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碇ヶ関地域ガイド風景

きりたんぽまつり会場風景

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 ※イベント日程等は変更になる場合がございます。
■9月7日(土)～平成26年2月2日(日) 弘前市民文化祭［弘前文化センター他］
■9月28日(土)～12月1日(日) りんごカフェめぐり［弘前中心市街地各所］
■1日(火)～4日(金） 鏡ヶ丘記念館特別公開［鏡ヶ丘記念館］
■1日(火)～11月30日(土) スポット企画展「新収蔵展増田手古奈展」［弘前市立郷土文学館］
■6日(日） 弘前・白神アップルマラソン［追手門広場］
■6日(日） 偕行社Barりんごカクテルパーティー［旧偕行社(国指定重要文化財）］
■8日(火） CHROSS CROSS-HOUSE&HIPHOP-［弘前市まちなか情報センター］
■10日(木)～11日(金） 全国高等学校長協会家庭部会・服飾デザイン系高等学校長会［弘前実業高校、ベストウェスタンホテル／
 全国120］
■12日(土)～13日(日) ひろさきりんごハロウィン［弘前中心市街地各所］
■12日(土)～13日(日) 日本音楽教育学会第44回弘前大会［弘前大学文京町キャンパス／全国450］
■13日(日） 樹木医と巡る弘前市内古木・名木ツアー［バス移動あり］
■13日(日） 夢を目指す君たちへ ～Never give up on your dream～ 落合博満講演会［青森県武道館］
■13(日)～14日(月祝） 第6回弘前スポレク祭［弘前市運動公園］
■18日(金)～20日(日） 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］
■19日(土)～20日(日） 熱工学コンファレンス2013［弘前大学文京町キャンパス理工学部１号館／全国350］
■18日(金)～11月10日(日) 弘前城菊と紅葉まつり［弘前公園(メイン会場弘前城植物園）］
■20日(日） 追手門広場フリースタイルマーケット［追手門広場］※雨天時は翌週に延期
■20日(日)､27日(日)､11月3日(日祝)､4日(月振休) ライド・トゥー・パーク社会実験［弘前市中心市街地］
■25日(金)～27日(日） 第13回弘前大学総合文化祭［弘前大学文京キャンパス］
■28日(月)～29日(火） 第11回全国知的障害児発達支援施設運営協議会　青森大会［弘前パークホテル／全国500］
■2日(土)～3日(日） 第33回日本口腔インプラント学会東北・北海道支部学術大会［ベストウェスタンホテルニューシティ弘前／
 全国700］
■3日(日祝)～4日(月振休） CrossS－クロスエス［弘前中心市街地各所］
■5日(火)～8日(金） ＪＧＲＧ23［弘前大学創立50周年記念会館／全国120］
■7日(木)～8日(金） 第30回ＡＲＳ弘前コンファレンス［弘前パークホテル／全国70］
■8日(金)～10日(日) 弘前りんご映画祭2013［弘前中三8F・スペースアストロほか］
■10日(日) 津軽ひろさき歴史文化観光検定第6回中級(おべ博士検定）試験［弘前市立観光館他］
■12日(火） CHROSS CROSS-POP&BREAK-［弘前市まちなか情報センター］
■23日(土祝)～24日(日) 岩木文化祭［岩木文化センター・あそべーる］
■1日(日)～2月28日(金） 弘前エレクトリカルファンタジー［弘前市内各所］
■3日(火)～28日(土） 企画展5お人形展［中央公民館岩木館2F展示室］
■7日(土)～8日(日) りんご品評会・展示会［弘果・弘前中央青果］
■10日(火） CHROSS CROSS-WAACK&LOCK-［弘前市まちなか情報センター］
■15日(日） 第9回「話してみよう韓国語」青森大会［弘前大学創立50周年記念会館みちのくホール］
■20日(金） 白神山地世界遺産登録20周年記念シンポジウム［弘前文化センター］

『カネショウ　弘大白神酵母りんご酢プレゼント』
今年2013年は『白神山地世界自然遺産登録20周年』を迎えます。「りんご
酢のカネショウ」では、地元弘前大学の協力を得て『弘大白神酵母』を使
用醸造し、美味しいりんご酢を作りました。この弘大白神酵母を使用した
「ハチミツ入りんご酢275mlボトル1本」を10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「弘大白神酵母ハチミツ入りんご酢」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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　(公社)弘前観光コンベンション協会　お楽しみプレゼント宛
[Eメール] hirokan5＠jomon.ne.jp 　★応募締切　10/31（木）
※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。
※ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの発送手配に係る作業以外に使用
　することはありません。

