
インバウンド観光推進事業募集中

　当協会では、韓国、台湾、中国などからの観光客誘致
活動を、中弘南黒地区日韓親善協会などの関係団体と連
携し、外国人観光客誘客事業をしております。今年は、
11月８日から11日までの四日間、三村県知事を先頭に
韓国旅行会社各社を訪問し、青森・ソウル線の利用促進
と観光客増員を目指します。また、旅行行程の中には、
済州島世界遺産めぐり（拒文岳・万丈窟・城山日出峰・
漢撃山）とソウル観光視察を予定しておりますので、み
なさまも参加してみませんか!?
　また、この機会にインバウンド事業の一助として、中
弘南黒地区日韓親善協会へのご入会もあわせてお願い申
し上げます。

◆済州島世界遺産めぐりとソウル４日間
【行程】　11月８日　12：55　青森空港発 済州島内　泊

９日　済州島観光 済州島内　泊
10日　ソウル市内観光 ソウル市内　泊
11日　 9：25　ソウル空港発

11：45　青森空港着
【旅行代金】　115,000円（大人お1人様／2名様1室利用）

◆中弘南黒地区日韓親善協会入会のご案内
【年会費】　法人…10,000円／個人…3,000円
【お問い合わせ先】　㈳弘前観光コンベンション協会

☎0172（35）3131
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鳴海要記念陶房館
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■ 3日㈯～4日㈰ 日本教師教育学会  第19回研究大会［弘前大学／全国200］
■　　〃 東北地理学会弘前大会［弘前大学農学生命学部／東北200］
■　　〃 第15回  東北小学生バドミントン大会［青森県武道館］
■ 4日㈰ 第7回  弘前・白神アップルマラソン［弘前市、西目屋村］
■10日㈯～11日㈰ 第17回  日本養護教諭教育学会［弘前大学／全国300］
■　　〃 全国社会科教育学会  第58回全国研究大会［弘前大学／全国400］
■11日㈰～12日㈪ 第2回  弘前スポーツレクリエーション祭2009［弘前市運動公園　ほか］
■14日㈬～16日㈮ 第57回  萬緑全国大会（青森大会）［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国160］
■16日㈮ 東北音楽教育研究大会［弘前市民会館　ほか／東北800］
■16日㈮～18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㈰ 平成21年度  北国なぎなた交流会［青森県武道館］
■22日㈭～23日㈮ 第43回  日本てんかん学会総会及び国際シンポジウム［ホテルニューキャッスル　ほか／国際1,050］
■23日㈮～11月8日㈰ 弘前城菊と紅葉まつり［弘前城植物園］
■24日㈯～25日㈰ 平成21年度  東北クラブバレーボール選手権大会［青森県武道館］
■25日㈰ 陸上自衛隊市中パレード［土手町蓬莱広場～桜大通り、弘前公園レクリエーション広場］
■　　〃 第44回  秋季県下弓道選手権大会［青森県武道館］
■31日㈯～11月1日㈰ 第21回  内観療法ワークショップ in 津軽［アソベの森いわき荘／全国100］
■　　〃 第38回  秋季県下高校弓道大会［青森県武道館］
■　　〃 青森県中学校秋季バドミントン大会［青森県武道館］
■31日㈯～12月20日㈰ 企画展4「絵図にみる津軽・弘前」［弘前市立博物館］

■ 5日㈭～8日㈰ 青森県高校新人大会ボクシング競技［弘前市民体育館］
■ 6日㈮～8日㈰ 青森県高校新人大会空手道競技［青森県武道館］
■ 8日㈰ 津軽ひろさき検定  第3回初級試験［弘前大学］
■14日㈯～15日㈰ 青森県高校新人大会バスケットボール競技［青森県武道館　ほか］
■15日㈰ りんごと米の収穫祭［弘前市りんご公園］
■19日㈭～20日㈮ 2009高分子学会東北支部研究発表会［弘前大学創立50周年会館／東北150］
■22日㈰ 第14回   弘前市場まつり［弘果弘前総合卸売市場（水産市場棟）］
■27日㈮～29日㈰ 東北実業団バスケットボール選手権大会［青森県武道館］
■29日㈰ 2009弘前カクテルコンペティション最終審査発表会［弘前パークホテル］

■ 1日㈫～H22.2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］
■ 4日㈮ 歳末チャリティー  名士かくし芸大会［弘前市民会館］
■12日㈯ The 津軽三味線2009［弘前市民会館］
■17日㈭～20日㈰ 第42回  東北地区高等学校演劇発表会［弘前市民会館／東北800］

