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沢田ろうそくまつり

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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y
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3月

■12月31日㈮～1日㈯ 弘前城築城400年オープニングセレモニー［弘前公園］
■ 1日㈯ 冬のお山参詣［岩木山神社］
■ 6日㈭ 第19回鷹揚旗中学校選抜剣道大会［青森県武道館］
■10日㈪ 弘前市・西目屋村消防団出初式［弘前市まちなか情報センター交差点～一番町交差点］
■11日㈫ 第32回青森県学生かきぞめ席書大会［青森県武道館］
■15日㈯～16日㈰ フィルムツーリズムセミナー［弘前市立観光館］
■　〃 大学入試センター試験［弘前大学］
■15日㈯・16日㈰・22日㈯・23日㈰ 冬の禅林街坐禅体験［禅林街］
■16日㈰ 弘前城築城400年記念ねぷたシンポジウム［弘前文化センター］
■22日㈯～23日㈰ 第22回日本消化器内視鏡学会東北セミナー［ホテルニューキャッスル］
■　〃 第17回プレミアリーグ女子バレーボール大会［青森県武道館］
■29日㈯～30日㈰ ウィンターフェスティバル［弘前市りんご公園］
■ 3日㈭ 鬼神社しめなわ奉納裸参り［鬼神社］
■ 9日㈬ 弘前感交劇場ツアー「津軽の七日堂祭」［岩木山神社、猿賀神社／要予約］
■10日㈭ 弘前感交劇場ツアー「津軽酒蔵めぐり」［六花酒造、玉田酒造／要予約・有料］
■10日㈭・11日㈮・12日㈯ 洋館ゴスペルライブ［10日：追手門広場／11日：日本キリスト教団キリスト教会／12日：カトリック弘前教会］
■10日㈭～13日㈰ 第35回弘前城雪燈籠まつり・津軽錦絵大回廊［弘前公園］
■　〃 弘前雪明り［弘前公園北の郭、吉野町緑地公園］　※吉野町緑地公園は14日まで
■　〃 岩木山南麓豪雪まつり［嶽温泉広場、岩木山神社枡形、岩木スカイライン］
■10日㈭～3月21日㈪ 企画展「おひなさま展」［弘前市立博物館］
■11日㈮ 弘前感交劇場ツアー「冬の坐禅体験と精進料理の話」［盛雲院（坐禅）、観音山普門院（精進料理）／要予約・有料］
■13日㈰ 第25回全国選抜高等学校相撲弘前大会［青森県武道館］
■17日㈭ 沢田ろうそくまつり［弘前市相馬地区沢田神明宮］
■19日㈯ 会長杯争奪青森県小学校卓球大会［青森県武道館］
■22日㈫・23日㈬ 弘前城築城400年記念さくらフォーラム［ホテルニューキャッスル、弘前公園］
■25日㈮・26日㈯ 弘前大学前期入学試験［弘前大学］
■ 4日㈮ 青森県立高校前期入学試験
■ 5日㈯ 第98回日本輸血・細胞治療学会東北支部例会［弘前文化センター／東北200］
■12日㈯ 弘前大学後期入学試験［弘前大学］
■12日㈯・13日㈰ 第25回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・ゴール）］
■13日㈰ 津軽ひろさき検定第1回上級試験［弘前文化センター］
■15日㈫ 青森県立高校後期入学試験
■20日㈰ 2011 ALL JAPAN Uni-dancing Competition［弘前市民会館］
■30日㈬ 青森県ちびっこ手踊り王座決定戦［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。
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冬

旧暦小正月に、弘前市沢田地区で
毎年開催される、400年以上前か
ら受け継がれている豊凶占いの伝
統行事。このまつりは、かつて壇
ノ浦で滅んだ平家の霊を供養した
のが始まりと伝えられています。
沢田神明宮内の天然の岩肌に、大小のろうそくが所狭しと立て

宮川慎一郎弘前市商工観光部観光局
弘前築城400年祭推進室長

「とっておき、

　　　見っけよっ」

　まずは皆さまに御慶申し入れます。
　弘前城築城400年祭の本番の始まりはじまり…でございます。
　普段は御用とお急ぎのお方も、ゆったりとお心の眼をお留めいただ
き、今年は、おらほのふるさとの歴史や文化に触れる契機になれば、
400年祭を一緒に楽しんでいただけるのではないかと存じます。
　それでは、お武家さまやらの、お正月風景を覗いて見ましょ。
　お正月ならではの門松、これは29日か晦日に立てまして、家の方
の内側に七五三縄を張っております。使用します松は、岩木山裾野の
村などから取り寄せた五葉松やらで、正月４日の朝には引き払い、跡
に小松を立てるのだそうでございます。
　しかし、本町の弘前大学病院の所にありました金木屋だけは、門松
を立てなかったそうで、明治５年（1872）に、冗費を省こうと朝廷
でも門松を廃止したという話が、熊野奥照神社の史料にみえます。