10月12日(土)～14日(月祝)
の３日間、秋田県大館市の大
館樹海ドームを会場に「第41
回本場大館きりたんぽまつ
り」が開催されます。
　ぜひ会場を訪れて、本場大
館きりたんぽやいろいろな
食を楽しんでみてはいかがで
しょうか。

■会期：10月12日(土)～14日(月祝)
■会場：大館樹海ドーム(秋田県大館市）

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

秋田DC『平成25年10月～12月』開催中

『本場大館きりたんぽまつり』

「りんごのうかの少女」
映画監督　横浜　聡子
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　「映画は監督のものである」という言説を耳にすることがよ
くあります。映画製作には俳優、スタッフ、大勢の人々が関わ
ります。制作過程で、映画の向かうべき道筋を皆に提示し、
皆の意見を汲み取り最終的にまとめるのが監督の仕事でもあ
るから、「映画は監督のもの」という言葉にもうなずける部分
がないわけではないのですが、どこか、違和感を覚えること
もあります。というのも、映画というものは、関わっている人間ひと
りひとりの思考と、選択と、行動の結果に他ならないからです。少
しでも映画を良い方向へ向かわせようとする意志、心意気、アク
ション。それ無くして映画など作れるわけはないのです。
　昨年秋に、弘前にて撮影した『りんごのうかの少女』は、そ
のことを体現したような現場でした。少数精鋭の現場で、メイ
ンスタッフの人数も必要最小限。その分、１人で何人分もの役
割を果たさなければならない。メインスタッフ以外にも、弘前
市役所、リンゴミュージック、弘前フィルムコミッション、エキス
トラ、ボランティアスタッフ、撮影場所を貸して下さった方々…
ここでは、書ききれないほど多くの人々のアクションによって、

作り上げられた作品でした。もちろん、映画は「心意気」だけ
では作れません。でも、精神論めいた意味ではなく、この映画の
８割は、間違いなく、ひとりひとりの「心意気」で出来ていると思
います。撮影期間は10日間という短い期間ではありましたが、不
思議と、今まで自分が監督したどの作品よりも、関わった皆さん
ひとりひとりの姿が強く自分の中に残っているのです……。
　また、映画の応援団となり支援金を寄付して下さった方々。
やはりその「心意気」が、私は本当に嬉しかったです。この場
を借りてお礼申し上げます。ありが
とうございました。
　この『りんごのうかの少女』です
が、12月の東京での劇場公開を皮切
りに、全国で順次公開されることが
決まりました。弘前の地から、全国
のより多くの人々の元へ届くことを
今は願うばかりです。鳥のように、
空へ向かって、大きく、自由に羽ば
たいて欲しい。もはやこの映画は誰
のものでもないのです。

弘前市製作 短編映画
『りんごのうかの少女』より

　　　　広域連携している地域からおすすめ情報を紹介してもらう
シリーズ、２回目は平川市観光協会からの情報です。

観光ガイド「ひらかわ案内人」
　平川市の観光スポットをご案内している「ひらかわ案内人」は、
平成24年度からの活動を経て今年７月に「ひらかわ案内人の会」
を立ち上げました。今後新しいガイドコースなどを考えていこうと
日々勉強中ですが、現在一番人気のコースは国指定名勝「盛美園」
や歴史ある「猿賀神社」などを巡る「生け垣と庭園散策コース」。
かおり風景100選に選ばれたサワラの生け垣が連なる「生け垣ロー
ド」も見所です。また、トレッキングを楽しみたいなら「碇ヶ関羽州
街道浪漫コース」がオススメ！伊能忠敬や吉田松陰などの先人に思
いを馳せながら矢立峠を散策し
てみませんか？
　そのほか、平川市名物「世界一
の扇ねぷた」の解説も行ってい
ます。各コースお申し込みはガイ
ド希望日の３日前まで。平川市
にお越しの際は、是非ひらかわ
案内人とご一緒に充実した時間
をお過ごしください！

★10月・11月には「ひらかの魅力味わいツアー」と「おのえ商家の歴
　史まち歩きツアー」を開催！詳しくはホームページをご覧ください。
｠

＜お問い合わせ＞  平川市観光協会(事務局：平川市商工観光課内）
　　　　　　　　  TEL：0172-44-1111　FAX：0172-43-5005
　　　　 ホームページ：http://www.hirakawa-kankou.com/ 