※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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　旧岩木町出身「鳴海要」の工房と、りんご釉を代表とする多彩な陶芸作
品を展示しています。特別展示コーナーでは、師の人間国宝・加藤土師萌
の作品も見ることができます。鳴海要制作の茶器でコーヒーやお茶をいた
だきながら、芸術の秋に触れてみませんか。
■弘前市賀田字大浦1-2　■☎0172（82）2902
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　江戸時代、幕末に誕生した菊人形は、現代までその製作方法が百年
以上も変わらず続けられてきました。
　弘前では、昭和38年から菊人形が始まりました。ほとんどＮＨＫ
の大河ドラマをテーマとし、現在は弘前城植物園の庭園を会場として
景観と調和した場面づくりがされています。
　菊人形の胴殻（枠組）に衣装を着付けするのが「菊付け」です。
「菊付け」の技は、名古屋の「菊師」から20年程の指導を受けた後、
現在に至っています。この胴殻づくりの過程において、人形ねぷたの
骨組み技術を生かしているところが、他にはない弘前流と言えます。
　「菊付け」はまず、根巻き作業から始まります。根巻きとは、菊付
け用に栽培した小菊の根洗い処理をしたものです。根をつけたままの
菊を数本まとめて水苔で包み、わらで巻いて束にしたものです。一体
の人形に30束ぐらい、内掛を着たお姫様だと、50束から60束を使う
こともあり、本数で言えば、200本以上になることもあります。下向
きにした枝を180度も上に折り曲げて花を胴殻に結ぶ作業には息詰ま
るものがあります。柔軟さを加えるために少々のひねりも入れて、水
に浸して強くした「イ草」を紐にして結びつけるのです。

　花は生き物です。つぼみの多少や花の咲き具合をイメージしながら
も、菊衣装は刻々と着こなしを変えるのです。１日に２回は背中側に
ある根に細口のじょうろで水やりをしてお世話をします。お客様に
は、人形の中に鉢が入っているのでしょ、とよく言われますが、それ
でも花の命は一週間から10日くらい。そこで、「着せ替え」となります。
　菊を胴殻から外し、新鮮な菊花をまた１枝１枝と菊付けすると、同
じ人形でも最初見たのとまるでその雰囲気が一変するのも、菊人形着
せ替えの面白さです。
　一体の菊人形を仕上げるのには、花数が多いものだと三日以上はか
かります。手間と根気と年季が要る作業で、年に１回しか経験する機
会がないので、少なくなりつつある後継者の歩みが気がかりです。
　京都からここ十年来、菊人形を見に弘前に来ていますというお客様
が、昨年、菊人形実演コーナーに立ち寄られました。「枚方（大阪）の
菊人形も終わりましたしねえ」と少し寂しげにおっしゃっていました

衣裳替えする

菊付け人　福士　よし子

弘前城写真コンテスト
入選作品「石垣の秋」・撮　影／阿部　美弥子The 津軽三味線2009

　津軽三味線の大合奏をメインに、民謡や
手踊りも織り込みながら繰り広げられ、本
場ならではの迫力と感動を体験できる魅力
満載のステージイベントです。
■日　時／平成21年12月12日㈯・昼の部/開演14:00～ 夜の部/開演17:30～
■会　場／弘前市民会館大ホール
■入場料／前売券1,000円　当日券1,200円　※全席指定
■問合せ／弘前商工会議所　☎0172（33）4111

■開館時間／9：00～16：00
■休館日／毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）
■入館料／大人￥200（￥500）、小中高生￥150　
　※（　）内は、鳴海要制作の茶器によるコーヒー又はお茶、お菓子のサ
　　ービスセット料金

が、菊船や菊人形、飾りの場面等を秋の植物園
でじっくりと楽しまれたようです。遠くから来
て下さったお客様に、来年はもっと弘前らし
い、いいものをお見せしたいと思いました。
　菊人形研究家の川井ゆう氏の言葉が浮かびま
す。「菊人形なんて…と思っている人が結構多
いのを私は知っている。この私がそうなのだか
ら。でも、ちょっと覗いてみると、これが本当
に面白い。」
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活動レポート
東北新幹線全線開業効果活用フォーラム
　８月27日、「新幹線効果活用フォーラム」を開催
し、津軽地域や秋田県関係団体及び当協会会員の約
120名が参加しました。八戸観光コンベンション協
会の笹垣正弘会長を講師に迎え、滞在型の新しい旅
行商品の開発や、八戸屋台村「みろく横丁」などの取
り組みを紹介して頂き、地域づくりについて考えま
した。笹垣会長は、新幹線による経済効果を上げな
がら、お客様との交流で活性化を目指し、他地域と
の連携を大事にしながら、自分たちも頑張っていき
たいと呼びかけまし
た。フォーラム終了
後は、懇親会で笹垣
会長を囲み、親睦を
深めました。