　さて元旦は暁の二時、麻裃を着て、脇差・扇子を佩した年男が若水
を汲みますが、「春の初めの年男　水をば汲まぬ　齢（よね）を汲むな
り」と唱えるのだそうで、こりゃ風雅だねぇ～
　どちらのお宮に初参りされましたか。弘前の惣鎮守である弘前八幡
宮なら、ご本殿の屋根に金色に輝くハトをご覧になりました？
　以前のは、元禄時代初期に津軽塗と同様の技法で修理されまして、
爾来、三百年余も持ち堪えたのですから、さすが職人の技ってなもん。
　また乳井神社では、元旦は藩主名代が参拝、続いて奉行・藩士が、
４日に領内の山伏の出番で、領民は５日でなければ許されなかったと
いいますから、正月三が日ほどの休暇では、参詣にも行けないかも。
まぁ領民のお正月は７日まで大正月で、14日から20日までを小正月
と唱え、中に６日の仕事があるものの、酒食の宴が続いたんだねぇ～
　８日にやって来るのが三河万歳。家康公が三河国から江都に出した
のが始まりで、津軽じゃ、３月15日までの長逗留で毎戸を訪問。
　それに引きかえ、お武家さま方は藩主家の菩提寺である長勝寺やら
報恩寺・革秀寺へ詣でなければならないし、12日には足軽衆が茶畑町
裏の田んぼで弓を、翌日は八幡宮境内で鉄砲を撃って御吉兆。こりゃ
安政５年（1858）には洋式銃に変わったものの、明治２年で廃止。
　お爺さん・お婆さんたちが子どものころのお話とか、ちょっと忘れ
去られた昔の習俗…そんな当たり前すぎる光景の中にも、弘前らしい
魅力が隠れていそうねっ。とっておき、みんなで探しに行きません？

会員の皆様へ  特典のご提供協力のお願い
　当協会では昨年に引き続き、平成23年度（4月1日より）割引等
の特典をご提供頂ける会員様を募集しております！

　特典をご提供頂いた会員様は、特典店舗一覧表に掲載され、
会員全員に配布されます。お申込みは、別紙申込み書にご記入
のうえ、ご返信をお願いします。

特典有効期間…平成23年4月1日～24年3月31日

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

沢田神明宮
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られ、一晩中燃やし続けて、翌
日流れたロウの形でその年の豊
作を占います。地区外からも多
くの参拝者で賑わっています。
■開催日／2月17日㈭
■場　所／沢田神明宮
　　　　　（弘前市沢田地区）

2011年4月に全国公開予定の映画「津軽百年食堂」の大森
一樹監督や松本ヨシユキカメラマンをお招きし、映画製作
や撮影について学ぶセミナーを実施します。

　❖映画製作について
　　　日時／1月15日(土)　14:00～16:00
　　　場所／弘前市立観光館　研修室

　❖撮影について
　　　日時／1月16日(日)　10:00～12:00　
　　　場所／弘前市立観光館　研修室・追手門広場周辺

　❖申込先
　　　弘前観光コンベンション協会フィルムコミッション
　　　TEL 090-7939-8784

■日　時／1月27日㈭
　・15：00～　新春講演会
　　　　　　　4月23日から実施される
　　　　　　　「青森デスティネーションキャンペーン」について
　・16：00～　津軽地域観光協会会長サミット
　・17：30～　新春祝賀会
■会　場／ベストウェスタンホテルニューシティ弘前
■会　費／6,000円（お一人様）

㈳弘前観光
コンベンション協会 冬の弘前城



　大雪像や大型滑り台、雪燈
籠約150基を製作する他、今
回は、ねぷたまつりで使用し
た見送り絵を活用した「錦絵
大回廊」も登場します。その
他、雪を楽しむたくさんのイ
ベントが開催されます。

　馬ソリ運行や日本一の長い滑り
台、スノーモービル体験等、楽しい
企画が満載。熊や鹿などの肉を使
った狩人料理（ジビエ料理）も味わ
えます。

　高さ33ｍの白絹のような乳穂ヶ
滝の自然の洞窟に、不動尊がまつ
られています。この滝は、冬に乳穂
のように氷結することからこの名
があり、昔からその太さ、形状等に
よってその年の津軽の作物の豊凶
を占います。

