ね

さ

し

平成

年 ５ 月 ︑国 立 公 園 の 拡 張・再 編 に と も な い

種 差 海 岸 や 階 上 岳 な ど が﹁ 三 陸 復 興 国 立 公 園 ﹂に

指定されます︒
年 以 上 の 時 を 経 た 今 ︑国 立 公 園

種 差 海 岸 が﹁ 名 勝 ﹂と し て 国 に 指 定 さ れ た の は 昭
年 ︒そ し て

あおもり
五大
夏祭り

0178-82-2902 周辺情報

和

弘前ねぷたまつり

36 五所川原市街

五所川原立佞武多

青 森 県 が 誇 る 夏 の 風 物 詩﹁ ね ぶ た ﹂を 筆 頭 に ︑多 く の 祭
りが夏から秋にかけ行われます︒灯籠流しの行事が独
自 に 変 化 を と げ た﹁ ね ぶ た ﹂や ︑上 方 の 文 化 流 入 に よ っ
て 地 元 に 根 付 い た﹁ 山 車 ま つ り ﹂な ど ︑4 0 0 年 以 上 の

37-38 奥津軽・津軽半島

歴 史 を 誇 る 祭 事 は ︑勇 壮・絢 爛 の 様 を 見 せ ま す ︒

世界自然遺産登録20周年「白神山地」
39-44 「世界自然遺産・白神山地」を体感
45-47 イベントスケジュール

世界自然遺産
登録 周年
﹁白神山地﹂

国境を越えて人類共通の財産といえる貴重な自然や文
化遺産を守ることを目的に登録される世界遺産︒それ
ら は ︑将 来 に 渡 っ て 人 類 が 引 き 継 い で い く べ き﹁ 宝 物 ﹂︒
１ ９ ９ ３ 年 に 登 録 さ れ た ︑こ の﹁ 白 神 山 地 ﹂も 地 球 上 の
至宝のひとつなのです︒
すべての人々の心に棲む自然界への畏敬と親近︒白神

33.7km 車で1時間2分

への夢が実現します︒

35 五所川原立佞武多（あおもり五大夏祭り）

山 地 に は ︑わ た し た ち の 内 に あ る﹁ 神 ﹂が 棲 ん で い る の

>> 起点・終点を設定してください

海岸段丘へとつながる接点というべき位置にあり
ます︒八戸市鮫町の蕪島から金浜まで︑海岸線には
中須賀︑大須賀浜などの白砂の海岸と︑イタコマイ
マイ岩やナワカケ岩などの奇岩が点在︒さらには︑
開放的な天然芝生地が広がるなど︑変化に富んだ
様々な自然の表情を楽しむことができます︒
また︑市街地に近い場所にありながら︑四季折々
に様々な野鳥や動物たちが顔を見せ︑600種以
上の海浜植物や高山植物が咲き誇るため︑﹁花の渚﹂
とも呼ばれています︒
この美しい景観は︑吉田初三郎︑草野心平︑司馬
遼太郎︑三浦哲郎など︑多くの画家や文人にも愛さ
れました︒絶景に魅せられた彼らは︑数々の作品の

年に国の名勝︑昭和

年には

中に種差の素晴らしい自然を書き記し︑美しさを
賞賛しています︒
種差海岸は︑昭和

県立自然公園に指定されました︒その景観の素晴
らしさ︑貴重な動植物が生息する学術的な価値が
認められ︑三陸復興国立公園に指定されます︒

トヨタレンタリース青森
Servised By

全て削除
選択したｽﾎﾟｯﾄを削除

八戸三社大祭

33-34 黒石・平川

お手持ちのスマートフォンで無料アプリ「ミライルーペAR
をダウンロード！※App StoreまたはGoogle Play（ An
droid マーケット）で「ミライルーペ AR」を検索、ダウンロ
ード（インストール）してください。冊子中で左のマークが
ある写真にかざすと動画がご覧いただけます。
ｽﾎﾟｯﾄ順序を変更する

絶 景 と し て 多 く の 文 人・画 人 に 愛 さ れ ︑八 戸 市 民

25-26 七戸・十和田

田名部まつり

24 八甲田

の手で守られてきた種差海岸︒この素晴らしい

23 浅虫温泉・平内・浪岡

青森ねぶた祭

15 田名部まつり（あおもり五大夏祭り）

27-28 奥入瀬渓流・十和田湖

01
02
03

スマフォ＆ケータイ de

種差海岸は︑下北半島から続く砂浜が︑荒々しい

※掲載されている情報は平成25年5月1日現在のものです。
※掲載されているイベント等の詳細については各お問い合わせ先まで
お願いいたします。なお、イベント内容や時間については天候などの
様々な事情により変更・延期もしくは中止となる場合もございます。
※写真はすべてイメージです。

25

自然を体感してください︒

16-18 むつ市・下北地方

た

13-14 三沢・上北地方

ミライルーペARアプリをダウンロード
走行時間:１時間３分

28

･ｽﾎﾟｯﾄ番号をｽﾍﾟｰｽで区切ると
一括入力できます。
･ｹｰﾀｲを閉じても再開できます

B. 道の駅なんごう

Myルート作成

0178-44-8111 周辺情報

7
113

走行距離: 33 .9 km

紙面に記載のｽﾎﾟｯﾄ番号を入力し
てください。

かもしれません︒

48-50 観光・交通・問い合わせ

三陸復興国立公園指定
﹁種差海岸﹂

11-12 南部地方

種差
海岸

32 大鰐・碇ヶ関

太 平 洋か ら

07 八戸三社大祭（あおもり五大夏祭り）

白神
山地
深 浦 海 岸

30-31 弘前市街・岩木山

日 本 海へ︒

08-10 八戸市街

70

深浦海岸の夕陽
20-22 青森市街

景 勝と祭りを

県南・下北エリア

12

青森・八甲田・十和田エリア

19 青森ねぶた祭（あおもり五大夏祭り）

体 感 する

津軽・西海岸エリア

29 弘前ねぷたまつり（あおもり五大夏祭り）

青 森 横 断の旅︒

03-06 国立公園「種差海岸」の魅力

三陸復興国立公園指定﹁種差海岸﹂

三陸復興国立公園指定「種差海岸」

必須
A. 八戸市博物館

追加

最短ルート・走行時間・距離がわかる！

3
スポット番号を入力する

2
行きたいスポットをいくつか選ぶ

1

http://rgd.jp/r-aom/2

オリジナル観光ルートがつくれます

S
T
N
E
T
N

20

パンフレットに掲載している ROUTE 000 で、らくらくルート検索
ができます。■問／トヨタレンタリース青森 ☎017-782-7100

12

太平洋
日本海

O
C

種差海岸の朝陽
観 光 イベ ントガイドブック 2013 夏・秋編

青森
横断の旅

あおもり紀行

※画面はイメージです

蕪島から葦毛崎へ

三陸復興国立公園の北のエントラン

スとなる蕪島︵国の天然記念物︶は︑ウ

ミネコの繁殖地として知られています︒

毎年飛来するウミネコの数は3万から

4万羽といわれ︑産卵期には菜の花が

島全体に咲き乱れます︒蕪島を南下す

ると︑岩肌の美しい海岸線が広がる小

舟渡︑鮫角へ︒鮫角には︑﹁日本の灯台

選﹂に選ばれている鮫角灯台があり︑隣

接するタイヘイ牧場では数々の名馬が

育てられました︒さらに先へ進むと︑太

平洋戦争時には海軍の監視所にもなっ

ていたという葦毛崎展望台にたどり着

きます︒眺望の素晴らしさは種差海岸

でもトップクラス︒四季折々の高山植

物なども豊富で︑遊歩道での散策も楽

太平洋

大久喜漁港

弁天島
浜小屋

102

■交通／JR鮫駅より徒歩約15分
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

■問／JR東日本お問い合せセンター☎050-2016-1600

ウミネコの繁殖地や「かぶあがりひょうたん
御守」で人気の蕪島を、
地元ガイドと一緒にめ
ぐります。
（御守りのおみやげ付）

タニウツギ
（6月上旬頃）ハマエンドウ
（6月中旬頃）

■期間／4月〜8月（午前1回・午後1回）
■場所／JR鮫駅〜蕪島〜JR鮫駅（約1時間）
■料金／お一人様1,500円■定員／2〜10名

種差海岸の花を見ながらリフレッシュ
600種以上の高山植物・海浜植物の咲く種差海

岸を歩きます。
四季折々に、
野鳥や動物も顔を
のぞかせます。
■期間／4月〜10月（午前1回・午後1回）
■場所／JR鮫駅〜葦毛崎展望台〜中須賀〜大須賀〜JR
鮫駅（約2時間）※オーダーにより3時間も可。
■料金／お一人様3,500円
■定員／3〜10名
■予約／どちらのコースも3日前（それ以降は要相談）
■問／八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661

