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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

April

4 月

May

5月

June

6月

■ 9日㈯ 生き物文化誌学会青森例会［弘前大学みちのくホール／全国：200］
■10日㈰ 第26回青森県少年学年別柔道選手権大会［青森県武道館］
■16日㈯～5月8日㈰ 企画展「津軽塗展」［弘前市立博物館］
■17日㈰ 第27回青森県柔道少年団柔道大会［青森県武道館］
■23日㈯・24日㈰ 第32回弘前さくらまつり協賛躰道優勝大会［青森県武道館］
■23日㈯～5月5日㈭ 弘前さくらまつり（弘前城築城400年記念バージョン）［弘前公園］
■23日㈯～7月22日㈮ 青森デスティネーションキャンペーン
■29日㈮ 2011津軽の国「むかしのかんごう会」［弘前公園］

■ 3日㈫ 第38回弘前さくらまつり少年相撲大会［青森県武道館］
■3日㈫～4日㈬ 第30回2011津軽三味線全国大会［弘前市民会館］
■　〃 岩木全国凧揚げ大会［岩木海洋センター］
■ 5日㈭ 弘前さくらまつり弘前築城400年記念「2011桜花グランプリ争奪・第26回津軽五大民謡全国大会」［弘前市民会館］
■　〃 青森県消防協会中弘支部定期観閲式［弘前公園追手門前、レクリエーション広場］
■6日㈮～15日㈰ りんご花まつり［弘前市りんご公園］
■7日㈯～9日㈪ 青森県高校春季大会［弘前市運動公園、弘前市民体育館、青森県武道館　他］
■14日㈯～15日㈰ 第13回津軽路ロマン国際ツーデーマーチ［弘前市（中央会場）・黒石市・平川市］
■15日㈰ 青森県春季ソフトバレーボール大会［青森県武道館］
■17日㈫～18日㈬ 第69期将棋名人戦第4局［藤田記念庭園和館］
■21日㈯ 全日本リンゴ追分コンクール［弘前市民会館］
■21日㈯～24日㈫ 春季青森県高校硬式野球選手権大会予選会兼第64回青森県高校総合体育大会［弘前市運動公園、弘前市民体育館］
■22日㈰～7月3日㈰ 近衛家陽明文庫の名宝展［弘前市立博物館］
■29日㈰ 第46回春季県下弓道大会［青森県武道館］
■28日㈯～29日㈰ 古地図と航空写真でたどる弘前の変遷［弘前市立観光館］

■ 2日㈭ 東京佼成ウィンドオーケストラ弘前演奏会［弘前市民会館］
■3日㈮～6日㈪ 青森県高等学校総合体育大会［弘前市運動公園、弘前市民体育館、青森県武道館、岩木山総合運動公園　他］
■4日㈯・5日㈰ 第31回日本産婦人科学会東北連合地方部会総会・学術講演会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国：300］
■11日㈯ 日本比較文化学会全国大会［弘前学院大学／全国：100］
■17日㈮～19日㈰ 東北高校選手権大会（ボクシング・なぎなた競技）［弘前市民体育館、青森県武道館　他］
■18日㈯ 古都ひろさき花火の集い［岩木川河川敷運動公園］
■21日㈫～22日㈬ 日本アフリカ学会第48回学術大会［弘前大学／全国：500］
■23日㈭～7月5日㈫ JR大人の休日倶楽部パス利用期間
■25日㈯ 弘前城薪能［弘前公園］
■25日㈯・26日㈰ 東北高校選手権大会（バスケットボール・相撲競技）［青森県武道館　他］
■26日㈰ 第12回よさこい津軽［土手町通り及び3・3・2号線の一部］
■　〃 チャレンジヒルクライム岩木山2011［嶽温泉・岩木スカイライン］

※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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春