弘前城雪燈籠まつり
弘前雪明り

岩木山南麓豪雪まつり

冬の旅ツアー
観光用長靴無料貸出

（嶽温泉・岩木スカイライン・岩木山神社）

（西目屋村田代）
乳穂ヶ滝氷祭

2/10▶13

2/10▶13

2/20

（弘前公園内）

2/10▶13
（吉野町緑地公園は14日まで）

津軽三味線三昧　　地元ガイドと歩く城下町弘前散策と郷土料理
津軽家ゆかりの古都ひろさきめぐりと和料理
弘前ハイカラ洋館めぐりと弘前フレンチ
弘前街なか散策とティータイム　　リンゴのつまみ食いコース
冬のライトアップ洋館散歩　　冬の坐禅体験と精進料理
津軽酒蔵めぐり　　ビビットナイト

　

　

弘前観光コンベンション協会　☎0172（35）3131問合先

　慣れない雪国での観光も、安全に楽しんでいただけるように、弘前観
光コンベンション協会では、観光用長靴の無料貸出しを行っています。
【貸出の施設・受付時間】※サイズは23.5㎝～27㎝
◆弘前市立観光館(弘前公園追手門向かい) 9:00～17:00（返却は～18:00）
◆弘前市観光案内所(ＪＲ弘前駅構内) 8:45～17:00(返却は～18:00)
◆弘前市まちなか情報センター(土手町商店街) 9:00～20:00(返却は～21:00) 

　弘前公園北の郭のメイン会場では、訪れた市民や観光客へ参
加を呼びかけ、雪のオブジェ
に約2,000本のキャンドルを
飾りつける他、杉の大橋周辺
や東門～東内門、本丸にも雪
壁を設置し、火を灯します。
　吉野町緑地公園ではAtoZ 
Memorial Dogの周りに100匹のちいさなわんこが並び、キャ

ンドルライト等で公園を照ら
す他、雪で作った「スノーブロ
ックカフェ」で来場者に温か
いドリンクを提供します。

12月4日、東北新幹線新青森駅が開業し冬の津軽の魅力をより充
実させるために今年も観光キャンペーンを実施しています。
市内各所に点在する伝統建築物「和」、洋館などの「洋」、文化財ラ
イトアップなどの「光」をテーマに、盛りだくさんのイベントが繰
り広げられます。12
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p 6 弘果　弘前中央青果㈱
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p 1 磊
個室でゆっくりお食事が楽しめる磊（みついし）は、倉石牛や松阪牛、仙台牛な
ど全国の銘柄牛を使ったおいしい肉料理やマグロ料理が評判のお店です。ステ
ーキ2,000円～。すき焼き、しゃぶしゃぶは一人前3,990円～。お手頃価格のラ
ンチもおすすめです。すぐ近くには姉妹店の｢居酒屋　井（しょう）｣、「焼肉・
ホルモン 淺（せん）」もあり、リーズナブル
価格でおいしい料理を堪能できます。

■弘前市土手町55
■☎0172（36）1156
■営業時間／11：30～14：00
　　　　　　17：00～22：00
■定休日／月曜日　■Ｐ無
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o

p 2 佐　和　家
弘前公園から徒歩5分。食事、酒肴など、良質低料金をモットーに幅広いメニ
ューが自慢の和食処です。津軽の味満載の「つがる路定食」2,000円（8品）がお
すすめ！観光のお客様には「ふるさと御膳」、「北の味コース」など帆立貝焼き
味噌や舞茸を使ったお料理をおすすめします。また会席料理2,500円から（要
予約）の宴会、法事も好評です。少人数から55名様まで（和室11部屋、総収容
150名様）のご予約をお待ちしています。

■弘前市本町91（ドーミーイン向い）
■☎0172（37）0055
■営業時間／11：00～14：30
　　　　　　17：00～23：00（L.O.22：30）
■年中無休　■Ｐ／60台
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p 3 アップルアンドスナック㈱
青森県の美味しいりんごを「減圧フライ」という特殊製法でチップスにしたア
ップルスナックです。サクサクした食感と、りんご本来の美味しさを大切にし
たチップスとして大変好評をいただいております。また、ビタミンC等の酸化
防止剤やその他添加物等は一切使用しておりませんので、より美味しく、より
安全に、青森県産りんご100％のアップルスナックをお楽しみいただけます。

■弘前市徒町16-1
■☎0120（39）6535
■http://www.applesnack.com
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p 4 農業生産法人㈲ANEKKO
岩木山の裾野にある農産物直売所｢野市里（のいちご）｣。津軽地方で採れた新鮮
野菜や果物、漬物などの加工品、菓子類や伝統工芸品など品揃え盛り沢山！併
設のレストランこざくら(11:00～16:00L.o.)からは岩木山全体を眺められるほ
どの大窓があり、四季折々の食材で津軽を満喫することができます。

