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第7弾！お楽しみプレゼント企画
韓国ドラマ「チャカン男子」手ぬぐい…５名
【応募方法】はがき・FAX・Eメールに①～⑤の必須事項を記入の上ご応募
　　　　　　ください。
　①商品名『手ぬぐい』　②お名前　③郵便番号　④住所　⑤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】10/31㈬

※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。

会員の
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HAVE A WONDERFUL FEELING WITH YOU

HIROSAKI STAGE NEWS

社団法人 弘前観光
コンベンション協会

■発行

〒036-8588　弘前市下白銀町２－１
TEL.0172-35-3131 FAX.0172-35-3132
URL http://www.hirosaki.co.jp/

　菊と紅葉まつり…矢吹マネキン？と言っても、みなさんに直にお会
いする機会は、今までなかったと思います。私ども人形師は、菊人形
場面のテーマに合わせて人形の顔や手、足を製作し取り付け、それに
鎧兜や刀、槍等の小道具を使用し、菊人形場面の演出を担当していま
す。今回、会報紙面上において、まつりの思い出を書いて欲しい…と
いうお話をいただきましたので、昔を思い返してみたいと思います。
　私が、「弘前城菊と紅葉まつり」で菊人形の製作に携わったのは、
父親についてこの仕事を始めた、25歳くらいのころだったので、も
う、四十数年になります。弘前での仕事が、私のこれまでの仕事の中
で一番長いお付き合いとなりました。これも弘前観光コンベンション
協会や弘前市公園緑地課の関係者の方々、菊人形を楽しみにしていた
だいているお客様のおかげと感謝しております。
　昔の人形の材質は非常にもろく、雨に濡れると一大事、屋外に飾っ
てあった人形の頭が、強風でとれて破損し、まつり開幕のギリギリま
で補修に追われることもありました。現在は、人形も改良され、壊れ
にくい材質となり、少々の雨ではビクともしません。また、綺麗に仕
上がった菊人形を、人形ごと盗まれるといった、心無い出来事もあり

菊と紅葉まつりと共に…菊と紅葉まつりと共に…
矢吹マネキン
矢吹　吉明

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㈪・2日㈫ 平成24年度果樹バイテク研究会［弘前商工会議所、りんご研究所、JAアオレン／全国100］
■5日㈮・6日㈯ 日本機械学会第23回バイオフロンティア講演会［弘前文化センター／全国150］
■6日㈯ りんご音楽祭［弘前市りんご公園］
■　〃 日本農芸化学会東北支部第147回大会［弘前大学農学生命科学部／東北150］
■7日㈰ 第10回弘前・白神アップルマラソン［弘前消防本部南側～茜橋～五代～兼平～西目屋村～追手門広場］
■　〃（10/28迄の毎週日曜） 弘前マルシェFORET［えきどてプロムナード］
■8日（月・祝） 第1回津軽民謡りんご節世界大会［弘前市りんご公園（雨天時：岩木文化センターあそべーる）］
■10日㈬ 青森県私学振興大会［東奥義塾高校礼拝堂、弘前パークホテル／県700］
■12日㈮～14日㈰ 2012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］
■13日㈯・14日㈰ 青森県高等学校新人大会体操（新体操）競技［青森県武道館］
■18日㈭～11月13日㈫ 秋の絵画展［弘前市りんご公園］
■19日㈮・20日㈯ 東北地区私立幼稚園教育研修大会［弘前市民会館、学習センター、ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／東北300］
■19日㈮～11月11日㈰ 弘前城菊と紅葉まつり［弘前公園内「弘前城植物園」］
■20日㈯・21日㈰ りんごハロウィン［土手町周辺　他］
■　〃 Hirosaki Bus & Train Festival 2012［まちなか情報センター＆周辺道路］
■21日㈰ 追手門広場フリースタイルマーケット［追手門広場］※雨天時は翌週28日に順延
■　〃 第47回秋季県下弓道大会［青森県武道館］
■25日㈭・26日㈮ 第18回国立大学附属病院医療安全管理協議会総会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／全国200］
■26日㈮～28日㈰ りんご映画祭［弘前中三スペースアストロ］
■27日㈯ 平成24年度弘前大学教育学部附属中学校公開研究会［弘前大学教育学部附属中学校／全国300］
■27日㈯・28日㈰ 秋季県下高校弓道大会［青森県武道館］
■30日㈫～11月1日㈭ 第28回日本寒地技術シンポジウム［弘前文化センター／北日本150］
■3日（土・祝）・4日㈰ 第2回日本まちあるきフォーラムin弘前［ベストウェスタンニューシティ弘前　他］
■3日（土・祝）～11日㈰ りんご収穫祭［弘前市りんご公園］
■8日㈭～11日㈰ 青森県高等学校新人大会ボクシング競技［岩木海洋センター］
■9日㈮～11日㈰ 青森県高等学校新人大会空手道競技［青森県武道館］
■　〃 都市計画学会2012年度（第47回）学術研究論文発表会［弘前大学文京町キャンパス／全国300］
■10日㈯ 日本語教育研究学会研究集会第8回東北地区［弘前大学文京町キャンパス／東北100］
■10日㈯～12月31日㈪ 企画展3　藩主たちの時代～弘前を治めた十二人～［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回中級（おべ博士検定）試験［弘前市立観光館］
■17日㈯・18日㈰ 青森県高等学校新人大会バスケットボール競技［青森県武道館、弘前市民体育館、弘前市内各高校］
■18日㈰ 観光用貸自転車サイクルネットHIROSAKI今期終了（予定）
■23日（金・祝）・24日㈯ 第33回医療体育研究会／第16回日本アダプテッド体育・スポーツ学会第14回合同大会［弘前大学50周年記念会館］
■25日㈰ りんごカクテルパーティー［旧弘前偕行社］
■　〃 弘前市場まつり［弘前水産市場］
■1日㈯・2日㈰ 第58回子供を守る文化会議・青森〈子育ち・子育て〉ネットワーク会議［弘前大学文京町キャンパス／全国300］
■1日㈯～2月28日㈭ 津軽ひろさき冬の旅キャンペーン［市内各所］
■6日㈭ 歳末チャリティー2012　第29回年忘れ名士かくし芸大会［弘前市民会館］
■8日㈯ The津軽三味線2012［弘前市民会館］
■9日㈰ 北海道・北東北スポーツ科学サミット［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／北日本300］