「やっぱり、
　　弘前はいいなぁ」

映画監督　大森　一樹
　『津軽百年食堂』は、私にとって『満月ＭＲ．ＭＯＯＮＬ
ＩＧＨＴ』以来20年ぶりの弘前ロケです。
　『満月ＭＲ．ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ』は、故原田康子さんの
原作の映画化で、江戸時代、時任三郎さん扮する津軽藩の小
弥太という侍が蝦夷地の視察に行ったまま帰れなくなり、老
女のまじないで津軽に戻してもらおうとするのですが、どう
いうわけか現代の札幌にタイムスリップ、そこで出会った原
田知世さんの女教師、まりと200年後の弘前に連れて行くと
ころで、岩木山を見た小弥太が興奮のあまり「お山だ、お山
だ！」と車の窓から体を乗り出して絶叫するシーンがありま
した。いささかおおげさかなとも思ったものですが。
　20年ぶりに空港から弘前市内に向うバスの車窓から岩木
山が見えた時、私は思わずあの時の時任さんの絶叫する姿を
思い出しました。さすがに窓から乗り出すことはありません

でしたが、口では小さく「お山だ、お山だ！」とつぶやき、
あの時の時任さんの演技が決しておおげさではなかったと、
一人納得したしだいです。
　そうして始まった『津軽百年食堂』の弘前での撮影は、
200年ほどではないにしても20年、10分の1くらいの様変わ
りはありました。小弥太とまりが降り立った弘前駅は小さな
駅舎から大きなビルになり、二人がねぷた祭りを見た駅前通
りはすっかりこぎれいな街並みに変わりと。しかし、変わら
ない風景も多いのに気づきます。弘前城はもちろん、亀甲門
とその広場、ねぷた村、観光館の旧図書館など、20年前撮
影した時と同じ。さらに、新たな発見も。三上ビル最上階。
20年前もあったはずなのに、見逃していたようです。そし
て、撮影しながら『津軽百年食堂』の主人公、陽一君と同じ
言葉を私もつぶやくのです。「やっぱり、弘前はいいなぁ」。
　弘前には、私たち関西人が東北に描くイメージと一寸違っ
たモダニズムがあるように思います。山が見える街角、坂道、
異人館といった風景は、私の地元神戸とどこか似ているよう
にも。神戸には港があるけど、弘前には城がある。どちらも
映画的であることは変わりないでしょう。

Ｃ 2011「津軽百年食堂」製作委員会
映画「津軽百年食堂」より

弘前市野外活動施設　弥生いこいの広場
　　　　岩木山の標高230ｍの景色がよい場所にあり、自然と遊
ぼう！動物と遊ぼう！がテーマの複合施設。35種の動物を展示
し、ウサギ・ヤギとのふれあいやポニー乗馬、夜景と星空を眺め
ながらのオートキャンプ、子供から大人まで楽しめます。毎年４
月から６月にかけては、ホンシュウジカの赤ちゃんなどベビーラ
ッシュに注目！

お楽しみプレゼント企画
映画「津軽百年食堂」の上映を記念してオリジナルグッズを10名様
にプレゼント！
【応募方法】はがき・FAX・Eメールに①～④の
　必須事項をご記入の上、ご応募下さい。
　①商品名：『オリジナル手ぬぐいとカレンダーセット』
　②お名前　③住所　④電話番号
【はがき】〒036-8588　弘前市下白銀町２-１
　　　　弘前観光コンベンション協会
　　　　お楽しみプレゼント係宛
【ＦＡＸ】0172-35-3132
【Eメール】hirokan5@jomon.ne.jp
★応募締切　4月 30日㈯
※なお応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。当選者の発表は商品の発
　送をもってかえさせていただきます。
※ご応募は、ハガキまたは Eメール、FAXからお一人様 1回のみとさせていたさきます。
※ご記入ご入力いただいた個人情報は、プレゼントの発送手配に関る作業以外に使用する
　ことはありません。

