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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
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■1日㈮・8日㈮・22日㈮・29日㈮ 弘南鉄道納涼ビール列車［弘南鉄道弘南線］
■2日㈯ 第20回日本集中治療医学会東北地方会［ホテルニューキャッスル／東北150］
■2日㈯～3日㈰ 2011年度化学史研究発表会［弘前大学／全国100］
■　〃 青森県中学校通信陸上競技大会［弘前市運動公園］
■3日㈰ 小渡恵利子声楽研究会コンサート［弘前文化センター］
■7日㈭～8日㈮ 第53回日本公園緑地全国大会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前］
■9日㈯ 弘前バル街［弘前市内］
■10日㈰ まちをあそぶ！2011忍者修行大作戦～「築城400年！忍びの者たちよ、弘前城に集まれ」の巻～［弘前公園］
■13日㈬～26日㈫ 第93回全国高等学校野球選手権青森大会［弘前市　他］
■16日㈯～8月28日㈰ 企画展「弘前ねぷた展」［弘前市立博物館］
■17日㈰ 2011星まつり in そうま［星と森のロマントピアそうま］
■20日㈬ 弘高ねぷた［弘前市内］
■20日㈬～21日㈭ 嶽温泉丑湯まつり［嶽温泉］
■24日㈰ 奈良岡朋子と語る弘前の文化［弘前市民会館］
■　〃 第62回青森県中学校体育大会夏季大会バドミントン競技［弘前市民体育館］

■28日㈭～8月20日㈯
 平成23年度全国高等学校総合体育大会［青森県・岩手県・秋田県］

 【相撲▷7/29～31青森県武道館／剣道▷8/9～12青森県武道館／登山▷8/9～13岩木山他／バドミントン▷8/15～20青森県武道館他】
■29日㈮～31日㈰ 第42回日本膵臓学会大会［ホテルニューキャッスル／全国600］
■30日㈯～31日㈰ 賀田夏祭り［弘前市賀田］
■30日㈯～8月1日㈪ 第46回文芸研青森大会　文芸教育全国研究大会［弘前文化センター・弘前市総合学習センター他／全国350］
■31日㈰ ねぷた囃子でギネスに挑戦［弘前公園レクリエーション広場］
■1日㈪～7日㈰ 弘前ねぷたまつり［弘前市内］
■8日㈪～11日㈭ 第54回全国医学生ゼミナール in 弘前［弘前大学医学部／全国400］
■9日㈫ 弘前大学オープンキャンパス2011［弘前大学］
■20日㈯～21日㈰ 地学団体研究会2011青森総会［弘前大学／全国200］
■21日㈰ 津軽弁落語ライブ in ひろさき［弘前大学（予定）］
■25日㈭～26日㈮ 農業農村工学会農村計画研究部会平成23年度現地研修集会［弘前大学／全国200］
■27日㈯～29日㈪ お山参詣［岩木山神社　他］
■28日㈰ 第11回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会最終審査会（ファッション甲子園）［弘前市民会館］
■2日㈮～3日㈯ 第20回日本意識障害学会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国300］
■9日㈮～13日㈫ 2011年度弘前大学シニアサマーカレッジ［弘前大学　他］
■10日㈯～10月16日㈰ 企画展「津軽のほとけ」［弘前市立博物館］
■11日㈰ 津軽ひろさき歴史文化観光検定第5回初級（おべさま検定）試験［弘前文化センター　他］
■16日㈮～19日㈪ 日本物理学会2011年秋季大会［弘前大学／全国800］
■17日㈯～19日㈪ 青森県高等学校新人大会ソフトテニス競技［岩木山総合公園］
■17日㈯～19日㈪・23日㈮・24日㈯ 秋季青森県高等学校野球選手権大会［弘前市　他］
■18日㈰ カルチュアロード2011［土手町通り］
■21日㈬～22日㈭ 第36期囲碁名人戦第3局［藤田記念庭園和館］
■23日㈮ 青森県マスターズ陸上競技［弘前運動公園］
■23日㈮～24日㈯ 弘前城築城400年祭記念時代絵巻［土手町通り・弘前公園］
■23日㈮～25日㈰ 日本特殊教育学会第49回大会［弘前大学／全国2,000］
■　〃 第20回全日本実年ソフトボール大会［弘前運動公園　他］
■24日㈯～25日㈰ 岩木遠足2011［吉井煉瓦倉庫　他］
■25日㈰ 第5回ひろさきウォークラリー大会［弘前市内］
■26日㈪～29日㈭ 第70回日本農業機械学会年次大会  in 弘前［弘前大学／全国300］
■29日㈭～10月2日㈰ 2011年度日本魚類学会年会［弘前大学／全国300］

