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第8弾！お楽しみプレゼント企画
　9月に「弘前さくらものがたりシリーズ」のハンドクリームが発売されまし
た。今回は人気のハンドクリームを抽選で5名様にプレゼント！！
【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『ハンドクリーム』　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】1/31㈭
※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
皆様へ
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HAVE A WONDERFUL FEELING WITH YOU
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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/

いまも弘前に伝えられています。この風習は、鎌倉時代の武士に始ま
り、それが江戸時代に民衆にも広まり全国に伝わったといわれていま
す。津軽では４代藩主信政治世下の1670年頃には、三十三観音参り
などと同様に広まっていたようです。
　この一代様信仰に限っては、個人の干支のご本尊にお参りするとい
うものだけに、本人自身が参詣所へ直接出向かなければ、何のご利益
も得られないのです。おらだけの・わだけの神様・仏様なのです。お
参りする所は、干支のご本尊（一代様）を祀っている所であれば、ど
こへお参りに行ってもご利益に変わりはないといわれています。子年
は千手観音、辰・巳年であれば普賢菩薩が祀られている所であれば良
いのです。
　お参りする日も昔は、２月１日のさんとしの日や５月の最初の巳の
日にお参りする人が多かったようですが、今はこれにこだわらず、元
旦だったり、旧正だったり、誕生日だったり、近くまで来たついでに
とかと様々のようです。厄払いの記念品には長い物をというのは、巳
（へび）の日にあやかってのことといわれています。一代様は、各人
の干支によってお参りする場所が異なるので、干支の違う家族とか、
お友達とみんなで一緒にということがかなわないのですが、そんな中
で、写真に掲載した猿賀神社前の神宮寺には、八大尊全部が安置され

一代様

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（火・祝） 初詣お山参詣安全祈願祭［岩木山神社］
■6日㈰ 第21回鷹揚旗中学校選抜剣道大会［青森県武道館］
■13日㈰ 二十歳の祭典［弘前市民会館］
■14日（月・祝） 第34回青森県学生かきぞめ席書大会［青森県武道館］
■　〃 消防団出初式［一番町十文字～土手町十文字］
■14日（月・祝）～12月 弘前市民会館休館（改修工事の為）
■17日㈭～29日㈫ JR東日本「大人の休日倶楽部パス」利用期間
■19日㈯・20日㈰ 大学入試センター試験［弘前大学］
■25日㈮～27日㈰ 第26回東北高等学校空手道選抜大会［青森県武道館］
■26日㈯・27日㈰ 第31回東北高等学校弓道選抜大会［青森県武道館］
■26日㈯・27日㈰〈予定〉 ウィンターフェスティバル［弘前市りんご公園］
■1月～平成26年3月 弘前市立博物館休館（改修工事の為）

■8日㈮～11日（月・祝） 第37回弘前城雪燈籠まつり［弘前公園］
■　〃 弘前雪明り［弘前公園北の郭・吉野町緑地］
■8日㈮ 弘前バル街 vol.4［市内参加店］
■9日㈯～11日（月・祝） 岩木山南麓豪雪祭り［岩木地区嶽温泉郷］
■9日㈯ 洋館ゴスペルライブ［日本基督教団弘前教会礼拝堂］
■　〃 第18回日本脳神経外科救急学会［弘前文化センター／全国200］
■10日㈰ 洋館ゴスペルライブ［カトリック弘前教会礼拝堂］
■　〃 しめなわ奉納裸参り［鬼沢地区・鬼神社］
■　〃 津軽の厄払いと鬼っこツアー［鬼神社ほか］※当協会へ要予約
■16日㈯ 津軽の七日堂祭［岩木山神社］
■　〃 猿賀神社七日堂祭ツアー［尾上地区］※当協会へ要予約
■17日㈰ 乳穂ヶ滝氷祭と酒蔵探訪ツアー［西目屋］※当協会へ要予約
■24日㈰ 沢田ろうそくまつり［沢田地区・沢田神明宮］
■　〃 沢田ろうそくまつりツアー［沢田地区・沢田神明宮］※当協会へ要予約
■25日㈪・26日㈫ 弘前大学前期入学試験［弘前大学］
■3日㈰ 津軽ひろさき歴史文化観光検定第3回上級（おべ仙人検定）試験［弘前商工会議所・東京大橋会館］
■5日㈫ 青森県立高校前期入学試験
■12日㈫ 弘前大学後期入学試験［弘前大学］
■14日㈭ 青森県立高校後期入学試験
■31日㈰ 第13回青森県ちびっこ手踊り王座決定戦［弘前文化センター］