※イベント日程等は変更になる場合がございます。

※この他のイベント情報は当協会ホームページ（イベントカレンダー）をご参照下さい。http://www.hirosaki.co.jp

第2回日本まちあるきフォーラム in 弘前
　昨年、長崎県長崎市から始まった「日本まちあるきフォーラム」。第２回目
の今年は弘前市で開催されることになりました。近年、全国各地で盛り上がり
を見せ始めている「街歩き観光」の全国事例、街歩きの持つ可能性などについ
て議論を深めながら、津軽の地で育まれた「街歩き」を体験していただきます。
　１日目は、吉田類さんによる基調講演から始まり、各テーマ別に学習・実践

ました。丹精こめて咲かせた菊花で作ったものなので、二度と無いこ
とを願います。また、人形に菊の花を付ける竹細工の胴柄は、現在の
葛西弘前市長のお父様が考案されたものとお聞きしました。この胴柄
に菊の花を何本にも束ね、器用に糸で結い上げていくのは、非常に難
しい作業ですが、菊師の方々の協力もあり、毎年きれいな菊人形を完
成させています。
　そして菊人形を引き立てる舞台背景は、熟練した絵師によって描か
れ、名場面が誕生するのです。長い間、四の丸護国神社前にて開催し
ていたまつりは、近年「弘前城植物園」に会場を移し、また変わった
雰囲気でまつりを楽しめるようになりました。弘前城のお濠に舟を浮
かべ、菊人形をのせてご覧いただくという「菊舟」は、弘前ならでは
の新しい展示方法で、お客様には、随分と好評だとお聞きしておりま
す。
　このように新しいことを取り入れながら、菊と紅葉まつりは時代と
共に変化し、若い人達に受け継
がれること、そしていつまでも
後世に伝えられることを願うし
だいです。
　追伸：毎年収穫期を迎えた美
味しいりんごを食べることと、
仕事後の鍛冶町での一杯は、私
の「弘前」での楽しみとなりま
した。