広域おすすめ

情報 第2弾！！
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その9 知ってる？！

写真館ハセガワ

なぬかびおくり

今年は「白神山地世界自然遺産登録20周年」を記念した「白神山地コーナー」を会場内に設ける他、もみじと桜
の紅葉に特別照明を行い、夜の弘前公園をＰＲします。また、りんごをテーマにした会場装飾やイベント、りん
ごの販売やアップルパイの食べ比べができる喫茶コーナーを設け、弘前りんご博覧会事業と連携して実施しま
す。土、日、祝にはステージイベントを行い、また菊花で飾りつけした菊船を濠に浮かべる他、菊人形場面の
テーマをＮＨＫ大河ドラマ｢八重の桜｣よりイメージし６場面を再現し、展示します。
　会　期　平成25年10月18日㈮～11月10日㈰ 9：00～17：00
　会　場　弘前公園内植物園
　入場料　大人（高校生以上）300円（団体240円）
　　　　　子供（小・中学生） 100円（団体80円）※（　）内は団体10名様以上
　　　　＊お得な弘前公園本丸・北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園の共通入場券もご利用ください。
　　　　　大人（高校生以上）500円（団体450円）
　　　　　子供（小・中学生） 160円（団体130円）※（　）内は団体10名様以上

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、弘前の秋はりんご一色に染め上ります。
食、街並み、イベントなど、あらゆる場面にりんごを散りばめ、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。
期間中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FORET（フォーレ）
など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。

概　況　今年度の弘前ねぷたまつりは、昨年より３団体減の80団体が出陣。そのうち新
規参加団体は大型1団体、小型1団体でした。会期中は天候に恵まれ、まつり期間中の人
出は合計163万人で昨年より1万人増となりました。８月１日には、斜里町民号として斜里
町民約40名様が弘前市役所ねぷた実行委員会のねぷたに参加。また８月３日には弘前青
年会議所のねぷたに特別参加として太田市尾島ねぷた友好団体が出陣。友好2都市との
絆の強さを再認識し、まつりを盛り上げていただきました。ねぷたまつりコンテストにつ
いては、最高賞でもある県知事賞「組の部」は昨年に引き続き「西地区ねぷた親交会」が
受賞し、「扇の部」は「茂森新町ねぷた同好会」が受賞しました。有料観覧席の動向とし
ては、団体客の予約が多く、日によっては観覧席券が売
切れになるなど好調で、また、国際学会が市内で開催さ
れた事から、外国のお客様も多く見受けられました。

　7月12日～14日にかけて藤田記念庭園にて「和モダンの祭
典」が行われました。
　普段は夜間立入ることが出来ない庭園内を幻想的にライト
アップし、ジャズや二胡などの音楽とともに、市内飲食店自慢の
料理やシードルなどのお酒を一緒に楽しむことができる「ひろ
さき園遊会」や琴奏者などによる演奏会、浴衣コンテスト、空中
で手を動かすことで文字を書くことができる特殊装置のエアー
書道体験、木庭袋靖子さんの琴演奏と吉澤秀香さんによる書道
パフォーマンスなど様々な催し物が行われ、藤田記念庭園の新
たな魅力発信となりました。

　当園は、大小合わせて2000本のリンゴの木があり、7月下旬のビスタベラとい
う品種から、昔懐かしいインドりんごなど40種類のりんごがございます。これらの
おいしいりんごを朝の8：30から日没まで、もぎ取り体験を行っております。当園の
りんごは基本的に‘葉とね～ず栽培’で栽培し、自然の香り・風味があり、果肉
のシャリシャリ感、多汁で重く・みつの入りが良く、果肉が堅く・日持ちが良いな
どの特徴があります。りんごの他にもぶどうや梨など、色々もぎ取り体験から通
販まで、多少に関わらずお問合せください。

　地元弘前にて青森県産牛乳と共に歩み続ける、萩原乳業株式会社の
ミルクハウスです。アンティーク調にまとめられた店内にて牛乳の魅
力を堪能することが出来ます。なんと言っても人気は、ソフトクリー
ム。そして牛乳屋ならではの濃厚「Mayuプリン」。その他「牛乳飲
み比べ」等々「牛乳が持つ様々な魅力」をお楽しみ頂けます。
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弘前ねぷたまつり概要 【優・遊・浪・漫
　藤田記念庭園 ～和モダンの祭典～】