※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

岩木山南麓豪雪まつり
　岩木山南麓にある温泉街や施設団
体が主体となり、観光客や市民参加
者のみならず地域住民も明るくなる
ようなイベント。「雪と遊ぼう」が
テーマ。もっとも雪の多い時期に、
雪の中で思いっきり楽しんでいただ
く。雪のステージでファンキースタ

ていますので、みんな揃って一代様参りが出来ます。さて皆さんの今
年の厄や災難を払うため、話の種に、一度お出かけになってみてはい
かがですか。

　十二支に、八大菩薩の守り本尊（一代様）
をあて、そのご本尊を祀る神社やお寺へお参
りして、自分の厄や災難を払い、また願い事
を叶えてもらおうという信仰「一代様」が、

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。会員の
皆様には、ご家族ともども良いお年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　現在当協会は、公益法人制度改革により、公
益社団法人へ移行する準備を進めており、平成
25年は、当協会にとっても新公益法人制度の
元、新たなスタートを切ることになります。
　昨年、当地弘前で全国大会が開催された「街
歩き観光」を中心に、四季を通じた通年観光の
確立、間近に迫りました新幹線函館延伸を見据
えた、函館・南北海道や津軽・秋田県北地域と
の広域連携の強化、更には、外国人観光客の誘
客をはじめとするインバウンドの推進を図りな
がら、この地域への経済効果を生み出すべく観
光振興に邁進する所存でございます。
　本年も今まで以上のご協力とご指導・ご鞭撻
を賜りますようお願いし、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

㈳弘前観光コンベンション協会
会　長　清藤　哲夫

◇今年の本厄に当たっておられます方は、機会がございましたら一代様参りなどいかがで
　しょうか。

◇子年の一代様の参詣所は、目屋の清水観音さまが知られていますが、実はご本尊の千手
　観音は明治の始めに茂森の陽光院に移されています。
◇戌・亥の一代様は、全国的に阿弥陀如来が一般的なのですが当津軽弘前では八幡大菩薩
　が一代様とされ、弘前八幡宮が代表的な参詣所となっています。

　会員の皆様、当協会の会員のお店で割引等の特典を
受けられるのをご存じですか？　昨年に引き続き、平
成25年度（4月1日〜3月31日まで有効）の割引特典の
募集をしております。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。
特典にご協力いただける会員様は、別紙申込み書にご
記入のうえ、FAXにてご連絡をお願い致します。

ジアム、大道芸やかまくらライブ。
その他、馬そりや屋台コーナーな
ど楽しい催しがいっぱい。
日時：2月9日㈯〜11日（月・祝）
会場：嶽温泉郷、岩木山神社　他
問合せ先：岩木山観光協会
　　　　　☎0172（83）3000

◆12月から2月までの土曜日・日曜日・祝日
◆12月29日㈯〜1月3日㈭
◆1月17日㈭〜1月29日㈫
◆2月8日㈮〜2月11日㈪

　藤田庭園では常時3種類
のアップルパイをご準備し
ております！　ぜひ皆さん
お越しくださいませ！
　なお3月1日からは通常
通り毎日営業いたします。

営業時間　9：00〜17：00

冬期営業の
お知らせ

会員の
皆様へ

文：㈳弘前観光コンベンション協会　専務理事　今井　二三夫



冬を彩るまちづくり事業
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p 6 マンジ三味線店
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p 2 中 　 道
　焼肉・中道は弘前市の繁華街鍛冶町にある焼肉・冷麺の専門店です。国産和
牛・ホルモンにこだわり、肉はすべて鮮度抜群！　冷凍は一切使用しておりま
せん。中道では、店内のお食事だけでなく「こだわりのお弁当」も提供してお
ります。焼肉弁当は予約販売となっておりますので、お電話にてご予約をお願
いいたします。各種ご宴会・ご会合・会議等、お気軽にお問い合せください。

■弘前市本町85-1明治屋グランドビル1階
■☎0172（32）5559
■営業時間／11：00〜23：00（L.O.22:30)
　ランチタイム11：00〜15：00
■Ｐ／契約駐車場有

sh
o

p 3 彦　　庵
　ジャズが流れる店内。東京とNYで修行した店主による、玄蕎麦からの完全
自家製粉の剥きたて、挽きたて、打ちたて、茹でたての蕎麦が堪能できます。
一品料理も充実。当店オリジナル「元祖りんごそば乾麺」や「元祖りんご塩」
などのお土産も好評です。
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o

p 4 ニッカウヰスキー
　ニッカウヰスキー工場では、津軽地方で栽培された新鮮なりんごを使い、り
んごのお酒造りをしています。弘前工場で作られるりんごの製品は、広く全国
の皆様に愛されております。特にシードルは、独自の製法とこだわりを持ち、