会員の皆様へ

りんご花まつり
今年の「りんご花まつり」は、タイトルを
『弘前感交劇場　りんご花まつり　～津軽の
四季で彩る～』として、弘前ねぷたの出陣や
岩木山お山参詣等の郷土芸能、けの汁のふるまいや地元特産品の
販売など盛りだくさんなイベントを開催いたします。りんごの樹
の下で岩木山を眺めながらのお花見はいかがでしょうか。
■日時／5月6日㈮〜15日㈰　■場所／弘前市りんご公園

ガイドひろさきが大判になり見やすくなりました！
弘前城築城400年を機にページを増やし、弘前公園の
情報をさらに充実。また映画「津軽百年食堂」のロケ
地や弘前の街あるきのコースを詳しく紹介。また、グ
ルメ、温泉等のクーポンが付き、さらにお得です！
定　価／315円（税込）
販売所／県内の主な書店、コンビニ、物産販売施設、宿泊施設　他

■弘前市大字百沢東岩木山2480-1
　☎96-2117
■開館時間：9：00〜16：30
　※オートキャンプ場除く
■開園期間：4月中旬〜11月上旬
　（開園期間中無休）
■http://www.hirosakipark.or.jp/yayoi/



映画

たくさんの皆様のご協力により、

は完成しました。
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p 6 みちのくコカ・コーラボトリング㈱弘前営業所
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p 1 スナック　ピュア
店の名前にぴったりのピュアな女の子たちが、かわいい笑顔とプロの接客でい
っぱい楽しませてくれます。飲み放題は2名様が4,000円、3名様から3,000円
（1時間）。弘前観光コンベンション協会で発行しているガイドひろさきご持
参の方に、真露1本サービスいたします。（3名様より）

■弘前市鍛冶町21　ＯＴＴＯ明治屋2Ｆ
■☎0172（34）1202
■営業時間／20:00〜2:00
■定休日／日･祝日
■席数／20席
■カラオケ／あり
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p 2 レストラン山崎
弘前公園の近くにある、弘前を代表するフランス料理店。木村秋則さんの無農
薬のりんごを使った「りんごの冷水スープ」や鯵ヶ沢産、幻の魚「イトウ」を食材
に使うなど、食材にはかなりのこだわりをもつレストラン山崎。地元の安全・
安心できる食材をいかした魅力溢れるフランス料理を、存分に楽しめます。ワ
インは常時100種類以上ストックされていて、ワイン好きにはたまりません。
こだわり抜いた食材が、フランス料理に新たな魅力を添えてくれます。

■弘前市親方町41
■☎0172（38）5515　FAX 0172（35）1236
■営業時間／11：30〜14：00   17:30〜20:30（L.O.）
■定休日／月曜日　■Ｐ／7台
■http://r-yamazaki.com/  ■restyama@ipmon.ne.ip
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p 3 カネショウ
大正元年創業　醤油、味噌の醸造業として創業しました。近年はりんご酢他で
全国展開しています。津軽の完熟りんご100％を原料に、りんごをすりおろし
て発酵させるというカネショウ独自の製法でつくったりんごワインを桶に仕込

■（本社）弘前市蔵主町15-23
　（尾上工場） 平川市日沼富田30-12
■フリーダイヤル0120-30-0231　FAX 0120-60-0236
■営業時間／8:30〜17:00
■定休日／日･祝日･第2土曜日
■http://www.ringosu.com/
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p 4 ブロッサムホテル弘前
当ホテルは、ＪＲ弘前駅から徒歩2分！駐車場も無料。遊歩道沿いで、駅前な
のに静寂です。ゆとりのベッド＆バスルームで寛ぎ、部屋でのリラックスタイ
ムをどうぞ。契約農家より届く野菜をふんだんに使った朝食も好評です。さら
に期間限定で、さくら祭り期間中はシェフが目の前で卵料理を作るなどのスペ
シャル企画もあり!! ぜひ当ホテルで心地よい寛ぎのホテルライフをお過ごし下
さい。「あずましのおもてなし」でお待ちしております。
■弘前市駅前町7-3
■☎0172（32）4151　FAX 0172（34）5423
■客室数／35　■P／25台
■チェックイン／15:00 　チェックアウト／11:00
■シングル￥7,500〜　ダブル￥12,000〜　ツイン￥14,200〜
　スィート￥17,000〜（朝食付、サ込、まつり期間中特別料金）
■http://bIossom.eI2.jp　■bIossom@aioros.ocn.ne.jp
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p 5 青森銀行
青森銀行は、「地域のためお客さまとともに人を大切に」の企業理念の下、地
域のリーディングバンクとして、企業の経営改善支援を通じ、地域経済の発展
のために真摯に取り組んでまい
ります。