スカシユリ
（6月下旬頃）キリンソウ
（6月下旬頃）

青森県立美術館（青森市）で
種差海岸の美に出会う
東山魁夷など、名勝・種差海岸に惹きつけ
られた多くの芸術家の傑作の数々や、種
差を愛してやまなかった鳥瞰図絵師・吉
田初三郎の作品などを紹介します。

砂浜と磯浜が交錯︑
変化に富んだ種差海岸

大久喜

ROUTE

リゾート列車が走る八戸駅〜久慈駅を結ぶ64.9kmは、太平洋の
海岸美を堪能できる景勝路線。
また、沿線の「陸奥湊」や「鮫」駅
周辺は、海の幸を満喫できる食事処や、朝市が
あり、磯料理でもてなす民宿や旅館も多数あ
ります。

開運の島・蕪島で かぶあがり 祈願

遊歩道沿いの花々

法師浜漁港

「リゾートうみねこ」から太平洋の景勝を楽しむ

ガイドと歩く種差海岸／コース例

白砂青松︑大小の岩礁︑小島が続き︑海岸

高岩展望台

吉田初三郎
「潮観荘」跡

JR
八戸線

上記イラストはイメージです

■開館／9：00〜17：00
（6月〜8月は18：00まで）
■入館料／一般300円
■交通／JR鮫駅より徒歩約15分
■問／八戸市水産科学館マリエント
☎0178-33-7800
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植物が咲き誇る景勝地・種差海岸は︑南限︑

⓴熊野神社

種差天然芝生地⓳

■期間／2013年・秋以降（予定）
■運行日／土・日・祭日やゴールデンウィーク、夏休み、
年末年始などに臨時列車として運行。
■運行区間／当初はJR八戸線での運行を予定

ROUTE

北限︑湿地︑砂丘︑平地︑高山等の多種多様な

種差漁港

デザイン、食、アート、景色を楽しむ新しい列車がデ
ビューします。特に「食」はライブキッチンを中心と
した「全席レストラン」の空間。地元や地域の食材を
活用した、新しい東北の食を楽しめる内容を予定し
ています。

！
旅が充実
ガイドと
ング
トレッキ

❶
ウミネコの繁殖地として天然記
念物に指定されている蕪島には、
8月上旬まで3万羽以上のウミネ
コの鳴き声が響き渡ります。散
策中にフンをかけられた方は、
幸運を授かった記念として蕪嶋
神社で「会運証明書」がもらえま
す。また「かぶあがりひょうたん
御守」も人気を集めています。

司馬遼太郎は︑﹁どこかの天体から人がき

種差海岸

八戸近海の魚が泳ぐ大水槽やイ
カやウミネコについての展示で
八戸の海について学べる水産科
学館。展望レストランでは、太平
洋を眺めながら八戸ならではの
料理が味わえます。

植 物 を 観 賞 で き る 日 本 で も 珍 し い 海 岸 で す︒

種差キャンプ場⓲

レストラン列車「Tohoku Emotion」

て地球の美しさを教えてやらねばならない

陸奥白浜

白岩⓰
淀の松原⓱

⓱淀の松原
樹齢80年以上の松並木
の遊歩が楽しめます。
⓲種差キャンプ場
芝生に囲まれたキャン
プ場。
⓳種差天然芝生地
天然の芝生と海が調和
した壮大な景観。
⓴熊野神社
平泉を逃れた源義経が
最初にたどり着いたと
される神社。
弁天島
当初は島でしたが、現
在は漁港と陸続き。
浜小屋
国の重要有形民俗文化
財に指定された江戸時
代末期から伝承された
浜小屋。

はめになったとき︑一番にこの種差海岸に

深久保漁港

❿中須賀
入江沿いに遊歩道あり。
季節ごとに咲き乱れる
花が見事。
⓫釜の口
海底の形状が釜の形に
似ていたことから名付
けられました。
⓬物見岩
ここから見た景色を大
町桂月が絶賛。
⓮タイヘイ牧場
多くの競走馬を育てた
牧場。大川慶次郎の記
念碑があります。
⓯白浜海水浴場
海水浴客で賑わいます。
⓰白岩
鵜の糞で白くなってい
ることから名付けられ
た白岩。

案内してやろうとおもったりした︒﹂︵﹃陸奥

白浜海水浴場⓯

❷

❸日ノ出岩
浜の人々が昇る日の出
を拝んだ岩。太平洋と
八戸湾の潮境として目
印になっています。
❹八戸シーガルビューホテル
眺めの良さが自慢の宿
泊施設。
❺小舟渡
岩場に建つ古くからの
料理屋は、海に一番近
い食事処。
❻鮫角灯台
緑の草原にそびえ建つ
白亜の灯台。土・日・祝
日は無料開放。
❼イタコマイマイ岩
イタコの舞にその名が
由来したともいわれる
奇岩。
❽葦毛崎展望台
八戸小唄に唄われた岬。
種差海岸のビューポイ
ントの一つ。

のみち﹄1978年・朝日文庫︶と賞賛して

陸奥湊

JR八戸線

釜の口⓫
物見岩⓬
大須賀浜⓭

遊歩道の起点、
葦毛崎展望台

います︒

東山魁夷「道」の標柱❾

■期間／3月〜11月（要予約）
■場所／葦毛崎〜種差芝生地（約5.2km）
■料金／ガイド1人につき1,000円
■問／種差海岸ボランティアガイドクラブ
☎0178-39-3137

3万羽以上のウミネコが乱舞する蕪島

中須賀❿

葦毛崎展望台下。ニッコウキスゲを傍らにトレッキング

八戸近海の不思議を
マリエントで学ぼう

葦毛崎展望台❽

岸の
種差海
ろ
こ
見ど

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水産科学館「マリエント」❷
日ノ出岩❸
八戸シーガルビューホテル❹
小舟渡❺
鮫角灯台❻
イタコマイマイ岩❼

大須賀から白浜を望む

■期間／4月1日〜10月31日（毎日運行）
※但し、5月12日は「うみねこマラソン」開催の
ため終日運休。
■本数／往路：7本、復路：7本（約27分）
■運賃／大人100円、小人50円
■問／八戸市運輸管理課☎0178-25-5141

ガイドと歩く種差海岸

荒々しい岩礁。
鳴砂の浜。波
打ち際まで広
がる天然の芝
生地。変化に
富んだ海岸線
には、春から
秋にかけて600種以上もの植物が生育します。
葦毛崎展望台から種差天然芝生地までの約５
kmは遊歩道が整備され、ニッコウキスゲやハ
マナスなど多様な植物を観察できます。

JR鮫駅とJR種差海岸駅を結ぶ遊覧バス。
種差海岸の散策に便利です。

種差海岸天然芝生地の朝焼け

06

遊歩道沿いには色鮮やかな
草花が咲き乱れる

種差海岸遊覧バス「ワンコインバス・うみねこ」号

館鼻岸壁朝市

青森
横断の旅

ウミネコが乱舞する蕪島

宮澤賢治は大正15年の夏に鮫の旅館に宿泊。旅の印象をもとに「八
戸」という題名の文語詩を作り、鮫駅〜蕪島周辺の風景を描写しま
した。岩手をイメージして理想郷イーハトーブを描き、その中で種
差海岸付近を「北端の町・サーモ」と呼びました。

103

■期間／7月27日（10：00
〜21：00・花火大会）、28日（10：00〜16：00）
■場所／小舟渡海岸
■交通／JR階上駅より徒歩約20分
■問／いちご煮祭り実行委員会
（階上町商工会）☎0178-88-2045

45

海軍の監視所があった葦毛崎展望台

「サーモ」と呼んだ町

郷土料理いちご
煮をメインに、
採れたてのウ
ニやアワビの炭
火焼など新鮮な海
の幸を満喫できます。

八戸市

しめます︒

街道をゆくシリーズ『陸奥のみち』取材のため八戸を訪問。種差海岸
の風景を “どこか宇宙からの来訪者があったら一番先に案内したい
海岸”と表現しています。

贅沢なおまつり

⓮タイヘイ牧場

50

日本海

司馬遼太郎の賛美

■場所／JR種差海岸駅周辺
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

鮫

岸の
種差海
ろ
こ
見ど

大小の岩礁が続き、
草花が咲き誇る中須賀から釜の口

『飢餓海峡』などで知られる直木賞作家・水上勉。種差海岸は
種差海岸は、小説
『父と子』の舞台のひとつ。東山魁夷の作品『道』に憧れて種差海岸を
訪問し、小説の舞台に設定したと語っています。後に同小説の映画
で撮影場所となりました。