　今年のさくらまつりは、暖冬による早咲きとなり４月18日か
ら準まつり体制に入り、観光客の受け入れを図りました。桜が満
開になってから低温が続き桜に雪化粧という珍しい光景がみら
れました。ゴールデンウィークは、好天に恵まれ、昨年より人出

は減少したものの売上は好調でした。当協会は、四の丸演芸場で津軽三味線、民
謡、登山囃子等を披露し、また、本丸や二の丸ではゴザの貸し出し、与力番所では
抹茶接待、他に臨時駐車場を開設し花見客のサービスに努めました。

　今年のねぷたまつりは、現在の運行形態になって以来、最多の
82団体が出陣しました。
　会期中の８月１日から５日までは雨模様のなか開催され、今
年の人出は昨年を11万人下回る158万人にとどまりました。ね

ぷたまつりコンテストは、県知事賞組の部は８年振りに富田清水ねぷた愛好会が
受賞し、扇の部は７年連続茂森新町ねぷた同好会が受賞しました。また、運行コー
ス沿いに桟敷観覧席を設置し、観光客のサービスに努めました。

弘　前
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まつり
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概　要
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新鮮な津軽の食材を大切にしたアットホームなお店。
おまかせ料理は￥2,830～。オリジナルの「手羽先香味揚」の他、旬の素
材をアレンジした料理が人気。単
品料理も豊富です。

■弘前市百石町22-4
■☎0172（34）0394
■営業時間／17：00～23：00
　　　　　　（L.O.22：00）
■定休日／日曜日
■Ｐ有

sh
o
p 2 奥膳懐石　翠　明　荘

歴史ある建築美と、季節の移ろいが楽しめる庭園を眺めながら、贅沢な時
間を過ごせる「奥膳懐石　翠明荘」。明治時代に建てられた総檜入母屋造
りのお部屋で、津軽の味覚がたっぷりの懐石料理を味わえます。お昼は
「お薦めランチ」￥3,150～、夜は「奥膳懐石　桜花」￥8,400～。

■弘前市元寺町69
■☎0172（32）8281
■営業時間／
　11：00～14：00（L.O.13：00）
　17：00～22：00（L.O.20：30）
■定休日／月曜日　■Ｐ有　
■http://www.suimeiso.co.jp

sh
o
p 3 開　雲　堂

創業130余年の老舗・開雲堂。その伝統を受け継ぎ、昔と変わらぬ上品な
味を守り続けています。津軽藩の旗印をかたどった「卍最中」は弘前のお
みやげにぴったり。洋菓子や季節の和菓子などもあり、ご贈答用にも喜ば
れます。

■弘前市土手町83
■☎0172（31）2354
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／火曜日
■Ｐ有

sh
o
p 4 弘前こぎん研究所

津軽の伝統工芸品「こぎん刺し」は、白い木綿糸で、素朴で美しい幾何学
模様が丁寧に手刺しされているのが特徴。予約をすると作業工程の見学も
できます。津軽の文化にふれる絶好の機会！手作りの優しいぬくもり溢れ
る弘前のお土産にいかがですか。

■弘前市在府町61
■☎0172（32）0595
■営業時間／
　 9：00～12：00、
　13：00～16：00（最終入館）
■定休日／土・日・祝日
■Ｐ有

sh
o
p 5 弘前プラザホテル

市街地に位置し、観光やビジネスの拠点に便利。津軽の味を堪能できる朝
食は和洋のバイキング「地産地消」。また、まくらや書籍・コミック等の
貸出もあり、快適なホテルライフをご提供致しま
す。その他館内には、食事処や会議室、挙式場等
の設備も有り、宿泊のみならず会議や会合等でも
ご利用頂けます。

■弘前市代官町101-1　■☎0172（35）0345
■営業時間／チェックイン14：00
　　　　　　チェックアウト11：00
■定休日／なし　■Ｐ有
■http://www.imagnjp.com/hiro_pla/

シャープでキレの良い喉越し、マイルドな味わいが特徴です。従来の
「じょっぱり」より精米を多く磨くことにより雑味を取り除き、どっし

■弘前市向外瀬字豊田217　■☎0172（35）4141
■営業時間／8：30～17：00　■定休日／土・日・祝日
■Ｐ有　■http://www.joppari.com/