弘
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　土手町を弘前城方向に進むと一番町の坂があり、桜大通りへと続く。現在、
桜大通りはねぷたまつりの土手町コースのスタート地点となっているが、実は昭
和33年までここには道がなく、その昔、一番町の突きあたりは警察署だった。当
時は、子供が悪さをすると、親たちは「一番町の突きあたりさ連れでいぐぞ！」
と威（おど）かしたり、大人達も隠語として、警察署のことを「突きあたり」と呼
んでいた。
　一番町突きあたりの警察署は、明治４年の邏卒（らそつ）役所にはじまり、明

治８年５月に青森県第三警察署ができ、明治10年２月に弘前警察署となった。
明治23年５月からは隣（現市民中央広場）に弘前市役所が置かれた。
　明治から昭和のはじめまで、ねぷた喧嘩が
盛んであった時代は、歴代の警察署長の誰も
が警察の面目にかけて、ねぷた喧嘩を防止す
ることに心血を注いでいたという。
　それだけに市民は署長が代わるたびに「今
度来るのはどんな署長だべな」と噂しあい、
取り締まりの緩い署長を「いい署長さま」だと
喜び歓迎した。

弘前の路地裏探検！

■弘前市百沢字寺沢120-3
■☎ 0172（83）2746
■もぎ取り体験／8:30 ～16:30
■開園期間／６月下旬～ 11月下旬
■入園料／中学生以上500円
　　　　　3歳～小学生400円

■弘前市土手町42
■☎ 0172（35）2203
■営業時間／ 10:30 ～ 18:00
■定休日／毎週木曜日
■HP http://milk-rosas.com

 「地球もお客さまも元気に」というLOHASをコンセプトとしたビジネスホテル
です。2～3人様ご利用いただくお部屋は「スーパールーム」という150cmワイド
ベッドの上にロフトベッドがついたECO仕様のお部屋。従来のようにベッドを複
数設置して敷地平米を広げた分、料金があがっていくのではなく、ご利用人数
が増えるとお一人様あたりの料金が、その分割安になっていきます。詳しくは弊
社公式HPやお電話でお気軽にお尋ね下さい。

　温泉は弱アルカリ性泉、源泉かけ流しの天然温泉です。「ゆったりパック」休憩・
入浴・食事付お一人様1,000円や、「もっとゆったりパック（３名様以上）」1,500円～
2,500円などの各種コースを取り揃え、岩木山を眺めながらご宴会・ご休憩ができ
ます。（もっとゆったりパックは要予約・休憩時間9:00～16:00、無料送迎バス付）
その他、毎日職場へお届けする『味の宅配便』は、日替わり弁当400円より承ってお
ります。盛皿・お弁当等は、ご予算に応じて調整
致しますので、お気軽にお問合せください。

■弘前市土手町148　
■☎0172(35)9000　
■FAX 0172(39)4150　
■Ｐ／先着順40台(有料)　
■HP http://www.superhotel.co.jp/

■弘前市津賀野字浅田987-1　
■☎ 0172（35）5550　
■FAX 0172（36）3651　
■温泉営業時間　6:00～23:00　
■Ｐ／50台

　写真館ハセガワは「LOVE and PEACE」を合い言葉に、《愛情いっぱいのし
あわせ写真》を撮り続け、そしてお客様に提供し続ける『新しい感覚』の老舗写
真館です。秋の紅葉と共にロケーション写真はいかがでしょうか？　家族、兄弟、
親子、恋人同士で特別な日じゃないけれど、みんなで写真を撮る「今日が記念
日」です。これからの季節、お子様の健やかな成長を願う七五三詣りがあります。
七五三記念写真は、やわらかな日差しの中、自然の木々や風の中で撮影すれば、
お子様たちの笑顔がより可愛らしく素敵な写
真になります。是非、思い出の一枚を!!