土手町付近でのパレード風景
（昭和48年）

昭和48年『弘前城もみじと菊人形』菊人形場面
【大河ドラマ「赤穂浪士」】

昭和48年『弘前城もみじと菊人形』菊人形場面
【大河ドラマ「赤穂浪士」】

　資生堂との共同開発、人気の『さくらものがたり』シリーズに 9/14 発売
ハンドクリームが仲間入りしました。高級感あるオードパルファムと同じ香
りを使用し、乾燥を防ぎ、手になじみやすく、ベタつかない使用
感が魅力です。ふんわり香る、さくらの花を１本バックに忍ばせ
てはいかがですか？
■価格…１本 777 円（税込）
■販売場所…弘前市りんご公園・藤田記念庭園洋館喫茶室・まち
　　　　　　なか情報センター・㈳弘前観光コンベンション協会・
　　　　　　市内お土産品取扱い店・デパート等
■お問合せ…㈳弘前観光コンベンション協会　TEL 35-3131

　早いもので「弘前感交劇場ステージだより」を皆様にお届けするようになって、今
回が記念すべき 20号！年４回の発行ということは、もう５年です。初めのうちは、
紙面割？校正・すべてが手さぐり状態…どのような構成内容にするのか、協会内でア
ンケートを実施するなど、まさにゼロからのスタートでした。会報編集部会の理事の
皆様と、より充実した内容となるために、試行錯誤した日々。ここまで定期に発行で
きたのも、会員の皆様からの情報提供や、作成協力があってこそです。これからも皆
様に役立つ情報をわかりやすく、更に 10 年、20 年と会報が続くように、会員の皆
様のご協力を宜しくお願いいたします。

前会報編集部・編集隊長☆総務部：三上由紀子

会報20号によせて

弘前さくらものがたり弘前さくらものがたり弘前さくらものがたり弘前さくらものがたり

新発売！！『ハンドクリーム』『ハンドクリーム』『ハンドクリーム』

の分科会やトークセッション、２日目は隣接する中南
津軽地域や秋田県北地域の街歩きを体験していただき
ます。
日時：2012 年 11 月 3 日㈯〜 4 日㈰
会場：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前
　　　および弘前市内、中南津軽地域、秋田県北地域
主催：一般社団法人日本まちあるき協会
　　　津軽・ひろさき街歩き観光推進実行委員会
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p 6 かさい家具㈱ 会員特典／来店時、カード呈示で表

示価格よりさらに5％OFF。
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員 の お 店 紹 介

会員のお店をご紹介するコーナーです。会員
広場のの 会員特典

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。

この特典は平成25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

Hirosaki Tourism
 and Convention Bureau

会
員
情
報
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p 1 津軽三味線ライブ　あいや
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p 2 山 忠 食 堂
中三弘前店地下１階のフードコート内にある、人気のお店です。煮干しをベー
スに鰹、昆布などでダシをとり、魚介系のスープと本醸造醤油の味を、絶妙に
あわせたスープが自慢。自家製ちぢれ麺を使用した「中華そば」が一番人気で
す。チャーハンとのセットメニューも豊富にあり、中華そばのお持ち帰りセッ

■弘前市土手町49-1　中三弘前地下1階
■☎0172（38）6633〈直通〉
■営業時間／10：00〜19：00（L.O.18:30)
■定休日／デパートの休みに準ずる
■Ｐ／有
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p 3 タムラファーム
「より健康的で、おいしいりんごを皆さんにお届けしたい」それがタムラファ
ームのコンセプトです。天然ミネラル豊富な自家特製有機質肥料を施し健康的
な土づくりに努め、さらに贅沢なまでの採光空間をとっています。天然ミネラ
ルをたっぷり吸収し、太陽の恵みをいっぱい浴びた健康的なりんごのおいしさ
は同じ「弘前りんご」の中でもワンランク上のグレードです。タムラファーム
の「紅玉アップルパイ」、「りんごジュース」、「りんごジャム」はおいしい
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p 4 青　　研
青研のリンゴジュースは５品種以上のりんごをブレンドして搾っています。無
加糖・無加水・ストレート100％、化学的な味の調整は一切していません。品
種そのものの持ち味で甘味酸味を調整しています。のどごしスッキリ、さわや
か！りんごそのものの味が活きているから美味しい！紙パック１Ｌのほか、カ
ートカン使用の「葉とらずりんご100」（195g）、ストロー付でお子様に人
気の飲みきりサイズ「プチりんご21」（125ml）があります。カートカンは
紙容器でリサイクル可能です。青研ではカートカンの売上の一部を「緑の募