地元で獲れた魚介を
ふんだんに使用した
スープは、磯の旨み
と風味がギュっと凝
縮されています。太
平洋を舌で感じる逸
品。種差海岸一帯の約10軒の食堂で、各店こ
だわりの味を堪能してください。

❶蕪島・蕪嶋神社

昭和15年に初めて種差を訪れた
東山魁夷は、
「もう一度あの道が
見たい」と昭和25年に再訪。今は
県道となっている舗装前の道路
をモチーフに、
「道」という作品
を描き上げました。この作品は、
東山魁夷の代表作として知られ
るもの。種差の一本の道が、心象
風景ともいえる「道」という作品
に昇華されたのです。現在、魁夷
が自らの「道」を発見した道の傍
らには標柱が建てられています。

種差海岸の北のエントランス
蕪島から美しい磯の海岸線を眺めながらゆっくり散策

東山魁夷の「道」に憧れ

磯の風味を楽しむ

ROUTE

大須賀から白浜にかけての砂
浜は、
「鳴砂」として有名。歩く
とキュキュッと鳴くような音
がする砂で、ゴミ等の付着物
のないきれいな状態でしか鳴
らないことから、自然環境が
守られている証しとされてい
ます。全国にあった鳴砂の浜
も、
今では30か所ほど。鳴砂を
守ろうと、平成19年には八戸
市で「全国鳴砂サミット」が開
催されました。

東山魁夷の一本の
「道」❾

中須賀から釜の口へ

磯ラーメン

いちご煮祭り

貴重な鳴砂を体験しよう ⓭

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中須賀から白浜へ

葦毛崎から南へ行くと︑小さな湾形

の中須賀︑ユニークな形状をした釜の

種差海岸天然芝生地

口にたどり着きます︒中須賀に設けら

れた遊歩道は︑四季折々の花々を楽し

める観賞ポイント︒また︑入り江の海中

に釜の形をした岩があることから名付

けられた釜の口は︑種差を代表する景

勝地です︒複雑な造形をした海岸線を

望みながら歩みを進めると︑これまで

とは一変して︑なだらかな砂浜が現れ

ます︒大須賀浜は︑鳴砂の浜としても有

名︒遊歩できる砂浜として国内では最

大規模のひとつとして知られています︒

白浜から深久保漁港へ向かう田村崎は

絶景で︑鳥瞰図画家の吉田初三郎は朝

種差海岸を代表する景勝地、中須賀
植物観賞をしながら遊歩道を歩き、砂浜が美しい白浜へ

鮮半島の景勝地︑金剛山に例え﹁陸奥金

剛﹂と呼んでいたと言われています︒

淀の松原から大久喜へ

年以上の松並木が広が

80

深久保漁港を越えると淀の松原が現

れます︒樹齢

る遊歩道をゆっくり進むと︑樹々の合

間から荒々しい海岸美と景観美が楽し

めます︒淀の松原を抜けると︑美しい草

地が広がる種差天然芝生地へ︒なだら

かな起伏の草地が水際まで広がり︑ど

こか異国情緒を感じさせる印象的な場

所です︒北須賀︑種差漁港︑高岩展望台

を越えると︑最南端の大久喜漁港に到

着︒漁港を見下ろす丘には江戸時代末

期の浜小屋が建っており︑当時の漁師

の暮らしを伝える貴重な資源として︑

国の重要有形民俗文化財に指定されて

います︒

歴史ある松並木、淀の松原。異国情緒漂う天然芝生地を
楽しみながら、名勝の最南端、大久喜漁港へ

■期間／7月6日〜9月1日※詳細はP22参照

「ごあいさつカレイ」が来館者をお出迎え

05

04

県南・下北エリア

県南・下北エリア

八戸市街
はちのへさんしゃたいさい

横丁と食を堪能

八戸三社大祭

約290年の歴史と伝統を誇る
南部地方最大の祭り

「おいしい」、だけじゃない
八戸市の中心街には、昭和20年代に誕生した
「たぬき小路」
「ハーモニカ横町」や、新しい八
戸の観光スポットとしても知られる「みろく
横丁」など個性的な８つの横丁があります。
八戸地方を代表する郷土料理はもちろんのこ
と、その店でしか味わえないレシピを揃えた
お店が並びます。お一人様、家族連れ、女子会、
男子会、海外からの観光客など客層は多彩で、
お客さん同士の繋がりも楽しめます。

ろーちょう

ロー丁れんさ街

八戸昭和通り

花小路

立ちのぼる旨そうな湯気と陽気な声 三日町側と六日町側のビルの間を通 昭和の雰囲気を醸し出す焼き鳥屋や
に思わず暖簾をくぐりたくなる。人 る路地はみろく横丁とクロスし大吉 スナックに加え、ワニステーキなど
通りの多い、明るく開放的な横丁ス 通りへと抜けることができます。路 のメニューを置く店もあり、バラエ
ティー豊かな横丁です。
タイルは初心者にオススメ。
地裏感覚を味わえる横丁。
（平成16年より）
（昭和30年代前半より）
（昭和62年より）

■期間／7月31日（前夜祭）〜8月4日（後夜祭）
■時間／日によって異なります
■場所／八戸市中心街ほか
■料金／無料（有料観覧席2,000円・要申込）
■交通／JR本八戸駅より徒歩約5分
■問／八戸観光コンベンション協会
☎0178-41-1661
八戸市観光課☎0178-46-4040

■交通／JR本八戸駅より徒歩約15分
■問／八戸横丁連合協議会☎0178-72-3311

たぬき小路

みろく横丁

長横町れんさ街

一番新しい横丁だけに、活気があふ 昭和の雰囲気がただようレトロ感が 食べ物屋さんが多く、行ったり来た
れています。しっかり食べられるお 味わい深い。一見、行き止まりと思わ りが楽しい横丁。映画館の脇の横丁
店がたくさん。三日町と六日町をま せる路地の向こうは五番街に繋がっ に、鎖をつないだ状態で飲食店が並
たがる横丁であることから「みろく ています。小さいながらも粋でこだ んだことから「長横町れんさ街」と呼
わりのある料理を味わえる名店多数。 ばれました。
横丁」と名づけられました。
（昭和20年代前半より）
（昭和20年代後半より）
（平成14年より）

ハーモニカ横町

五番街

路地の片側に老舗の小さな酒場が集
まり、懐かしくもどこか新しいテイ
ストが感じられます。ハーモニカの
リード（吹吸口）のように飲食店が並
んだことから「ハーモニカ横町」と呼
ばれました。
（昭和20年代後半より）

旧映画館前に抜ける通り。アメリカ
映画の「五番街の出来事」が上映され、
大ヒットしたことから、この映画に
ちなんで「五番街」と名づけられまし
た。
（昭和30年代後半より）

八戸三社大祭
はちのへさんしゃたいさい

八戸の旨いものを横丁で味わう。
あおもり五大夏祭り

八戸せんべい汁

いろんな具でダシで

08

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

八戸
環状花小路
道路
鷹匠小路
たぬき小路
340

口一丁れんさ街
長横町れんさ街
ハーモニカ
横町

八戸昭和通り
五番街

「お通り（8/1）」と「お還り（8/3）」
では、山車の運行に加えて、御輿
や武者行列、さらに華やぎを添
える、獅子舞・虎舞などの神楽舞
も行われます。
法霊神楽

笹の葉踊り
高館駒踊

稚児行列

八戸市・三沢市・むつ市・野辺地町・六戸町・横浜町・東北町・六ケ所村・おいらせ町・

●

●

八戸市美術館

八戸三社大祭の見所

虎舞

大間町・東通村・風間浦村・佐井村・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村

みろく横丁

●

八戸三社大祭は︑享保6年︵1721︶に法霊大

八戸ポータル
ミュージアム
「はっち」

者山三社堂︵現在の新羅神社︶に渡御したことに始

●

●

グランドサンピア八戸

明神︵現在のおがみ神社︶が神輿行列を仕立て︑長

八戸市庁 ●

薄くのばしたそばを三角に切って湯がき、ね
ぎ味噌やにんにく味噌をつけて食べる郷土
料理です。
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

やがて︑この祭りには八戸藩の有力な商人が買

340

八戸グランド
ホテル

まりました︒

八戸I.C

長者山新羅神社
八戸ポータル
ミュージアム
「はっち」

至陸奥湊→
三八城公園

味噌とそばは相性抜群

い入れた人形を載せて担いだ﹁屋台﹂や﹁虎舞﹂など︑

●

●

そばかっけ

町民で編成した行列が参加するようになり︑まち

櫛引八幡宮

45

新鮮なウニとアワビを贅沢に使った「いち
ご煮」は県南地方の郷土料理。乳白色のスー
プからのぞくウニがまるで朝もやにかすむ
野イチゴのように見えることから名付けら
れました。磯の香りと添えられた青ジソの
香りが相まって、贅沢な風味を醸します。
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