　青森銀行　弘前支店
■弘前市大字親方町19番地
■☎0172（32）3161㈹
　FAX 0172（32）0767　
■http://www.a-bank.jp/　

みちのくコカ・コーラは地域の皆様に安全でおいしい清涼飲料水をお届けする
ことはもちろん、防犯協会支援自販機や赤い羽根共同募金支援自販機など「地
域社会貢献型自販機」を通じて地域社会に貢献するための活動を積極的に取り
組んでいます。弘前営業所では、営業所の取組として独自に「弘前城築城400
年祭」を盛り上げるために、「たか丸くん」支援自販機を企画、売上の一部が

■大鰐町大字八幡館字山下17-6
■☎0172（47）7500
　FAX 0172（47）7502
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活動資金として400年祭推進室へ寄付されます。
ご興味のある方は、御気軽にお電話頂ければくわ
しい説明に参上いたします。

み、昔ながらの手法でゆっくりと時間をかけて醸造。
さらに木樽で熟成した風味豊かなりんご酢として有名
です。

　2008年に資生堂㈱との共同開発により発売したオードパル
ファム。それに続く第二弾として、「弘前さくらものがたりリ
ップクリーム」を発売することになりました。フレグランスと
は違う新規香調（桜のフレーバー）を使用し、明るく華やいだ
弘前公園の春をイメージした仕上がりです。さらにＵＶカット
機能、ヒアルロン酸を配合した「弘前さくらものがたりリップ

クリーム」は、水分たっぷりで、ふっくら、なめらかな唇に仕
上げます。パッケージに「弘前城」と「さくら」を使用し、地
域限定であること、更に手頃な価格でもあり、弘前の旅の思い
出として、是非お薦めしたい話題の一品です。     
弘前さくらものがたりリップクリーム
　　　　　　　　　５２５円（税込）
✿販売場所／弘前市まちなか情報センター、
　弘前市りんご公園、藤田庭園洋館喫茶室、
　弘前市内有名店

弘前さくらものがたり弘前さくらものがたり
誕生！誕生！誕生！

「冬を楽しむ限定ツアー」を開催しました！ “りんごの街アップルパイ”
「食べくらべカフェ」と「アンテナショップ」

活動レポート

　当協会と弘前商工会議所、弘前市物産協会が主催の“りんごの街アップル
パイ”「食べくらべカフェ」と「アンテナショップ」が1月28日から3月31
日までの土、日、祝日、りんご公園、ルネスアベニューのチーズケーキファ
クトリー、観光館さくらはうす（ショップのみ）、藤田記念庭園喫茶室（カ
フェのみ）で展開された。6種類以上のアップルパイを週替わりで楽しむこ
とができ、食べくらべカフェのアップルパイプレートは1日30食限定で、一
口サイズ6種類をセットにして500円で提供（飲み物別）しました。これは、
「りんごの街アップルパイ」を地域物産とし
てブランド化し、販路拡大や新たな観光コン
テンツの育成に結び付けるのが狙いで、来場
者からは、「それぞれ少しずつ味や形が違う
複数のアップルパイを１カ所で飽きずに楽し
める。お得で美味しい！」と喜ばれました。