※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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　映画『星守る犬』。原作は、主人公のお父さんが東京から西へ旅
する話。東海道から三重の太平洋岸を経由し、辿り着いた地が和歌
山のある山中。しかし、映画では東北・北海道を旅しながら、向日
葵が咲き誇る名寄市に向かうと云う設定にしました。北海道に車で
行くには、大洗・仙台・八戸・青森のどこかでフェリーに乗らなけ
ればなりません。
　監督と打ち合わせをした結果、人間ドラマを描くにはやはり津軽
海峡だろうと云う事で、青森に決定。東京から青森へ行くには、ど
のルートか？検討が始まりました。ロケハンの結果、日立市・いわ
き市・東松島市までは決まりました。しかし、海岸線を辿っている
だけではどうしても景色や表現が似てしまいます。そこで私は、監
督に提案しました。「石巻から内陸部に入ったらどうかと…」
　５〜６年前にロケに行ったことのある遠野と弘前…。弘前では以
前、村上弘明主演のテレビドラマを製作した際、大変お世話にな
り、そのロケの担当をしてくれたフィルムコミッションの面々とも
顔なじみ。あのＦＣの面々であれば、劇中で奥津がお父さんとハッ
ピーの亡霊を見る、祭りのシーンが再現できる。さらに弘前の街
は、和洋風の古い建物が残り、雄大な岩木山が映像の中で表現して
くれるであろうと考えました。

　原作には出てこない奥さんの実家、介護施設、ねぷた祭り等々。
ロケハンの結果、お父さんの旅は日立からいわき、遠野を経て弘前
へ。そして、青森から北海道に渡り、石狩から名寄へ…。
　昨年８月上旬にクランクインし、まずは弘前ねぷた祭りの撮影か
ら。カメラ２台を使い、山車や引き手を撮影。さらには群集も。フ
ィルム時間で云うと、おおよそ20分位の実景撮影。この撮影を終
え、私たちは一度北海道に。
　そして、一カ月後の９月上旬、再び弘前を訪れ、今度は本番撮
影。キャスト人も勢揃い。70名ほどのスタッフとキャスト。昼
間、弘前市内数箇所でロケを行い、夕方からねぷた祭りの場面を撮
影する為に、弘前パークホテル前の土手町通りへ。既に、600名ほ
どの地元エキストラも祭り衣装に着替え、さらには午後７時から撮
影の為に一部区間だけ車輌通行止めにして撮影を行う。午後10時
30分「カット！ＯＫ…。お疲れ様です」の声で、エキストラの皆
さんの緊張が解け、笑顔が…。そして、車輌通行止めが解除され、
無事弘前ロケは全て終了。ロケ現場の片付けを終えたスタッフ・キ
ャストは、夜の弘前の街へ。今回の映画ロケ地の中で一番の都会、
そして繁華街・歓楽街…。スタッフ・キャストは、ロケ後の楽しい
夜を過ごしました。
　思い返せば昨年５月、監督とカメラマンと私の３人がロケハンで
初めて弘前に行き、即ロケ地に決定。その決定要因は、景色と文化
と空気感でした。しかし、その３要因だけではロケ地として決まら
ないケースもあります。それは人です。熱き気持ちでスタッフと一
緒に映画を作ろうとしてくれるフィルムコミッションの担当者、そ
してロケに協力して下さるみなさんがどの位いるかだと思います。
弘前には全て揃っています。景色も人も…。