の安泰や豊作を祈願する大規模祭礼として発展し

八
戸
駅

八戸市博物館 ●
●
長根運動公園
史跡根城の広場 ●

←至八戸

●

45

本八戸駅

素材の味と香りが活きる絶品

ていきました︒

本八戸駅
八戸市庁 ●

104

●

八戸市横丁MAP

いちご煮

八戸三社大祭の中日（8月2日）に行わ
れる「加賀美流騎馬打毬（かがみりゅ
うきばだきゅう）」は文政10年（1827）
新羅神社の新築造営落成の際に初め
て祭典競技として行われました。紅
白 4 騎ずつに分かれた 2 組で競技し、
網の付いた毬杖（まりづえ）を持った
馬上の武士が、巧みな馬術で毬を操
り、自陣の毬門に放り投げ、4 つの毬
全てを入れるまでのスピードを競い
ます。昭和47年に青森県の無形民俗
文化財に指定され、全国では他に宮
内庁と山形県でのみ行われています。

17

年︵1884︶には新羅神社が︑その３年

JR八戸線

104

駅
陸奥湊

104

明治

●

ROUTE

後には神明宮の行列が加わって三社の祭りとなり︑

陸奥湊駅前朝市

加賀美流騎馬打毬

それまでの同じ人形を屋台に載せるスタイルから︑

●

八食センター

●

至種差海岸↓

454

●

蕪島 ●
館鼻岸壁朝市

●

葦毛崎
展望台

マリエント

前夜祭・後夜祭では山車がライトア
ップされ、多くの人で賑わいます。

毎年新しく作った山車を運行する形へと変化し︑

フェリー埠頭

近海産の煮干しや鶏
ガラでダシをと
る八戸伝統の
スープ。あっ
さり味です
が、細ちぢれ
麺に深みのあ
るスープが調和
します。
■場所／八戸市内各所
■問／八戸らーめん会（八戸商工会議所内）
☎0178-43-5111

年に国の重要無形民俗文化財に

伝統ある、懐かしの味を復活

鮫駅

八戸自動
車道

道
森鉄
青い

●

八戸らーめん

その後︑平成

漁場が近く、新鮮なまま水揚げされる八戸前沖
さば。日本のさば漁としては最北限に位置し、
豊富な餌と低い水温のために良質の脂を蓄え
ています。特に大型のものを「銀鯖」と呼び、旨
さは別格。市内にはさばサンドなどユニークな
料理を提供する店もあります。
■問／八戸前沖さばブランド推進協議会事
務局（八戸商工会議所内）☎0178-43-5111

16

現在の祭りの原型となりました︒

小麦粉の生地をひっつまんで（引きちぎっ
て）鍋にいれる南部地方の郷土料理。つるり
とした舌触りとモチモチ、ぷるぷるの食感
が特徴です。
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

とろけるサバをさまざまに味わう

台もの山車が市の中心部を華やかに練

たまらない食感

27

指定され︑現在は神話・歌舞伎などを題材とした豪

八戸の幸をお得に味わえる

特産の八戸前沖さばや日本一の水揚げを誇
るイカをはじめ旬の鮨11貫が3,000円で楽
しめる定額メニューです。市内13店舗で提
供。※店舗により種類は異なります。
■料金／3,000円（お吸い物付）
■問／八戸商工会議所
☎0178-43-5111

華絢爛な

はちのへ鮨

ひっつみ
八戸前沖さば

り歩きます︒

2012年、第7回B-1グランプリで八戸せんべ
い汁研究所がゴールドグランプリを受賞。
具だくさんの汁に、鍋用南部せんべい（おつ
ゆせんべい）を割り入れて煮込む八戸地方
独特の家庭料理。汁の旨みがしみ込んだせ
んべいはアルデンテ。独特のモチモチ、しこ
しこ食感が病みつきです。
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

■場所／長者山新羅神社・桜の馬場
■交通／JR本八戸駅より徒歩約20分

07

国宝と文化を堪能

、

ROUTE

八戸市街

朝市と朝ぶろめぐり

県南・下北エリア

110

櫛引八幡宮 国宝を観賞

【国宝館】

南部氏の創建とされ、南部領総鎮守として ■時間／9：00〜17：00
信仰を集めてきました。国宝館には「赤絲威 ■料金／一般400円
■交通／JR八戸駅より
鎧
（兜、
大袖付）
」
「
、白絲威褄取鎧
（兜、
大袖付）
」
車約10分
をはじめ、
多数の文化財が収められています。 ■問／☎0178-27-3053

ROUTE

是川縄文館

縄文の里・八戸から文化を発信

国宝合掌土偶
（がっしょうどぐう）

■開館／9：00〜17：00（入館16：30まで）
■入館料／一般250円
■休館／月曜（第1月曜、祝日は開館）
■交通／JR八戸駅よりバス約25分
■問／八戸市埋蔵文化財センター是川
縄文館☎0178-38-9511

ROUTE

歴史を知り、
未来がひらく

八戸市中心街の新名所

縄文から中世、藩政時代そして現代と、八
戸の歴史をわかりやすく紹介しています。
隣には史跡根城の広場があります。

史跡根城の広場

ROUTE

114

昭和16年に国史跡に指定
1334年、南部師行（もろゆき）により
築城された根城南部氏の城を復元し
た城址公園。南部家文書や出土品・遺
物などを手がかりに、当時の生活の
場面を設定・展示。専門のボランティ
アガイドが根城南部の歴史などを詳
しく説明してくれます。

■開館／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■入館料／一般250円
■休館／月曜（第1月曜・祝日の場合は開館）、
祝日の翌日（土・日曜の場合は開館）、月末
休館の場合あり
■交通／JR八戸駅よりバス約12分
■問／☎0178-44-8111

■開館／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■入館料／一般250円
■休館／月曜（第1月曜・祝日の場合は開館）、
祝日の翌日（土・日曜の場合は開館）、月末
休館の場合あり
■交通／JR八戸駅よりバス約12分
■問／八戸市博物館☎0178-44-8111

るるっぷ八戸

10

ROUTE

112

ユートリーで伝統工芸を体験

「南部裂織」
「南部菱刺し」を体験

古くなった布や着古した着物を細か
く裂いて紐状にしたものを材料にし
て作られる南部裂織や南部菱刺しは、
この地方に古くから伝わる伝統工芸
の一つ。現在は現代風のデザインで
普段使いの作品が作られています。
■日時／菱刺し＝月・木・金曜10：00〜12：00・
13：00〜14：30、裂織＝火・木・土曜10：00〜
12：00・13：00〜15：00（上記以外要相談）
■所要時間／菱刺し40〜60分、裂織90分
■場所／ユートリー２階（JR八戸駅となり）
■料金／1,000円（材料費、税込み）
■申込／予約不要（但し裂織は2名以上は要予約）
■問／八戸地域地場産業振興センター
ユートリー☎0178-27-2227

新鮮な魚介や青果、焼き魚にお惣菜。朝市では、多種多様な八戸の食
文化に丸ごと触れることができます。
館鼻岸壁朝市は300を超える出店と買い物客であふれ、港町らしい活
気をみせます。朝市と朝ぶろを楽しむなら「八戸あさぐる」が便利。

八戸あさぐる

八戸ポータルミュージアム
ROUTE 111
「はっち」
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カフェ、ショップ、観光展示、ギャ
ラリーなどのほか、南部裂織やオ
リジナルデザインの服飾雑貨を創
作する作家集団の工房、漆塗と彫
金で “ 新・八戸伝統工芸 ” を創造す
る若手作家の工房、草木染や南部
菱刺を軸に新しいフォーククラフ
トの工房などを集めた「ものづく
りスタジオ」などがあります。
■開館／9：00〜21：00 ■入館料／無料
■休館／第2火曜（祝日の場合翌日）
■交通／JR本八戸駅より徒歩約10分
■問／☎0178-22-8228

八戸まちタク

南部バスが運行している八戸市内循環コミュニティバスです。オレンジ
の車体の「おんで号」は右まわり。キミドリ色の車体の「やぁんせ号」は左
まわり。2台のバスで一日中ぐるぐる循環しています。“ちょこっと” でも、
“じっくり一日” でもご自分のペースで安心してご利用できます。