■弘前市栄町2-1-1
■☎0172（35）2511　■FAX0172（33）7394
■http://www.nikka.com/
■http://www.asahibeer.co.jp/
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p 5 ホテルルートイン弘前駅前店
　弘前駅すぐ前にあるホテルルートイン弘前駅前店です。充実ホテルライフを
めざし、全室無線LAN完備の快適なネット環境、心をときほぐす大浴場‘旅人

■弘前市駅前町5-1
■☎0172（31）0010　■FAX0172（31）1134
■チェックイン／15：00　チェックアウト／10：00 
■Ｐ／有
　　※先着順、入庫制限あり（詳細はお問い合わせ下さい）

　マンジ三味線店では、津軽三味線の販売・皮の張り替えから、三味線教室、
出張演奏などを行っております。まんじ流津軽三味線教室では、初心者大歓
迎！レベルに合わせて、集団・個人レッスンがあり、三味線をお持ちでない方
には貸出もしております。出張演奏は、地域イベント・結婚式披露宴・祝賀会
など、各種演奏を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■弘前市茜町1-3-2
■☎・FAX0172（34）6512
■営業時間／9：00〜21：00
■Ｐ／有
■http://www.manji-shamisen.com 
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　弘前駅からすぐのところにある「らんぷ舘」です。店名のとおり、やさしい
「らんぷ」の灯火が出迎えてくれます。ジャズのながれる店内で、ゆったりと
した時間をお楽しみいただけます。おひとりでも気軽に過ごせます。また、商
談や語らいの場としてもご利用いただけますので、是非お立ち寄りください。

■弘前市大町1-6-2駅前センタービル1階
■☎0172（33）8863
■営業時間／19:00〜24:00
■定休日／日曜日・祝祭日
■カラオケなし

■弘前市茂森新町四丁目3-7
■☎0172（32）8837
■営業時間／昼11：00〜14：30
　　　　　　夜17：00〜20：00
■定休日／毎週火曜日※祭日は営業
■http://hikoan.ftw.jp/
■Ｐ／有
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第2回日本まちあるきフォーラム in 弘前 はこだてクリスマスファンタジー
「ひろさきナイト」　暮らしに根差した生活文化などを観光資

源にする「街歩き観光」をテーマにした第
2回まちあるきフォーラムが 11月 3日か
ら 4日にかけて弘前にて開催されました。
全国各地から約 270 人が参加し、初日は
テレビや雑誌で活躍するライター吉田類さ

の湯’、お好きなものを自由にお召し上がりいただくバ
イキング形式の朝食を無料で提供しております。客室
は、お客様に快適に過ごしていただけるよう、落ち着き
のある色調でしつらえてあります。ビジネス・観光に最
高の時間をお届けいたします。

　弘前で一番最初の洋風建築は、1874 年（明治 7 年）蘭学医・佐々
木元俊（1818 〜 1874）が本町 1 丁目（現弘前消防本部）に建てた
といわれています。佐々木元俊は、洋学を学び幕府から洋書の翻訳、
外国諸事情の調査機関への出役要請を受けるほどの評価を得、1861
年（文久元年）、弘前藩の学問所・医学館の蘭学担当者として帰郷、
弘前に洋風文化を紹介した一人です。
　弘前の洋風建築といえば堀江佐吉（1845 〜 1907）の功績を抜き

には語れません。彼は、北海道での開拓使関係の工事に従事する間
に、函館や札幌の洋風建築を研究したといわれています。工事に従事
する傍ら、若い堀江は函館の多くの洋館に胸をときめかせたのではな
いでしょうか？　少年時代の堀江佐吉
は、弘前で一番最初の洋風建築といわ
れる「佐々木元俊宅」の建築現場に毎
日のように顔を出しては、大工さんた
ちに熱心に質問を繰り返していたと言
われています。幼少時代から異国の建
物に憧れを抱いた、堀江少年の思いが
伝わってくるようです。

んによる基調講演や、街歩きへの理解を深める分科会、各地域の取り組
み事例、学びながら意見をかわすトークセッションなどが行われました。

活動レポート

　寒い冬の楽しい過ごし方として、今年度から新しい事業「冬を彩る
光のまちづくり」事業がスタートします。

糖分・香料・着色料を一切加えておりません。「りんご
100％の果実酒」です。その他、根強い人気を持つ「ア
ップルワイン」、新しく仲間に加わった「ニッカアップ
ルブランデー弘前」など、弘前のりんご文化の情報発信
に貢献できる製品づくりを心掛けております。