■弘前市宮地字川添77-4
■☎0172（82）1055
■営業時間／8：30～18：00（4～9月）
　　　　　　9：00～17：00（10～3月）
■定休日／不定休　■Ｐ有
■http://anekko.jp/
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p 5 弘前国際ホテル
弘前国際ホテルは繁華街地区にあり、弘前公園にも徒歩10分、観光にビジネ
スに最適です。弘前駅や弘前バスターミナルからの無料送迎タクシーもありま
す（前日までの予約制）。全室にはテンピュール社製の枕とマットレスを導入、
女性の方にはレディース限定フロアもございます。朝食は津軽の郷土の味にこ
だわった和洋バイキングをご堪能ください。また、ウェルカムドリンクのリン
ゴジュースやホットコーヒーも好評です。

■弘前市土手町73-2
■☎0172（37）5550　ＦＡＸ0172（37）5551
■チェックイン／14：00　チェックアウト／11：00
■Ｐ／100台
■http://www.hirosaki-kokusai.co.jp/

生産者と消費者を結ぶパイプ役として、さらには世界に誇る青森りんごの流通
拠点として、その社会的使命に向かって努力している総合卸売市場です。
弘前市ならびに津軽地域を代表する市場として、人間生活の中で最も大切な

■弘前市末広1-2-1
■☎0172（27）5511
■http://www.hiroka.jp
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太鼓などの力強い

　ＪＲ弘前駅で新幹線からの接続列車到
着に合わせ様々な開業イベントが行われ
ました。
　一番列車からの接続列車到着時には約
100人の“オール弘前声かけ隊”が「よう

こそ弘前へ!!」と、と
びっきりの笑顔で歓迎の声を振りまき、盛大に出
迎えるとともに弘前城築城400年祭の絵入りリン
ゴを記念にプレゼント。
　そして、津軽三味線の大合奏や弘前ねぷたまつ
り合同運行で先導役を務めている津軽情っ張り大

演奏で祭りの雰囲気を再現し、お祝
いムードを盛り上げました。
　弘前駅を出てすぐ目の前にある広
場では、「巨大アップルパイギネス
に挑戦する会」による弘前名物、直
径2メートルの巨大アップルパイが

注目の的に。甘くていい匂いに誘われて長蛇の列ができ、弘前名物
のアップルパイを大いにアピールすることができたようです。
　同じく弘前駅前広場では弘前、黒石、平川、大鰐、岩木、目屋、藤
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4 5＆ 「食文化」の発信基地となり、新

鮮且つ安全な農産物供給という社
会的使命に向かって日々努力して
います。

これまで冬期間は閉館していた藤田記念庭園洋館を、今年度は期日
限定で開館します。喫茶室も営業いたしますので是非ご来場下さい。
・3月27日㈰までの土、日、祝日
・12月29日㈬～1月3日㈪【年末年始】
・1月13日㈭～1月25日㈫
　【JR「大人の休日倶楽部」期間】
・2月10日㈭～2月13日㈰
　【弘前城雪燈籠まつり期間】
■開館時間／9:00～17:00　■入館料／無料

弘前市りんご公園では、雪と思いっきり楽しめるイベントを開催し
ます。ウルトラクイズや雪上レク、竹スキー製作体験や津軽昔語り
など楽しいイベント満載！また、もちつき大会や旨いものコーナー
等、大人も子どもも楽しめます！
■日　時／1月29日㈯・30日㈰
　　　　　10:00～15:00
■場　所／弘前市りんご公園(清水富田字寺沢)
■問合先／弘前市りんご公園　☎0172（36）7439
※天候や積雪量により、内容が変更になる場合があります。

藤田記念庭園洋館　冬期開館のお知らせ 弘前市りんご公園　ウィンターフェスティバル2011

崎、田舎館と秋田県大館市、
小坂町からなる広域観光団体
が合同でパンフレットなどを
配り広域観光をＰＲし、物産
販売も行われました。シャモ
ロック大鰐温泉もやし鍋の振

る舞いや、黒石つゆやきそば、目屋のまいたけ
汁、みそ付けたんぽの他、秋田ハチ公グッズやあ
かしやハチミツ、鹿角の食べるらー油など各地の
物産が勢ぞろいし、観光客の目と舌を楽しませま
した。また自由通路や地下道では、地元で活躍す
るアーティストやバンドの熱いライブ、来年春に
公開される映画「津軽百年食堂」のＰＲなども開
催され、全線開業を祝う多彩なイベントで観光客
の皆様を出迎えることができました。