タクシーチケットでお得に八戸を散策。エリア
内（4種のエリア）の施設から施設へ、タクシーを
3回利用できます。時間制限がなく、行きたい時
に自由に移動できます。

■期間／毎日運行 ■料金／初乗り150円、上限200円。
■問／八戸市地域公共交通会議（八戸市都市政策課）☎0178-43-2111（代）

■料金／7,000円〜14,000円（エリアにより異なります）
■問／八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661

館鼻岸壁朝市

隣接する是川遺跡や風張１遺跡などを通して、
東北地方の優れた縄文文化を発信。縄文人の
芸術性に触れる「縄文の美」や国宝「合掌土偶」
を展示する「国宝展示室」、縄文時代を学ぶ「縄
文の謎」などで構成される常設展示室のほか、
企画展示室では埋蔵文化財に関わ
るテーマの特別展等が催されます。

新しい “朝活”のご提案！朝ぶろと朝市がセ
ットになった乗合タクシーツアー。早朝営
業の銭湯でさっぱりした後は、活気あふれる朝市で獲
れたて作りた
ての地元グル
メを堪能。前
日22時までに
宿泊ホテルに
お申し込みください。
（朝市のみ、銭湯のみのコースも
あります。）
■期間／通年 ■出発時間／6：00〜7：00
■料金／1,500円〜（コースにより異なります。飲食代別）
■問／八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661

ROUTE

左／八戸市営魚菜小売市場
（陸奥湊駅前朝市）では、海
産物や惣菜など、市場内で
買ったおかずをご飯、味噌
汁と一緒に食べられる飲食
スペースが人気です。
下／陸奥湊駅前にある「イ
サバのかっちゃ」
（市場のお
母さん）の像

【陸奥湊駅前朝市】
■開場／3：00〜正午
■場所／JR陸奥湊駅前
■休場／日曜、1月1・2日
※市営魚菜小売市場は第
2土曜も休み
【館鼻岸壁朝市】
■期間／12月までの日曜
■開場／日の出〜9：00
■場所／館鼻岸壁
■交通／市内よりワンコインバス「いさば号」か乗り
合いタクシー「あさぐる」で。

陸奥湊駅前朝市

国宝・赤絲威鎧︵兜大袖付︶
︵あかいとおどしよろい かぶと︑おおそでつき︶

国宝 ・白絲威褄取鎧︵兜大袖付︶
︵しろいとおどしつまとりよろい かぶと︑おおそでつき︶

八戸市博物館
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八戸えんじょいカード
八戸市内のバス、JR八戸線（八戸〜種差海岸）
が1日乗り放題。また約80箇所の協賛店で割
引やサービスもあります。利用交通機関等
を説明したガイドブックも進呈。
【ご利用できる交通機関】
■八戸市営バス／市内全路線、種差海岸遊覧バス「ワ
ンコインバス・うみねこ」号、日曜朝市循環バス「ワ
ンコインバス・いさば」号
■南部バス／市内運行全路線及び八戸市南郷区（一
部区間除く）、八戸市内循環コミュニティバス「る
るっぷ八戸」、八食ワンコインバス、八食200円以
下バス
※八戸市外に行く場合には使えません。八戸市外へ
行く場合には、乗車したバス停から下車した八戸
市外までの運賃を請求されます。
ご注意ください。
■JR八戸線／八戸〜種差海岸の各駅相互間
※鉄道でエリア外に乗り越しした場合などは区間外
の料金をお支払い下さい。
【販売所・料金・特典】
■JR東日本の「みどりの窓口」、
「びゅうプラザ」にて、
「八戸えんじょいカード引換券」を購入し、その引
換券を「八戸えんじょいカード」と交換します。
■交換場所／JR八戸駅、JR本八戸駅、JR陸奥湊駅、JR
鮫駅の「みどりの窓口」または「びゅうプラザ」「
、は
っち」、
「ラピア」。
■料金／大人700円、子ども350円
■問／八戸カード運営協議会（八戸市観光課内）
☎0178-46-4040

ROUTE

八食センター
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炭火焼きで新鮮な魚介類が楽しめ
る「七厘村」。七厘焼セットも販売。

水揚げされたばかり
の魚介類はもちろん、
青果や銘菓、飲食店
まで約60店が軒を連
ねる総合食品センタ
ー。購入したものを炭火焼きにして食べられる
「七厘村」も好評。
「八戸らーめん」、
「はちのへ鮨」
など、八戸の味を満喫できます。
■開場／市場棟9：00〜18：00、味横丁9：00〜18：30、
厨スタジアム9：00〜21：00
■休場／水曜（厨スタジアムは無休）
■交通／JR八戸駅よりバス約10分
※ワンコインバス・200円以下バス有り
■問／☎0178-28-9311

八戸花火大会

ROUTE
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八戸の夏の風物詩
館鼻漁港を背景に花火が打ち上
げられます。
■期日／8月下旬
■料金／無料（有料観覧席あり）
■場所／館鼻漁港
■交通／JR陸奥湊駅より
徒歩約15分
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

09

県南・下北エリア

南部地方

県南・下北エリア

南部の食と景勝地探訪

そば打ち＆果樹狩り体験

青森シャモロック

青森県オススメの地鶏

農作業・郷土料理体験

そば打ち体験

果樹狩り体験

廃校となった校舎で、おじ
いさんやおばあさんの指導
でそば打ちや豆腐、味噌つ
くりなどを体験できます。

冷涼な丘陵地帯で栽培される「階上
早生」に代表されるそばは風味豊か。
南部地方各地では手打ちそばを味わ
えるそば打ちも体験できます。

南部町は果樹生産が盛ん。6月下旬の
さくらんぼ狩りに始まり、桃や梨、ぶ
どう、りんごなど11月中旬まで収穫
体験が楽しめます。

■時間／8：30〜16：30
■休校／月曜
■料金／体験により異なります
■交通／JR八戸駅より車約50分
■問／山の楽校☎0178-82-2222

■問／道の駅はしかみ☎0178-88-1800
■問／階上町わっせ交流センター
☎0178-88-2709
■問／道の駅なんごう☎0178-82-2902
■問／山の楽校☎0178-82-2222
■問／そばの里けやぐ☎0178-76-1060

■期間／6月下旬〜11月中旬
■交通／青い森鉄道諏訪ノ平駅より車約6分
■問／ながわ農業観光案内所
☎0178-76-3020

田舎暮らしをプチ体験

「まなびや」
で体験

ROUTE
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芳醇な香りが根強い人気

廃校になった小学校で豆腐や味噌、干
柿作り、そば打ち等を体験できます。

●新そばまつり
収穫、製粉が終わったばかりの新そ
ばを楽しむイベントです。
【階上町】
■期日／10月中旬

牛の乳搾り体験が無料で楽しめるほか、
■場所／わっせ交流センター、道の駅はし
予約制（有料）でアイスやウインナー作
かみ、フォレストピアはしかみ
■交通／JR階上駅より車約15分
り、川魚のつかみ取り（有料）などを体
■問／階上そば振興委員会（事務局階上町
験できます。

産業振興課）☎0178-88-2111
【田子町】
■期日／10月16日
（予定）
■場所／田子町新田
活性化センター
■交通／青い森鉄道
三戸駅よりバス
■問／経済課商工
観光グループ
☎0179-20-7114
【八戸市南郷区】
■期間／10月下旬〜
11月上旬
■場所／八戸市南郷区各所
（道の駅なんごう、朝もやの館、山の楽校）
■休館／道の駅なんごう(無休）、
朝もやの館・山の楽校（月曜）
■交通／JR八戸駅よりバス
■問／道の駅なんごう ☎0178-82-2902

キメが細かく、深みのある濃厚な味
わい。数々のテレビで取り上げられ、
高級食材・特選素材として大人気。五
戸町内では名物・倉石牛や馬肉も食
べられます。
■問／五戸町観光協会☎0178-62-7155

■期間／通年（7日前まで要予約）
■料金／中学以上2,000円、小学1,500円
未就学児・無料
■場所／南部町農林漁業体験実習館チェリウス
■交通／青い森鉄道剣吉駅より車約20分
■問／☎0178-76-1001

ROUTE
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田子町ガーリックセンター
たっこにんにくを全国へ発信

田子町のにんにく産業と国際交流の
拠点。にんにく加工品の販売や、
「に
んにくカレー」「にんにくラーメン」
などにんにくを使った様々な料理を
提供しています。
■時間／9：00〜18：00
（11月〜3月は17：00まで）
■休館／無休（臨時休業あり）
■交通／青い森鉄道三戸駅より車約30分
■問／☎0179-32-3165

南部町では、町内イベントや農業体験の開催時期に合わせてバスを運行。

茅葺き屋根の民家が並ぶのどかな村で、
せんべい焼きやそば打ち、陶芸などを
ROUTE 122
体験できます。

■期間／11月上旬まで
■時間（乳搾り）／13：15〜13：45
■休場／水曜（7月18日〜8月20日まで無休）
■場所／間木ノ平グリーンパーク
■交通／JR八戸駅より車約1時間10分
■問／新郷村ふるさと活性化公社
☎0178-78-2511