■弘前市五代字白山堂213
■☎0172（82）4637
■FAX0172（82）4417（24時間受付）
■営業時間／8：00〜17：00　■定休日／日曜日

sh
o

p 5 ベストウェスタン
ホテルニューシティ弘前

会員特典／来店時、カード呈示で割
引（1Fカフェ・ド・ビジュー、2Fザ・
キッチン）

弘前駅を出るとすぐのところにある、ホテルニューシティ弘前。客室は、津軽
の四季を表現した４種類のコンセプトルームをご用意しておりますので、四季

■弘前市大町1-1-2
■☎0172（37）0700　レストラン直通0172（37）9555
■FAX0172（37）1229
■チェックイン／14：00　チェックアウト／11：00 
■Ｐ／有

本物志向だから長く愛される家具をはじめ、インテリア用品・オーダーカーテ
ン・畳・健康商品・仏壇・墓石等、総合家具館だからこそ、お客様の幅広い
ニーズに対応できます。新築・リフォームを予定されている方、総合家具館か

■弘前市土手町161-1
■☎0172（36）1501
■FAX0172（36）1503
■営業時間／10：00〜19：00
■定休日／毎週火曜日
■Ｐ／有
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津軽三味線の生演奏が聴けて、郷土料理も豊富なお店です。１階席はテーブル
席、２階席はお座敷となっておりますので、お一人様から団体様までご利用
いただけます。ライブは１・２階ともに充実した内容となっており、１回目
は19時前後から、２回目以降は、お客様とのタイミングをみて行っておりま
す。老若男女問わず楽しめる「あいや」美味しい自慢の料理を味わいながら、

■弘前市富田2丁目7-3
■☎0172（32）1529
■営業時間／17:00〜23:00
■定休日／不定休
■Ｐ／有

■弘前市青樹町19-3
■☎・FAX 0172（88）3836
※「紅玉のアップルパイ」・「りんごジャム」は、弘前市りん
ご公園内「りんごの家」にて取り扱っております。

 知ってる？！ その5

「土淵川サイクリングロード」

弘前ねぷたまつり概要 なぬかびおくり平成24年度
ちびっこねぷたのお通りだい！開催　弘前の夏の夜の風物詩、弘前ねぷた

まつりが、8 月 1 日㈬から 7 日㈫ま
で開催されました。今年のねぷたまつ
りには、昨年より 1団体多い 83団体
が出陣し、知事賞は扇の部は東地区町
会連合会ねぷたが初受賞、組の部は
西地区ねぷた親交会が 3年連続の受
賞となりました。初日の出陣式には友
好都市の北海道斜里町長、群馬県太田
市長も運行に参加し、まつりを大いに
盛り上げました。会期中、好天に恵ま

に彩られた癒しの空間も、お愉しみいただけます。２階
ザ・キッチンではランチブッフェ（お一人様￥1,732税
込）を開催し、全60種類以上の料理から選ぶことがで
きます。土日祝開催のデザートブッフェ（お一人様￥
1,386税込・15：00〜16：30）も大変人気です。

　弘前のメインストリートである中土手町と下土手町をつなぐ蓬莱橋
の下を流れる土淵川。四神相応の弘前城下の東を守る獣神〈青龍〉に
たとえられる川である。弘前市民にとって、とても身近で有名な川で
あるが、その源は何処で、何処へ流れて行くのか知らない市民も多い。
　土淵川は弘前市の南に位置する久渡寺山に源を発し、市内中心部を
流れながら、北は撫牛子、大久保の付近で平川に合流します。その距
離約 15㎞。川辺にはサイクリングロード（遊歩道）が整備されてい

て上流から下流まで実に様々な景色が楽しめ、サイクリングはもとよ
り、ジョギング、散歩コースとしても最適。上流の小沢地区では広大
なリンゴ畑が広がり秋にはたわわに実ったリンゴ園の景色を楽しめる
し、弘高下駅付近からは弘南鉄道が併走し鉄道ファンにはたまらない
ロケーション。土手町を過ぎてからは水辺の空間も整備され、住宅地
の中の憩いの場ともなっている。それぞれの地域の土淵川周辺には古
い神社等、名所旧跡も多く、川の流れに沿っ
てちょっと寄り道も楽しい。また、上流から
下流までに約 50 の橋が架かっていて、それ
ぞれの橋には名前がある。その由来に想いを
馳せながら歩くのも楽しいかもしれない。

