニッケン 弘前営

安心・安全な商品をお届けしている「レンタルのニッケン」では、土木・
建設機械・農業向け機械やイベント商品のレンタル、この他、自社商品の
開発・製造・販売など幅広く行っています。あらゆるニーズを満たす商品
ラインアップをご用意してい
ますので、どうぞお気軽にお
問合せ下さい。

■平川市日沼富田19-7
■☎0172（57）5411
■営業時間／8：30～17：30
■定休日／日曜日・祝日
■http://www.rental.co.jp

sh
o
p 4 創作郷土料理の店　菊　冨　士

津軽地鶏、山菜、海の幸など旬の地元食材を使った多彩なメニューで、市
民から観光のお客様まで喜ばれるお店です。郷土料理はもちろん、昼は週
替わりランチやおそば、夜は地酒やワインを飲みながら郷土の逸品に舌
鼓！個室や宴会場もありますので、おもてなしにもぴったりです。

■弘前市坂本町1
■☎0172（36）3300
　フリーダイヤル 0120（38）3638
■営業時間／11：00～22：00　　　
　　　　　　（L.O.21:30）
■定休日／月一回不定休　■Ｐ有（指定）
■http://www.kikufuji.co.jp

sh
o
p 5 大　阪　屋

寛永７年（1630）創業。先祖は豊臣家の家臣で、弘前藩の御用御菓子司
として伝統の味を受け継ぐ老舗。200年以上前からつくられている「竹流
し」は、そば粉を原料に麺棒で仕上げられており上品なおいしさです。入
母屋造りの古風な建物や螺鈿細工
の菓子入れから出される菓子は、
当時から変わらぬ歴史の重さとお
いしさを今に伝えています。

■弘前市本町20
■☎0172（32）6191
■営業時間／8：30～18：00
■定休日／なし　■Ｐ有

『ローカルブランドからナショナルブランドへ』

■弘前市藤野2-10-2
■フリーダイヤル 0120（48）5033
■営業時間／8：30～17：30
■定休日／土・日・祝日　　■Ｐ有
■http://www.pdtamari.co.jp/

　去る５月28日㈭、ベストウェスタンホテルニューシティ弘前にて平成21
年度通常総会を開催し、平成20年度事業報告並びに収支決算が審議され、
いずれも承認されました。また、役員の補充選任について、転出された理事
補充及び組織の充実を図るため、理事として髙橋義孝氏、常勤専務理事とし
て今井二三夫氏が承認されました。また、永年協会の運営にご尽力いただい
た大中忠理事と鳴海貞直理事へ感謝状が贈られました。
　新役員体制は次のとおりです。

　この春、弘前市立観光館がある追手門広場周辺を気
軽に散策できるようイラストマップを作製しました。
観光スポットはもちろん、喫茶店・土産店など役立つ
情報が盛り沢山。観光コンシェルジュならではの視点
で色々なコメントを添えて、
「趣のある建物」に認定された
建築物等も紹介しています。柔
らかいタッチの手書き風のイラ
ストも人気です。今後はこのマ
ップを利用した追手門広場のプ
チガイドを計画しています。

会　長

理事総数31名、会長、副会長4名、専務理事、常務理事、理事21名、監事3名

副会長
専務理事兼事務局長 今井二三夫 常務理事 南直之進

清藤　哲夫
千代谷満・北村裕志・小笠原潤・葛西憲次新

新

　津軽ひろさき歴史文化観光検定（通称：津軽ひろさき検定）第３回初級（おべさま検定）試験、第２回中級（おべ博士検定）試験が、
今年度も弘前と東京の２会場で開催されます。
　これまで、初級試験は合計で1,065名が、中級試験は153名の方が合格しています。「津軽ひろさき検定」今年度の話題は、昨年度か
ら実施いたしました「合格回数積算制度（初級３回合格者を“おべさまマスター”に認定）」をはじめ、新たな企画として、職場、サーク
ル、ご家族などで、チーム（４人１組）を結成し、合計点を競うチーム対抗戦制度（仮称：おべさま旗争奪チーム対抗戦）も導入し、楽
しみながら郷土について学習できる展開を考えています。また、弘前城築城400年祭を２年後に控え、今日までの弘前の歩みを網羅した
検定テキスト副読本「おべさま年表」の発行も予定しています。この機会に是非「津軽ひろさき検定」を通じて、郷土に触れてみてはい
かがでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　◇第３回初級（おべさま検定）試験　平成21年11月８日㈰開催
　　　　　　　　　　　　　　　　◇第２回中級（おべ博士検定）試験　平成22年３月14日㈰開催