　日本一の食材の宝庫、青森の素材を、シェフ自ら選んで作るフランス料理。常に
美味しいものを作り続けている真心のこもった料理と、気さくな雰囲気の中で楽し
めるレストランです。ランチコース1,575円～ 3種類、ディナーは「シェフおまかせフル
コース」5,250円、津軽のりんごと旬の食材をコラボレートした季節限定の「りんご
ディナー」5,250円があります。二次会・各種ご宴会プラン3,000円～がございますの
で、ご希望に応じたプランをご提案致します。まずはお電話下さい。テイクアウトの大
人気商品『まるごとりんごチーズ風味パイ』（10cm
880円～）は、クール便にて全国発送いたします。

■弘前市東長町64　
■☎0172(32)3814　
■FAX 0172(37)3724　
■Ｐ／あり　
■HP http://www.hasegawa-ps.com

■弘前市代官町53-2　
■☎/FAX　0172（33）7990　
■営業時間　ランチ　11:00 ～15:00
　　　　　　ディナー17:00 ～22:00　
■Ｐ／あり

「一番町の突きあたり」

旧弘前警察署

人　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万人
年度 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 合計
 24 25 23 28 25 33 25 ３ 162
 25 26 24 30 23 33 25 ２ 163
運行台数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台
年度 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 合計
 24 43 41 61 41 65 57 14 322
 25 45 37 62 40 64 56 14 318

今年の秋も
弘前の街はりんご色に染まります。

❶りんごカフェめぐり2013

❷9月28日(土)～29日(日) 　 　ひろさきりんご収穫祭　　（場所：弘前市りんご公園）
❸9月28日(土) 　　　　　　　 津軽民謡りんご節世界大会（場所：弘前市りんご公園）
❹10月6日(日)　　　　　　 　  弘前・白神アップルマラソン（場所：弘前市立観光館追手門広場）

❼10月18日(金)～20日(日) 　　津軽の食と産業まつり 　（場所：克雪トレーニングセンター）
❽10月18日(金)～11月10日(日)  弘前城菊と紅葉まつり 　（場所:弘前公園)
❾10月25日(金)～27日(日) 　　はこだてスイーツフェスタ （場所:函館市)

1410月20日(日)、27日(日)、11月3日(日祝)、4日(月振休)   ライド・トゥー・パーク社会実験

9月28日(土)～12月1日(日)

❺偕行社Barりんごカクテルパーティー
10月6日(日)

❻ひろさきりんごハロウィン
10月12日(土)、13日(日)

●場所：弘前市中心市街地各所
弘前には、昔ながらの喫茶やカフェがたくさん点在しています。そんな魅力的なお店が、りんご
の収穫時期に合わせた各店オリジナルのりんごにまつわるメニューを提供します。自分好みの
おしゃれなカフェを気軽にめぐり、旬のりんごの美味しさと新たな発見を楽しんでください。

●場所：旧弘前偕行社「国指定重要文化財」
りんごの収穫時期に、りんごのオリジナルカクテルを明治末期に建てられた趣のある洋館で
楽しむ「カクテルの街ひろさき」にふさわしいイベントです。

●場所：弘前市中心市街地各所
弘前りんご博覧会では、ハロウィンを「りんごの収穫感謝祭」ととらえて、様々なイベントを開催
します。中でも、13日のハロウィンパレードと仮装コンテストが盛り上がりの最高潮となります。

11弘前りんご映画祭2013
11月8日(金)～10日(日)

●場所:弘前中三8Ｆ・スペースアストロ
知恵の実と呼ばれる「りんご」。そんなりんごをキーワードに、弘前ゆかりの映画をはじめ、
知的探究心を刺激する映画作品をラインナップ。

13りんご生産者フォーラム
9月26日(木)、12月9日(月)

●場所:弘前商工会議所
津軽地域のりんご産業の現状や課題を踏まえ、世界へ発信していく産業となるための方策を
探ります。

12りんご品評会・展示会
12月7日(土)、8日(日)

●場所:弘果・弘前中央青果　
青森県のりんご生産技術水準の向上と、りんご生産者の士気の高揚を図るために開催します。新
品種りんごの試食会や希少品種の食べ比べ、展示即売会など内容も盛り沢山です。弘前市民とし
ても一度は見ておきたい、りんごの産地ならではのビッグイベントです。

10Ｃｒｏｓｓ Ｓ ―クロスエス―
11月3日(日祝)、4日(月振休)

●場所：弘前市中心市街地各所
りんごや白神山地の恵みを受けた弘前で、ジャズやロック・パンクなど、幅広いジャンルの音楽を街中で奏
でる音楽祭。同時に「つくりたて」を集めて、白神山地をテーマにした創作を発表するコンペティション、ク
ラフトフェアやワークショップも開催します。フードコートでは、津軽の食材を使用した食等を提供します。

りんごカフェめぐり（イメージ）

りんご節世界大会

ひろさき
りんご
ハロウィン
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