　各地域の民俗行事をテーマにしたモニターツアーが 2 月に
開催されました。ツアーのひとつとして、猿賀神社七日堂祭
では、4mもの柳の大枝をたたきつけ豊凶を占う「柳からみ」や、
拝殿前では餅まきが行われ、参拝者は柳の枝やもちを集め無
病息災を願いました。その他、鬼神社しめなわ奉納裸参りや
沢田ろうそくまつりなど各地域のまつりを見学し、「近くにい
ながらも、知らない事柄ばかりだった。他の人にも教えたい。」
という参加者からの声も多く、地域の魅力を再確認し地元を
誇って頂ける機会を作ることが出
来ました。青森県が注目されてい
る今、地元を愛し、それを伝えて
いける方が少しでも多くなること
は、地域にとって最も魅力的なプ
ロモーションになると考えます。

　映画のストーリーは、明治の頃、やっとの思いで津軽そばの店
を出すことが出来た初代賢治と、東京で暮らし家業を継ぐことを
拒む四代目陽一。父親の事故をきっかけに実家に一時戻ることを
決意した陽一は、東京で出会った同郷の七海や家族と向き合い、
初代から代々伝統的な味を守る百年食堂「大森食堂」を継ぐこと
を見つめなおす。桜舞う美しい弘前の地で、百年永々と受け継が
れていく “魂 ” が咲かせた、感動の人間物語。
　映画のロケは、昨年 4月 26日、さくらまつりの大八車の屋台
のシーンから始まり、約 3週間にわたって、弘前市を中心に黒
石市、八戸市など、東京の外観を除く、明治時代と現代のすべて
のシーンを青森県内で実現させました。
　弘前市内は、桜咲く弘前城（四の丸露店街、桜のトンネル）、
三忠食堂本店、三上ビル、旧弘前偕行社、田中屋（北奥舎）、中

三デパート、船沢公民館、JR 弘前駅、フォルトーナ、弘前中央
病院など、たくさんの場所がロケ地となり、期間中のエキストラ
は延べ 600 人を超えました。
　当協会のフィルムコミッションをはじめ、地元劇団の役者さん、
弘前大学映画研究会のスタッフ、ロケ地の皆さん、エキストラの
皆さんなど、たくさんの市民の方々のご協力で、ここに “弘前の
映画 ”が誕生しました。
　映画は、4月 2日㈯から、青森県内一斉ロードショーとなりま
すので、劇場でご覧下さい。
　また、この度の東北地方太平洋沖地震の復興の一助として、本
映画の収益の一部を、日本赤十字社を通して寄付されることに
なったことをお知らせいたします。

映画ロケ地としてご協力いただいた当協会会員さんの一部を紹介！

ヒロイン七海の実家で父が営む元写真館として使用さ
れ、映画のラストシーンでは、ここをスタジオにして
写真館を再開することを決意する七海が陽一と一緒に
壁にペンキを塗る。

東京の結婚式場として撮影され、バルーンアートをす
る陽一とカメラマンの七海が初めて出会うシーン。フォ
ルトーナの全面協力で結婚式をまるごと再現。映画の
シーンと同様に結婚式を挙げてみませんか？

七海の母が経営する喫茶店。通常は、太宰治ら津軽出
身の作家全集などを並べた書棚が知的な趣の店内です
が、映画撮影時は、書棚をボードで閉じて桜の写真パ
ネルを展示した。映画の気分でティータイムを！

萩原乳業㈱さんは、映画応
援牛乳を発売。

大和家さんは、青森県産食
材を使用した「津軽百年食
堂」駅弁を発売予定。百年
食堂にちなみ、津軽そばの
ゼリーや中華そばをイメー
ジしてチャーシュー、りん
ごなると等が入っている。

主人公、陽一の
実家「大森食堂」。映画の重要なモチーフとなる、弘前
で百年受け継がれてきた伝統の味「津軽そば」を提供
する店。映画撮影スタッフが記念に残した寄せ書きや、
ロケ中の写真などを現在、店内に展示中。

（
元
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町
）

（
和
徳
町
）

（
和
徳
町
）

（
一
番
町
）
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2011「津軽百年食堂」製作委員会C 時代が変化しても
新しい姿で、変わらぬ信頼を。

猿賀神社七日堂祭「柳からみ」