農業体験とスイーツ作りを一緒に楽
しめる参加型ツアー企画。旬の素材
を使うためフルーツやスイーツの種
類は行ってみてからのお楽しみ！

達者村フルーツバス

農村風景を愉しみながら田舎体験

123
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■期間／6月下旬〜10月下旬
■場所／五戸町
■交通／JR八戸駅より車約20分
■問／五戸町農林課☎0178-62-2111

■時間／8：30〜17：00 ■場所／階上町内
■料金／日帰り2,000円、1泊2日8,500円、2
泊3日12,500円
■交通／JR階上駅より車約20分
■問／はしかみグリーン・ツーリズム協議会
（階上町産業振興課内）☎0178-88-2790
.
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ブルーベリーをはじめ、さくらんぼ
やりんごなどの収穫体験ができます。

ROUTE

もぎたてフルーツで
Myスイーツ作り

６月下旬から大粒のサクランボ狩り
に始まり、りんごやにんにく、梅、紫
蘇の実収穫やジュース作りなど季節
により様々な収穫を体験できます。

野菜や雑穀などの栽培、山菜採りに薪
割など季節に応じた様々な農作業や農
産物加工を体験できます。

新郷村で乳搾りを体験

南郷区の里山で季節のフルーツを収穫

北のフルーツパーラー

五戸町で旬を収穫

ふれあいも楽しい農業体験

■期間／10月末まで ■休村／火曜
■時間／10：00〜16：00
■交通／青い森鉄道三戸駅より車約45分
■問／タプコプ創遊村☎0179-32-4344

フルーツ王国南部町

■場所／八戸市南郷区
■交通／JR八戸駅より車約20分
■問／グリーンプラザなんごう
☎0178-82-2902

■期間／土・日曜のみ開館
■時間／10：00〜15：00■料金／1,500円〜
■交通／JR階上駅より車約15分
■問／階上町わっせ交流センター
☎0178-88-2709

12

南部地方

■路線（スケジュール）／八戸市庁〜八戸駅西口〜農業観光案内所〜さくらんぼ狩り〜
昼食・体験〜ドライフラワーセンター〜農産物直売施設〜八戸駅西口〜八戸市庁
※ほかの果樹狩りは路線（スケジュール）が多少異なります。
■予約／ご利用日の7日前まで（最少催行人数5名） ■受付時間／8：30〜17：00
■問／ながわ農業観光案内所☎0178-76-3020

キリストの里伝承館

ROUTE
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語り継がれる伝説

新郷村のキリスト伝説の源になった
古文書の展示や当時の村の様子を紹
介しています。
■期間／11月上旬まで
■開館／9：00〜17：00■入館料／一般200円
■休館／水曜（7月20日〜8月31日まで無休）
■交通／JR八戸駅より車約1時間
■問／☎0178-78-3741
【第50回キリスト祭】
■期間／6月2日
■時間／9：30〜12：30
■場所／キリストの里公園
■問／新郷村観光協会☎0178-78-2025

県立城山公園三戸城

南部藩の面影が残る古城を歩く
南部藩の由緒ある歴史と文化を誇る
三戸町。春には1600本の桜が咲き誇
る三戸城は県南随一の桜の名所とし
ても有名です。伝説と歴史に彩られ
た街並みを散策してみませんか。
■問／三戸町総務課☎0179-20-1111

さんのへ夏まつり

提灯のトンネルが幻想的
目抜き通りに約3,000個の提灯をつ
けた大きな竹を立てかけることから
「ちょうちんまつり」とも呼ばれてい
ます。
■期間／8月9日・10日
■時間／19：00〜21：00
■場所／三戸町中心街
■交通／青い森鉄道三戸駅よりバス約10分
■問／三戸町商工会☎0179-22-2131

にんにくとべごまつり

馬肉料理

特産品「たっこにんにく」と「田子牛」
を同時に味わえる贅沢なイベント。
丸ごと１頭を焼き上げた田子牛の丸
焼きは豪快そのもの。牛肉とにんに
くの奏でる味わいをお楽しみ下さい。

別名「さくら肉」とも呼ばれ、身の色が
鮮やかな桜の花に似ていることに由来
しています。成分にはグリコーゲン、必
須アミノ酸を効率よく含んでおり、健
康食品として貧血気味の方に特におす
すめいたします。焼肉、鍋物、そしてし
ゃぶしゃぶなど女性に大人気です。

特産品を豪快に食べつくす

■期間／10月5日・6日
■時間／10：30〜15：00
■場所／田子町大黒森229ドーム
■交通／JR八戸駅より車約1時間
■問／にんにくとべごまつり実行委員会
（田子町産業振興課内）☎0179-20-7114

なまず御膳
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日本一の高さを誇る三重の塔、
鎌倉
執権・北条時頼公が創建した法光寺

まるごと一匹調理

■料金／4,725円（要予約）
■時間／11：00〜21：00
■場所／チェリウス
■交通／青い森鉄道諏訪ノ平駅より車約8分
■問／チェリウス☎0178-76-1001

■問／十和田市観光推進課 ☎0176-23-5111
五戸町企画振興課 ☎0178-62-7952

白華山 法光寺
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骨は酒に、頭や内臓は出汁に、ビタミ
ン・コラーゲン豊富ななまずの美味
しさを引き立てた品々が揃います。

高タンパク・低脂肪のヘルシー料理

名久井岳県立自然公園に位置する曹洞
宗別格地の法光寺。 開山は建長年間
（1249〜1256 ）といわれます。鎌倉執権・
北条時頼公がこの地を訪れた際、夢想
軒の庵主である玉峰捐城和尚に一晩の
宿と心からのも
てなしを受けた
ROUTE 117
お礼に開基した
なんぶとしやすたまや
名久井岳の名刹
国重要文化財「南部利康霊屋」 で、糠部三十三
1632年、南部27代利直公が、
観音の十九番札
四男利康の死を悼んで創建。
所でもあります。
江戸時代初期の豪華絢爛なる桃山建
山号は山門下の
築の様式がそのままに取り入れられ、
池の白蓮華に由
華麗なること東北随一と賞されてい
来して「白華山」
ます。用材は全て木曾産の最高級の
です。建物は明
檜であり、領内の鹿角郡に金山が発
治11年に焼失し
見され、南部家の財力が最も豊かな
ましたが、後年
時でしたので、このような高価な用
再建されていま
材を求めたことがうかがわれます。
す。昭和24年に建立された「承陽塔」は、
昭和28年11月14日、国の重要文化財
うっそうとした森の中に立ち、建立当
に指定されました。
時は三重の塔としては日本一の高さと
※写真撮影は不可。
いわれ、多くの旅人が訪れる観光名所
■拝観／9：00〜12：00・13：00〜16：00
となっています。
■休館／8月12日〜21日、
11月21日、
12月1日
〜3月31日
■料金／大人／300円
■交通／青い森鉄道三戸駅より車約7分
■問／三光寺☎0179-23-3773、教育委員会
社会教育課☎0179-34-2132

■期間／11月上旬まで
■時間／9：00〜16：00
■料金／一般200円
■交通／青い森鉄道諏訪ノ平駅より車約12分
■問／☎0178-76-2506

11

下北地方最大の祭礼礼礼礼礼
礼﹁田名部まつり

■期間／8月18日〜20日
■場所／田名部神社周辺
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／むつ市商工観光課
☎0175-22-1111
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■問／JR東日本お問い合せセンター
☎050-2016-1600

京文化が漂う祭囃子とともに、神楽、山車（「稲
荷丸」
「仁和賀山」
「大正山」
「弁天丸」が練り歩
きます。
■期間／8月8日（宵宮）〜11日
■交通／JR下北駅よりバス約1時間40分
■問／目時宮司☎090-2270-2776

船山車に飾られた提灯が秋の夜を彩ります。
フィナーレでは総出でお囃子を奏でます。
■期間／10月9日（宵宮）〜11日
■交通／JR下北駅よりバス約1時間10分
■問／風間浦観光協会☎0175-35-2010

300年の歴史を持ち、八幡宮のご神体を納めた
神輿を先頭に神楽や稚児行列、そして、県内随
一の大きさを誇る5台の山車が練り歩きます。
■期間／9月14日・15日
■交通／JR大湊駅よりバス約35分
■問／川内八幡宮社務所☎0175-42-2236