津軽ひろさき検定津軽ひろさき検定津軽ひろさき検定 初 級試験第3回 中 級試験第2回

　今年、太宰治の生誕 100年ということで、弘前市立郷土文学館の生誕百年展をは
じめ、五所川原市金木地区を中心に、太宰検定や津軽鉄道太宰生誕百年記念号の運行
など様々な催しが行われていますが、弘前市にはいま一人生誕 100年を迎える作家

に、茂森の蘭庭院を生家とする今官一がいます。今官一は、明治 42年の生まれで、東奥義塾を卒業後、早稲田第一高等
学院ロシア文学科に進学するも中退。昭和 58年、73歳で亡くなりました。

「りんごたまり」は全国47都道府県のお
客様に愛用されています。おいしさの決め
手は、青森県産りんご果汁を使用。塩分を
抑えたソフトでヘルシーなお醤油。一度、
お試しください。

ＪＲ東日本が2010年度末に運用開始予定の新幹線Ｅ5系電車が
新幹線総合車両センター（宮城県利府町）へ搬入されました

１、概要について
　ＪＲ東日本は、「世界一の鉄道システム構築」に基づいて、新幹線を
最高速度360km/ｈで営業運転することを目的としました。新幹線
高速試験電車「FASTECH360」を開発し、各種試験を行なった結果、環
境対策やコスト対効果を考慮すると、最高速度320㎞/ｈが妥当と
判断し、新幹線Ｅ5系を開発製造することとなりました。
２、営業運転開始について
　2009年夏から試験運転で耐久性などをテストします。量産車は
3編成が投入され、単独編成で東北新幹線の大宮～宇都宮間を最高
速度275km/ｈ、宇都宮～盛岡間を最高速度300㎞/ｈでの営業運転

を行ないます。2012年度末には、日本最速となる宇都宮～盛岡間
を最高速度320km/ｈ運転を実施する予定で、2015年度までに量
産先行車を改造したものも含めて合計59編成を投入します。
３、性能について
　曲線通過時の乗り心地を向上させるために、空気バネストローク
式車体傾斜システムにより、車体を最大1.5度傾斜させることがで
きます。全車両に、新型の「フルアクティブサスペンション」を搭
載し、乗り心地を向上させます。
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　㈳青森県観光連盟は、来年12月の東北新幹線全線開業を本県観光産業の振興の好機と捉え、開業効果を広く県内の観光関連産業に波
及させていくため、㈳青森県産業振興協会及び青森県大規模観光キャンペーン推進協議会と統合し、本年４月から新たな㈳青森県観光連
盟としてスタートを切りました。
　連盟では、これまでの観光振興事業に加え、コンベンション誘致事業や大型観光キャンペーン推進事業など新たな事業にも積極的に取
り組んでいくこととしています。今回は、弘前市と連携して平成21年度から実施する国際観光サポート事業をご紹介いたします。
【国際観光サポート事業】
　増加する外国人観光客に対応するため、県内観光事業者の受入意識やサービスの向上、観光地の宿泊施設や観光施設等の外国語表記の
改善を図るため、国際観光に積極的な市町村に外国語（英語、中国語、韓国語）が堪能なアドバイザーを派遣する事業です。
　連盟では、弘前市が開催するセミナーにアドバイザーを派遣するとともに、セミナーに出席した宿泊施設や観光施設等の外国語表記に
ついて助言することとしています。弘前観光コンベンション協会会員の多くの皆様に、当セミナーにご参加いただくとともに、本事業に
ご支援、ご協力を賜わりますようお願いします。

　昭和 15年、処女作品集「海鷗の章」を出版。以降、知的で詩情豊かな表現を駆使し、特異な作品
を発表し注目されました。そして昭和 31年には、「壁の花」で第 35回直木賞を受賞。これは青森
県人として初の受賞でした。ほかに、「少年太宰治」「文学のふるさと」、自らの戦争体験記「幻花行」
「不沈戦艦長門」など数多くの作品を残しています。
　また、同人誌「現代人」を主宰する傍ら、東奥日報十枚小説選者として、作家を目指す若い人の育
成にも大きな功績を残した作家です。弘前にとって忘れてはならない先人の一人です。

■青森県観光連盟の最近の話題
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