Ｃ 2011「星守る犬」製作委員会

星守る犬ラインプロデューサー
竹山　昌利

お楽しみプレゼント企画
Ａ：映画星守る犬Ｔシャツ＆わさおリストバンド…３名
Ｂ：TEKUTEKU vol.８…３名
【応募方法】はがき・FAX・Eメールに①～④の必須事項を記入の
　　　　　　上、ご応募ください。
　　　　　　①商品名　Ⓐ映画グッズまたはⒷTEKUTEKU
　　　　　　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
【Eメール】hirokan5@jomon.ne.jp
★応募締切　7/31㈰
※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だきます。
※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。
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　今年もまた、あつーい夏がやってきました！当協会で昨年の夏より販売しております「たか丸くん半袖Ｔシャツ」が大活躍
する季節です。えっ、まだお持ちではない？それは一大事！「弘前城築城 400 年祭」である今年は、このＴシャツが更に注
目を浴びるのです。色は紺色、正面には決めポーズも凛々しいたか丸くん、バックプリントはたか丸くん
の後姿を配し、着て歩くだけでたか丸くんとの一体感を感じることができる逸品です。海・山のリゾート
に、部活動に、そして職場での COOL BIZ（クールビズ）に「たか丸くん半袖Ｔシャツ」をお勧めします。
サイズ：120・150・Ｓ・Ｍ・Ｌ・XL（男女兼用）価格：2,100 円（税込）
販売場所：弘前観光コンベンション協会・弘前市りんご公園・まちなか情報センター

有料観覧席前売り販売のご案内
平成23年度　弘前ねぷたまつり（８月１～７日）

◆有料観覧席料金／1,500円
　※弘前産りんごジュース、うちわ、ねぷたガイドブック付き。
◆販売窓口／７月１日㈮～24日㈰の期間「チケットぴあ」で販売
チケットぴあ▷（Pコード：619-410）
　　電話予約0570-02-9999（24時間受付）
　　※毎週火・水曜のAM2：30～AM5：30はシステムメンテナンスの為、受付休止。
サークルK・サンクス、セブンイレブン▷
　　※店頭販売は10：00～23：30まで。
　　※サークルK・サンクスは一般販売2日目以降（7/2～）は7：00～23：30の販売。
　　※セブンイレブンは一般販売2日目以降（7/2～）は24時間販売。
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
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p 2 藤　　棚
当店では北の小京都と呼ばれる古都「弘前」にふさわしい地元で採れた素材や
鮮度また風情を大切にしています。お昼のランチは1,050円から、夜の会席コ
ースは4,000円からお好みに応じてお作りします。弘前公園からゆっくり歩い
て徒歩5分です。近くには、青森銀行記念館もございます。どうぞ、弘前にお
越しの際は是非お立ち寄りください。

■弘前市元長町20-1
■☎0172（37）3700
■営業時間／11：30～15：00
■定休日／日曜日　■Ｐ／有
■個室・カウンター有（30名様位）
■http://jujidana.net/  
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p 3 ＪＡアオレン
青森県産りんごだけを使用した果汁100％りんごジュース。糖度を高くし、甘
味を増した「あまいタイプ」・酸度を高くしすっきりとした味わいの「すっぱ
いタイプ」・甘さと酸味のほど良いバランスの「レギュラータイプ」の3種類
があり、パッケージデザインに青森県の代表的な夏祭りである「ネブタ祭り」
を全面に使用し、お中元、お土産等の贈答品としても最適です。

■弘前市向外瀬2-2-1
■☎ 0120（34）7520
■http://www.aoren.or.jp/company/index.html
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p 4 アソベの森　いわき荘
いわき荘は、弘前市街から車で30分程。岩木山とりんご園が安らかな百沢温
泉郷にあり、街歩きから大自然散策まで欲張りに津軽を楽しめる。お部屋は和
室、洋シングル、バリアフリー、源泉掛け流しの露天風呂付まで。お食事は、
四季折々の会席料理「かかやま」。食事処「和土菜」では旬の一品を目の前で