　平成 24年 7月 29 日㈰午後 3時から土手町通りに
おいて「ちびっこねぷたのお通りだい！」が開催され
ました。この行事は公益社団法人弘前青年会議所、弘
前市、弘前商工会議所、社団法人弘前市物産協会、社
団法人弘前観光コンベンション協会でつくる「ちびっ
こねぷたのお通りだい実行委員会」が主催し市内の 9
つの保育園の園児や学童が囃子などを披露し園児がつ
くったねぷたが練り歩くもので今回で 27回目を数え

楽しいひと時をお過ごし下さい。

ト（４人前2,100円）（２人前1,050円）
もございますので、どうぞお気軽にお越し
ください。

りんご作りから始まっています。

　昨年、弘前城築城400年祭記念事業
として行われた「なぬかびスペシャ
ル」を、今年度は「なぬかびおくり」
と名称を変え実施しました。会場であ
る岩木川河川敷では、４台のねぷたを
燃やし、土手の上にはそれを見守るよ
うに18台のねぷたが並びました。ア
トラクションでは各参加団体による囃
子の演奏も好評を博し、天候にも恵ま
れ、昨年同様2万人の観客が集まりま
した。

ます。参加者は園児、
学童、保護者含め
1680 名。当日の天
候は快晴で真夏日。
元気いっぱいの園児
たちに沿道の方々も
たくさんの声援を
送っていました。

れたこともあ
り、昨年より
1 万 人 増 の
162 万 人 の
観客で賑わい
ました。

活動レポート

を弘前城天守を舞台に継続して行います。また、菊人形場
面をＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」をテーマに再現します。
　更に、子供に人気の動物を象った菊のトピアリー（造形
菊）や大輪菊、懸崖菊、千輪仕立て等の菊花とともに会場
全体を飾り付け、地域の方々や観光客、また子供から大人
まで幅広く楽しめるまつりですので、ご家族お誘い合わせ
の上、是非足をお運びください。

デジタル掛け軸（平成23年度）

　秋の弘前公園を彩る弘前城菊と紅葉まつりが、菊文化の
伝承と弘前公園への誘致促進を目的に、弘前城植物園にお
いて10月19日㈮から11月11日㈰まで開催されます。
　本年は、生産量日本一を誇る弘前りんごをＰＲする「弘
前りんご博覧会」との連携を図り秋の弘前を発信する他、
昨年好評を博した幻想的な光のアート「デジタル掛け軸」

10月1日㈪～11月30日㈮

9月30日㈰・12月9日㈰
◆弘前商工会議所会館

まちなかりんご装飾

りんご生産者フォーラム

街中オブジェやラッピングバスなど、まちな
かをりんごイメージで装飾します。

りんごメニューの提供

りんごの和菓子やアップルパイ
の食べ比べプレートで様々な味
をお楽しみください。

製作：10月、展示：11月2日㈮～25日㈰
りんごアート

りんごをテーマとしたアート作品を空き店
舗を中心に展開し、博覧会を盛り上げます。

1

10月6日㈯
◆弘前市りんご公園

りんご音楽祭2

10月8日（月・祝）
◆弘前市りんご公園

りんご節世界大会3

10月20日㈯・21日㈰
◆弘前市中心市街地各所

りんごハロウィン4

10月26日㈮～28日㈰
◆弘前中三8F スペースアストロ

弘前りんご映画祭20125
11月25日㈰

◆旧弘前偕行社

りんごカクテルパーティ7

11月3日㈯～11日㈰
◆弘前市りんご公園

りんご収穫祭6

AppleExposition

　生産量日本一を誇る弘前にとって、りんごは産業としてのみならず、
私たちの生活に根ざした文化といえるでしょう。この素晴らしい「り
んご」の実りに感謝して、2012年秋弘前はりんご一色に染め上がり
ます。食、街並み、アート、イベントなど、あらゆる場面にりんごを

ちりばめ、私たちの「りんご」の素晴らしさを、広く内外にアピール
します。同時に開催されるアップルマラソン、津軽の食と産業まつり、
弘前城菊と紅葉まつり、マルシェフォーレとも連動したさまざまな催
しで弘前が誇る文化、「りんご」を発信していきます。

金」に寄付しています。

さいで探してみませんか？専門のス
タッフが親切・丁寧に説明いたしま
す。ワールドカーペットフェア開催。
欲しいときが買い時です。

問合せ先：まちなかりんごだらけ実行委員会
（弘前市役所観光物産課内）0172（35）1128

カクテル
パーティ
（イメージ）