りした旨味と後からくる辛口が燗酒に合い、スッ
キリした飲み口が冷酒にも合います。「本醸造　雪
じょっぱり」のスッキリした飲み口と「本醸造
津軽　じょっぱり」の力強い味わいの長所を併せ
持った「本醸造　金のじょっぱり」です。上質感
を味わってください。
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　津軽ひろさき検定公式テキストにつづき、待望の「津軽ひろさき・おべさま年表」が
発売されました。弘前における大化の改新から、現代までの歴史を中心に、各時代の日
本の出来事・世相・物価・人々の暮らしぶりなどについて、古地図や約600点の写真を
交え紹介。豆知識「おべさまＭＥＭＯ」も多数掲載。間もなく築城400年を迎える弘前
城を中心とした町割、変遷の貴重な資料となる１冊です。
　　　　　　○編　集　津軽ひろさき検定実行委員会
　　　　　　○発　行　社団法人　弘前観光コンベンション協会
　　　　　　○取扱店　青森県内有名書店、弘前観光コンベンション協会

弘前市

に来いへぇ
～！ 弘前市大字清水富田字寺沢125番地

☎0172（36）7439
開園時間／９時～17時

　2010年の東北新幹線全線開業、2011年の弘前城築城400年と、
弘前市に多くの観光客が訪れる好機が続きます。このチャンスを逃
さず、最大限に経済波及効果を生み出すためには、ホームページ等
による正しく分かりやすい情報の一元化、マスメディアや映像を活
用したＰＲ、旅行代理店を通じたシティセールス等、日本国内のみ
ならず世界に向けた情報発信を戦略的に進めることが課題となって
おります。 岡本　千波小笠原　清寿

津軽ひろさき・おべさま年表
弘前城築城400年記念

　弘前市りんご公園は、平成 14 年の春にリニューアルオープン
し、今年で８年目を迎えました。
　りんごに慣れ親しんでもらう場所、りんごを学んでもらう場所、
弘前りんごのＰＲの場所、また市民の憩いの場としてご利用頂い
ています。
　公園内には、観賞用・収穫用の品種を合わせ、65種類・約
1,200本のりんごの木が植えられており、時期に応じて実すぐり
や収穫など、りんごの生産作業を体験することが出来ます。弘前
市内・近郊の小学生の社会見学、また北海道や関東・関西の中学
生の修学旅行の一環として、作業体験がされています。

　春は、桜の花が終わった約一週間後に白く可憐なりんごの花を

　８月初旬～ 11 月にかけては、りんごの収穫体験ができます。
　※１kg 当たり 200 円・お一人様２kg まで

咲かせます。桜と違い、りんごの花は葉
も一緒に育つため、白い花と鮮やかな新
緑を楽しむことが出来ます。
　また、そのりんごの開花に合わせて「り
んご花まつり」が毎年開催されています。

　弘前特産のりんごを見て・触れて・食べて楽しめる、りんごにとことんこだわった『弘前市りんご公園』にぜひ一度、おいでください。

会員特典
お買い物代及びご飲食10％割引

（お会計時に会員カードをご提示ください。）

　当協会では、これらの課題の解決に取り組むべく、ふるさと雇用
再生特別基金を活用し、新規スタッフを雇用、「情報発信戦略チーム」
を企画開発部内に設置いたしました。
　これまでの情報発信方
法を検証、整理、各種情
報発信の新戦略をプラン
ニングし、常に最新の情
報発信方法で効果的な誘
客促進を目指します。

定価
2,000円
（税込）

津軽ひろさき検定
第３回初級試験

◆日時
　　平成21年11月8日㈰
　　10：30～
◆会場
　　弘前会場：弘前大学
　　東京会場：大橋会館

発売中発売中発売中

　毎年開催されている「りんごと米の収穫
祭」。りんごやお米、野菜な
どの販売を行っており、た
くさんの方にお越し頂いて

夏緑…極早生品種
祝：別名「大中」
未希ライフ…ＮＨＫ大河ドラマ
　　「いのち」から名付けられた
つがる

８～９月

ひろさきふじ…ふじの早熟系統
紅玉：別名「せんなり」、ジョナゴールド…調理に最適の酸味
北斗…「100年に一度の美味しいりんご」といわれたが現在
　　　はあまりつくられていない
サンふじ、王林

10～11月ごろ

います。今年は11月15日に開催されます。