寛政年間に神輿や神具一式が能登の商人から
もたらされたのが起源。山車神楽や道中神楽
など多数の神楽も加わり、見どころ多彩。
■期間／8月15日〜17日
■交通／JR大湊駅よりバス約1時間5分
■問／脇野沢地区観光協会☎0175-44-2217

箭根森八幡宮例大祭

■コース／JR大湊駅（フォルクローロ大湊）〜プラザホテルむつ（JR下北駅より徒歩3分）〜ホ
テルユニサイトむつ〜むつ来さまい館〜むつグランドホテル〜下風呂〜大間崎（見学9：20〜
50）〜大間（津軽海峡フェリー前）〜佐井アルサス（※仏ヶ浦探勝・高速観光船10：40〜12：10
頃）〜佐井アルサス（※青森9：40発シィライン高速船利用の場合、佐井アルサスから乗車可）
〜大間〜下風呂〜恐山（※見学14：15〜15：00）〜JR下北駅〜尻屋崎（見学16：30〜50）〜むつ
グランドホテル〜むつ来さまい館〜ホテルユニサイトむつ〜プラザホテルむつ〜JR大湊駅
（フォルクローロ大湊）
■期間／10月27日までの土・日・祝、7月1日〜5日、8日〜12日
■料金／大人3,800円(小人1,900円)※観光遊覧船は2,300円、
恐山入山料は500円別途となります
■問／下北観光協議会☎0175-22-1111

享保 3 年（1718）から伝わると言われ、京都の
祇園祭りの流れを汲む祭り。神輿や山車、神楽、
能舞などの行列が町内を巡ります。
■期間／9月14日〜16日
■交通／JR下北駅よりバス約50分
■問／大畑八幡宮社務所☎0175-34-3636

脇野沢八幡宮例大祭

むつ市内のホテル等を出発し、下北半島の
主な観光名所を１日で巡ることができる観
光ルートバスです。プランに合わせて楽し
みが広がるルートバスです。

田名部まつり

元禄 9 年（1696年）に始まったとされ、北前船
によって伝えられた京都祇園祭の流れを汲む
お祭りです。
■期間／9月14日〜16日
■交通／JR下北駅よりバス約2時間20分
■問／佐井村観光協会☎0175-38-4515

山車曳き

五町の山車は午前中よりゆ
っくりと曳かれ、午後には
田名部神社に参内します。
五車が揃ってから中心街を
連なって練り歩きます。
※ルート・時間は要問合

力と技の妙
山車の方向転換
山車の車輪は角度を変えら
れないため、方向転換の時
には力強く回します。180度
の転換は圧巻です。

「化粧直し」で
宵を迎える山車
日中の荘厳な風情から一変
し、山車は雅やかな灯籠の
趣に様変わりします。化粧
直しをした山車が宵の繁華
街を艶やかに灯します。

田名部まつりの見どころ

ROUTE

野辺地駅から大湊駅
へと走る大湊線は、はまなすベイ
ライン大湊線という愛称で呼ばれ
ています。ほぼ全線がむつ湾に沿
って走り、途中の車窓からは、むつ
湾の穏やかな風光を望めます。陸
奥横浜駅付近では春は菜の花、夏
は緑の丘陵が目の前に広がります。
観光メニューも充実しています。

あおもり五大夏祭り

下北地方各所の山車まつり

釜臥山展望台

「リゾートあすなろ
下北号」
で感動の風
景に出会う

川内八幡宮例大祭

16

り航路の海運によってもたらされたも

■時間／約60分（要予約）
■料金／2,000円
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／下北名産センター☎0175-22-3231

︵田名部神社例大祭︶﹂は︑︑︑
︑北前船の西廻

巨大な金太郎
飴のように、
切るたびにカ
ラフルな図柄
が現れるベコ
餅作りが体験
できます。

のと考えられています︒田名部は︑江戸

色あざやかな模様はまさに芸術

伝統が生み出す格式と雅

たなぶまつり

下風呂若宮稲
荷神社例大祭

■時間／約30〜120分（要予約）
■料金／400円〜
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／中西建具センター
「工房木の夢なかにし」☎0175-26-3778
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時代︑︑︑
︑この地方の重要な産物であるヒ

JR
大湊線

ぐるりんしもきた号
ROUTE

バや昆布︑︑
︑アワビの積み出し港として

樹齢300年のヒバがお迎え

■期間／11月上旬まで※利用可能な時期に
制限がありますので、お問い合わせくだ
さい。
■交通／JR下北駅より車約40分
■問／むつ市商工観光課☎0175-22-1111

ベコ餅作り体験

田名部まつりの魅力は歴史を偲ばせ

■期間／通年■料金・場所・交通／要問合
■問／東通村つくり育てる農林水産課
☎0175-27-2111

142

木目の芸術品

削った後の木肌を晩秋の雨・時雨に
見たてた「時雨彫り」は、数ミリメー
トル残した木の柾目を生かしてすか
し彫りをする芸術品。地元産のヒバ・
スギ材を使用し、しおりや絵馬の製
作体験ができます。

栄え︑︑
︑北前船も多数往来しました︒

■開館／9：00〜21：00
■交通／JR下北駅よりバス約10分
■問／☎0175-22-0909

ROUTE

アゲハチョウの夜景にウットリ
旧南部藩に伝わる銘菓「南部せんべ
下北半島最高峰（標高879m）頂上近
い」。南部鉄器の焼型を使って、オリ
ジナルせんべいを作ってみませんか。 くにある展望台は、幻想的な宇曾利
山湖、南に八甲田山、北に尻屋崎や北
■時間／30〜60分（要予約）
■料金／1枚100円・1グループ5枚以上から受付
海道を望む大パノラマが魅力。夜に
■交通／JR下北駅より車約10分
は街の灯りがアゲハ蝶のように浮か
■問／八戸屋☎0175-22-3324
びあがります。山頂まで420mの遊歩
道も完備。

148

る重厚・絢爛な山車︑宵に変貌する雅な

昔ながらの手焼きにこだわる

山車の風情︑︑︑
︑風趣豊かに運行する山車

郷土料理やむつのホタテ、大畑や風
間浦のイカなど下北半島各地の旬を
味わえるレストランや、特産品の販
売もあります。田名部まつり・ミニチ
ュア山車の展示も必見。

夏でも冷涼
な気候を生
かして栽培
された地元産そ
ば粉の十割そば。心地よ
い歯触りと喉越しの良さが特徴で、村
内２軒のそば処と各種イベントで味わ
えます。

まさかりプラザ

大間稲荷神社例大祭

ROUTE

145

と街並み︑それを曳く男衆の粋︑︑
︑古くか

■時間／5：00〜23：00
■入浴料／平日500円、土・日・祝600円
■交通／JR下北駅より車約8分
■問／むつグランドホテル☎0175-22-2331

ROUTE

ぶ

東通村産の
みを使用

秋詣り10月12日〜14日
■時間／6：00〜18：00（大祭期間中は5：30〜）
■入山料／500円
■交通／JR下北駅よりバス約45分
■問／恐山寺務所☎0175-22-3825
【恐山・恐山境内ガイド】
■期間／10月末まで
■料金／3,000円（1〜5名様まで）、
5,000円（6〜15名様程度まで）

手焼きせんべい体験

ら受け継がれた伝統としきたりにあり

むつ市を見おろす高台にあり、湯冷
めしにくく、肌がすべすべになる掛
け流しのお湯は女性に人気です。

ます︒

女性に人気の
「美人の湯」

祭りの形式は︑︑︑
︑祇園の流れをくむと

147

いわれ︑古くは寛政4年︵1792︶﹃菅

ROUTE

な

東通そば

大畑八幡宮例大祭

となみ

江真澄遊覧記﹄﹄
﹄の中にこのことが書か

■入浴料／500円（入山料で入浴できます）
■場所／恐山境内
■問／恐山寺務所☎0175-22-3825

明治９年からずっと船舶の安全を見守
ってきた尻屋埼灯台。辺りには、県の天
然記念物に指定されている寒立馬が放
牧されています。春の出産シーズンに
は、誕生したばかりの愛らしい仔馬の
姿を見られます。

0
20

た

田名部まつり

■期間／4月1日〜11月30日■料金／見学無料
■交通／JR下北駅よりバス約60分
■問／東通村つくり育てる農林水産課
☎0175-27-2111

祖先を奉り、
家族を想う
比叡山、高野山と共に日本三大霊山
に数えられる恐山は、貞観４年（862）
に慈覚大使によって開山されました。
長禄元年（1457）にいったん廃寺とな
ったものの、享禄 3 年（1530）吉祥山
円通寺（曹洞宗）により再興され、戦
後より全国から参詣者が集まるよう
になりました。風車がカラカラとま
わり荒々しい岩場の合間から硫黄の
臭いが立ち込める様子は、地獄や浄
土に見立てられており、年間を通じ
て多くの参拝者が訪れます。また、恐
山菩提寺では、法話や納経、座禅法話
などの体験もできます。