■弘前市百沢字寺沢28-29
■☎0172（83）2215
■営業時間／in13：00　out12：00
■日帰り入浴／7：00～16：00
■http://www.iwakisou.or.jp
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p 5 ＪＡつがる弘前
「アグリーマーケット四季彩館」は弘前市内と岩木山とを結ぶ県道3号線沿い
に位置しており、旧岩木町地区の会員が作った農産物や漬物などの加工品が豊
富です。また、観光されるお客様には地酒やお菓子、伝統工芸品（こぎん刺
し）などのお土産品、県産りんごを使用した「林檎四季」ジュースや「りんご

■弘前市大字五代字早稲田508-3
■☎0172（82）5000
■営業時間／9：00～18：30（4～10月）
■定休日／1～3月中旬の毎週月曜日
■Ｐ／50台　

ＪＲ東日本では、乗り降り自由で旅先が広がるお得なキップ、「大人の休日
倶楽部」会員限定の「大人の休日倶楽部パス」を発売しております。1回目は
新青森開業スペシャル、4日間ＪＲ東日本が乗り放題。設定期間は平成23年6
月23日～7月5日で料金はお一人14,000円。2回目は平成23年9月1日～9月13
日、３回目は平成24年1月12日～１月24日で4日間ＪＲ東日本が乗り放題で
15,000円と5日間ＪＲ東日本が乗り放題で23,000円の２種類をご用意してお
ります。詳しくはびゅうプラザ弘前駅までお尋ねください。

■弘前市表町1-1　
■☎0172（32）2229（予約センター）
■営業時間／10：30～18：00
　　　　　　10：30～17：00（土・休日）
■Ｐ／有
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活動レポート
平成23年　通常総会 津軽ひろさき検定　第1回上級試験

　5月26日㈭、フォルトーナにおいて平成23年通常総会を開催しま
した。会員111名にご出席いただき平成22年度事業報告並びに収支
決算について審議されいずれも承認されました。また、永年協会の副
会長として運営にご尽力いただいた千代谷副会長へ感謝状が贈られ
ました。新役員体制は、次のとおりです。

　この度の震災の影響で延期になりました第1回上級試験が5月29日
に弘前文化センターと東京都目黒区の大橋会館で行われました。今回
は81名が申し込み、77名が受験。その中で待望の合格者が1名でまし
た。合格率は、1.3％、平均得点は52.6点、最高得点は80点でした。今
年度の検定の予定は、下記のとおりです。
【第5回初級（おべさま検定）試験】平成23年9月11日㈰10：30～正午
　　弘前会場：弘前文化センター2F中会議室　他
　　東京会場：大橋会館
【第4回中級（おべ博士検定）試験】平成23年11月13日㈰10：30～正午
　　弘前会場：弘前商工会議所会館　他
　　東京会場：大橋会館
【第2回上級（おべ仙人検定）試験】平成24年3月4日㈰10：00～正午
　　弘前会場：弘前商工会議所会館　他
　　東京会場：大橋会館

■会　　長…清藤　哲夫
■副 会 長…北村　裕志
　　　　　　小笠原　潤
■専務理事兼事務局長
　　　　　…今井二三夫
■常務理事…南　直之進

※理事総数27名（会長、副会長2名、
　専務理事、常務理事、理事22名）、
　監事3名

ジャズが流れる落ち着いた雰囲気のなか、津軽の豊かな自然が育てた山海の
幸、白神伏流水を使用した津軽の酒を心ゆくまで味わってください。そして迫

■弘前市親方町44-1　二幸ビル1F
■☎・FAX0120（32）6684
■営業時間／17:00～23:00
■津軽三味線演奏／19：30～20：00・21：30～22：00
■多田あつし公式Webサイト
　http://tsugarushamisen.jp/

力の津軽三味線生演奏。本場で聴く津軽三味線の音色
は、遠方からのお客様には旅の特別な思い出になるこ
とでしょう。地元のお客様も手の届く距離で聴く生の
音には、新たな感動を覚えることと思います。