　12月1日から25日まで開催された「はこだてクリスマスファ
ンタジー」において、今回も15日㈯「ひろさきナイト」が開催
され、巨大もみの木のイルミネーション点灯式が行われました。
葛西市長をはじめ、弘前からの直通列車でたくさんの方々も函館
入りし、金森赤レンガ倉庫を会場に観光・物産のPRをしまし
た。りんご娘によるステージイベントや、巨大アップルパイの振
る舞いは、雨の中たくさんの人でい
っぱいでした。昨年同様ひろさきナ
イトは、クリスマスファンタジーの
期間中で、上位に入る人出となり、
両市の交流がさらに深まっていると
感じられました。

　翌日は「津軽の暮らしと文化を感じる旅」
をテーマにした街歩き体験が行われ、弘前
市に加え近隣の 6市町村と秋田県大館市・
小坂町を巻き込んだ広域連携の街歩きが実
施されました。

　今年の大雪像は「日本基督教団弘前
教会」。特設ステージでの多彩なイベ
ント、滑り台の配置のほか、レクリエ
ーション広場に子供たちが遊べるスペ
ースを設けます。また、一昨年築城
400年祭記念事業として初めて行った
「津軽錦絵大回廊」も引き続き実施さ
れます。

　冬のイベントとして定着してきた「弘前雪明り」。北の郭会場では、
今年世界自然遺産登録20周年を迎える「白神山地」をテーマに、市内
小学生にイラストを描いてもらい、キャンド
ルホルダーに貼り付け灯りをともして会場内
に設置するほか、吉野町緑地会場では、「100
＋1（ワン）ちゃん雪像作り」「キャンドル
ライト＆ライトアップ」「snow tent cafe」
などが実施されます。

　この事業は、建築物のライトアップ、
エレクトリカルファンタジア、弘前城
雪燈籠まつり、弘前雪明りなど、これ
までの冬の光の演出事業に加えて、新
たな光の手法を加えて、弘前のまちを
光でつないで、冬の情景を創出しよう

とするものです。
　新たな光の演出として、駅ビルや市立観光館の壁
面のカラーライトアップ、駅前公園、蓬莱広場、桜大
通り市民広場の樹木のカラーライトアップ、蓬莱橋橋
脚部のライトアップ、サーチライトによる『光の御柱
（おんばしら）』（駅前公園、蓬莱広場、追手門広場

に設置）などです。
　そしてなんといってもメイン
は、追手門広場に設置した『光の
オブジェ』です。幅10メートル、全長25メート
ル、高さ10メートルのオブジェに光を灯し、フ
ァンタジックな世界を創出します。
　みなさんも是非、様々な光に彩られた弘前の街
あるきをお楽しみください。

ビビットナイト ライトアップされた冬の洋風建築をタクシ
ードライバーと巡ります。

◆期間：～2月28日㈭　※年末年始を除く　◆時間：18：00～19：00
◆料金：お一人様2,000円（2名様よりお申込み可）
◆申込：電話予約の場合は参加日の前日午後5時まで（土・日・祝を除く）

冬のライトアップ洋館散歩 路地裏探偵団とライトアップされた
洋風建築を巡ります。

◆期間：～2月28日㈭　※年末年始を除く　◆時間：17：30～19：00
◆料金：お一人様1,000円（1名様よりお申込み可）
◆申込：参加日の3日前まで

㈭
㈯

㈰

㈰

　旧正月に行われる鬼神社し
めなわ奉納裸参りや鬼伝説に
まつわる神社を見学するツ
アーです。
◆料金：3,800円（大人・小人同額）
◆定員：30名
◆申込締切：2月1日㈮まで

　旧正月七日、猿賀神社で七日
堂祭の柳がらみの神事や神宮
寺の一代本尊礼堂等を見学し
ます。
◆料金：大人3,800円

小人3,400円
◆定員：30名
◆申込締切：2月13日㈬まで

　氷結した滝の太さや形状
等によって豊凶を占う乳
穂ヶ滝氷祭を見学します。
◆料金：
　4,200円
　（大人・小人同額）
◆定員：30名
◆申込締切：
2月13日㈬まで

　旧相馬村沢田地区で450年以上続
く、ロウのたれ具合で豊凶を占うろう
そくまつりを見学します。
◆定員：30名
◆申込締切：2月20日㈬まで
〈日帰りプラン〉
◆料金：3,800円（大人・小人同額）
〈宿泊プラン〉
◆料金：9,500円（大人・小人同額）
◆宿泊：星と森のロマ
ントピアそうま
※2名様以上から
の申込み可。
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第37回弘前城雪燈籠まつり 弘前雪明り2013

現弘前消防本部角（S29年頃）

追手門広場「光のオブジェ」

蓬莱広場
（光の御柱）

蓬莱広場
（カラーライトアップ）
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会員のお店をご紹介するコーナーです。会員
広場のの
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