作ってくれる「カウンター料理」、囲炉
裏を囲んでの「炭火焼料理」など。かま
ど炊きごはんも好評です！

たっぷりハンバーグ」など、当JAオリジナ
ル商品もご用意しております。

50歳からの旅と暮らしを応援します。

ねぷた講習会ねぷた講習会ねぷた講習会
❖毎年恒例の金魚ねぷた作り方講習会が6/11㈯、ね
ぷた絵描き方講習会が6/12㈰、共に弘前市立観光館
で行われました。津軽錦絵作家協会会員の皆さんの
指導のもと、初めて参加する方、親子連れで参加さ
れた方など様々でしたが、皆さん思い思いの作品を
無事完成させました。
　作品は7月28日㈭～8月8日㈪まで観光館ロビーに
展示されます。

【ねぷた囃子講習会】
❖日　時／7月4日㈪～13日㈬　18：30～20：30
❖場　所／弘前市立観光館　多目的ホール（笛の部）
　　　　　弘前市立観光館　研修室（太鼓の部）
　　　　　※10日間連続での参加者には弘前ねぷた
　　　　　　保存会より修了証を交付
❖対象者／小学生以上
❖講　師／伝統ねぷた囃子「津軽組」
❖受講料／無料
❖持参品／笛・太鼓のバチ（希望者には、当日販売します）
❖申込み／当日、会場で受け付けます

　このたびの東日本大震災で被災された方々ならびに関係
者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
　昨年 12月、待望の東北新幹線が全線開業し、3月 5日
には新型車輌「はやぶさ」がデビュー。本格的な春の観光
シーズン到来に大きな期待が寄せられておりましたが、東
日本大震災により直接被害を受けていない当地をとりまく

環境においても、大きな動揺が走りました。日本各地の催
しものが自粛を表明する中、日本一の桜を誇る「弘前さく
らまつり」の開催に危惧する声が広がりましたが、まず地
域として元気になり、その力で日本を元気にしていくこと
が復興への大きな道であると信じ開催したところ、今年も
200 万人を超える人出で賑わいました。

　未曾有の被害をもたらした東日本大震災の復興をめざし
地域を支援する応援ツールをつくりました。デザインは、
弘前築城400年祭マスコットキャラクター「たか丸くん」
の作者、妹尾昭吾さん（大阪府在住）が、今回の震災で心
を痛め、「自分にできることで少しでも役に立ちたい」と
の思いで無償でキャラクターを提供していただきました。
イラストは、たか丸くんんと仲間たちが集結し、団結を感
じさせるデザインになっています。当協会では、これを活
用し、イラストのように地域がひとつになって団結し、復

興支援の取り組みに一体感を出すことができればとオリジ
ナル缶バッチを提供しています。また、趣旨に賛同する企
業がホームページや印刷物に使用できるようデータを用意
しておりますので、データ使用等については弘前観光コン
ベンション協会までお問
い合わせ下さい。
■お問い合わせ
　☎0172（35）3131

被災地の方々の受入 被災地への復興支援活動
　弘前市では「笑顔プロジェクト」と銘打ち、被災地（岩
手・宮城両県 4市町村）から計 6回約 250名をさくら
まつりに招待しました。当協会は、その中の宮城県（73
名）の受け入れを担当しました。参加された被災者の
皆さんは、避難所生活を余儀なくされており、「久し
ぶりに畳の上でぐっすり眠れた」「被災後 55日ぶりに
笑うことができた」と喜んでおられました。お別れの
際には、「明日から頑
張って町を復興させ、
いつの日かまた日本一
の桜を見に来たい」と
力強く約束し帰路につ
かれました。

　当協会の役員も参加する弘前市の民間団体「巨大
アップルパイ・ギネスに挑戦する会」が被災地でボラ
ンティア活動を行っている関係者から要請を受け、東
日本大震災の被災地・岩手県釜石市を訪れました。避
難場所には、住民が甘い香りに誘われるように列をつ
くり、直径 2メートルのアップルパイは約 700個に切
り分けられ、振舞われました。住民の方々は、見た

こともない大きなアップ
ルパイに驚き、笑顔でお
いしいと喜んでくれまし
た。同会は、陸前高田市
でも同支援をし、今後も
活動を続ける予定です。

復興へ願いをこめた応援ツール復興へ願いをこめた応援ツール