140

れているので︑︑
︑これ以前に行われてい

144

ROUTE

白い灯台が映える本州最北東端
寒立馬が草を食むやすらぎの風景。

たものと思われます︒

ROUTE

寒立馬・尻屋崎

日夜遅くか

恐山

■開館／9：00〜21：00
■交通／JR下北駅よりバス約10分
■問／☎0175-33-8191

恐山境内に湧出する乳白色の硫黄泉。 ■開山期間／10月下旬まで（積雪状況によ
り変動します）恐山大祭7月20日〜24日、
男・女・混浴の4つの湯小屋があります。

時雨彫り体験

141

「観光と食と温泉」
「歴史と文化」
「自
然」
「海洋科学」
「産業」など下北地域
を様々な面から紹介。また、下北の観
光やイベント、物産などの情報も発
信しています。

恐山の
温泉

斗南温泉

ROUTE

下北に「来さまい」
（お越しください）

あでやかな祇園ばやしの中を5町内

むつ来さまい館

の山車が運行され︑8月

）

ら祭のクライマックス︑五車別れが執

古刹︑恐山と体験めぐり

）

むつ市・下北地方

り行われます︒

県南・下北エリア

田名部まつりで
演じられる「東通能舞」
田名部神社境内では、東通
村に古くから伝えられてい
る国重文の能舞が演じられ
ます。
※期日要問合

祭りのクライマックス
「五車別れ」
無数のちょうちんが揺れる
中、5団体の山車が集まって、
男衆たちが酒を酌み交わし、
翌年の再会を誓います。

15

県南・下北エリア

下北地方

むつ市・下北地方

風間浦村下風呂温泉郷は津
軽海峡に面した古くからの
湯治場。温泉場のたたずま
い、この地ならではの食や
風物を今も大切に守り継い
でいます。１年を通して様
々なイベントや体験にそれ
らの伝統は活かされていま
す。

下風呂温泉郷

共同浴場「大湯」

ゆかい村を体験

遊快で楽しい、それがゆかい村です

烏賊様レース

●木工体験（通年、要予約、休：第3土日曜、
1,000円〜、風間浦村易国間わいどの木）
■問／村口産業☎0175-35-2147
●ベコ餅作り体験（通年・要予約、2,000円）
■問／ベコ餅工房「かさい」☎0175-36-2653
●元祖烏賊様レース（7月中旬〜10月末、不
定休、時間要問合、600円）
●イカ釣り海上遊覧体験（7月〜8月頃、休：
金曜・漁協休漁日他、3,000円）
●マイ塩辛作り体験（9月頃〜12月頃、7日前
まで要予約、1,200円）
●ポラリスを探せ（10月末頃まで、休：火・木
曜・8/13〜16・10/9〜11、20：00より約1時
間、300円）
■上記に表記の無い問／風間浦村観光協会
☎0175-35-2010

イカ釣り海上遊覧体験

【活イカ備蓄センター・イカ刺し】
■期間／7月中旬〜10月末頃まで（不定休）
※時化や不漁などにより入荷のない場合が
あります。
■時間／8：00〜17：00
■料金／刺身800円、定食1,000円
※イカの種類や大きさにより価格変動あり）
■交通／JR下北駅よりバス約1時間10分
■問／☎0175-36-2112

本州北端︑
大間のマグロを堪能
18

151

157

川内川渓谷遊歩道

日本一の大間本マグロを堪能
大間ブルーマリンフェスティバル

舟競争大会、よさこいソーラン、花火
大会など見どころ満載。
■期日／8月14日
■時間／9：00〜20：30
■問／大間町産業振興課☎0175-37-2111

日曜日はマグロだDAY

大間崎・OEC観光ガイド

9月から10月第3日曜日まで毎週、マ
グロの解体ショーなどが行われ、解
体したマグロや、自慢の特産品を販
売します。

大間をもっと楽しみたいなら、漁師
の娘や奥さんたちで結成された「お
おまエスコートクラブ（OEC）」によ
る観光ガイドがおすすめ。笑いが絶
えない楽しいガイドです。

■期間／9月第1日曜〜10月第3日曜の毎週日曜
■時間／要問合
■問／宮野製パン☎0175-37-2718

大間超マグロ祭り
巨大なマグロが次々と解体されてい
きます。大間マグロバーガーも販売
予定です。
■期間／10月26日・27日
■時間／9：00〜15：00
■場所／大間港（すべてのイベント）
■交通／JR下北駅よりバス約1時間40分
■問／大間町観光協会☎0175-37-2233

マグロのカマ焼き

■期間／通年（要予約）
■料金／2名2,000円〜（バス1台5,000円〜）
■問／おおまエスコートクラブ代表蛯子良子
☎090-7931-4509

大間崎

本州最北端、本マグロのまち
大間のシンボルであるマグロの一本
釣りのモニュメントは、約9メートル
の大きさで、過去に釣れた最大級の
本マグロをモデルにしたモニュメン
ト。本マグロは7月〜2月にかけて水
揚げされます。１年中食べることの
できるお店が町内に数店舗あります。

津軽海峡に面した本州最北の硫黄温
泉で有名な下風呂温泉。大湯、新湯、
浜湯と泉質の異なる源泉があり、古
くから湯治場として栄えてきました。
温泉郷の歴史は室町時代から続き、
共同浴場の「大湯」は江戸時代には南
部藩が湯守を置いて管理していまし
た。温泉場から眺める夜の津軽海峡
を灯す漁り火が旅情感を醸し出して
います。

ゆかい村で「遊（湯）めぐり」
ヒバの湯札で温泉郷内の３か所に入
浴できます。下風呂温泉の宿泊者限
定です。
■期間／通年
■休館／大湯：月曜、新湯：火曜
■時間／7：00〜 ※各旅館、ホテルにより
利用時間が異なります
■料金／800円
■問／下風呂温泉旅館組合☎0175-35-2010

桑畑温泉

ROUTE

ROUTE

153

瀬や滝が刻む渓谷美と
素朴な温泉を愉しむ

せきれい橋から眺める大滝

下北ワイン

有機の郷のワイン
下北の気候にあわせ、青森県で初め
てピノ・ノワール種などのワイン専
用品種の栽培に成功。
「国産ワインコ
ンクール」で受賞した様々なワイン
を楽しめます。
■開館／10：00〜17：00（ぶどう園見学は11
月末まで9：00〜16：00）
■場所／サンマモルワイナリー
■交通／JR大湊駅より車約20分
■問／☎0175-42-3870

158

川沿い4.4kmにわたって整備されて
いる遊歩道で森林浴。大滝や八つ橋、
川内川にかかる吊り橋やアーチ橋、
斜張橋と、それぞれ異なる渓谷美を
楽しめます。終点には心も体も安ら
ぐ湯野川温泉。事前予約で「下北自然
ボランティアガイド」
（ 有料）の案内
もあります。
■問／むつ市川内庁舎産業建設課
☎0175-42-2111

薬研渓流遊歩道

ROUTE

149

森林と温泉を楽しむ

薬研温泉「ホテルニュー薬研」

薬研渓流沿い約6kmの遊歩
道では、せせらぎを聴きな
がら森林浴や四季折々の景
観を楽しめます。木材輸送
に利用された大畑森林鉄道
跡やヒバの実験林も必見。
遊歩道添いには薬研・奥薬
研温泉があります。
■問／むつ市大畑庁舎産業建設課
☎0175-34-2111
夫婦かっぱの湯

かっぱの湯

かっぱの湯

濃々園

ROUTE

152

かっぱ伝説が残る温泉郷

津軽海峡を一望

湯野川温泉

津軽海峡を見渡せ
る海抜30mの高台
に面した天然温泉。
露天風呂からは大
間崎に沈む夕陽や漁り火、遠く北海
道が眺望できます。

川内渓流や豊かな森を身近に感じる
露天風呂。特産のひばの香り漂う内
風呂。街の喧騒を離れ、風情豊かな温
泉に心も癒されます。

■期間／通年（露天風呂は4月頃〜11月頃）
■時間／10：00〜21：00（入館20：30まで）
■入浴料／350円
■休／第2月曜（祝日の場合翌日）
■交通／JR下北駅よりバス約1時間20分
■問／桑畑温泉湯ん湯ん☎0175-32-6045

お湯の湧出口が、漢方薬の薬種の粉
砕器「薬研」の形に似ているところか
ら、名が付きました。大畑川の渓流に
沿って広がり、
「本州の奥座敷」と称
される薬研温泉。さらに2kmほど上
がった所にある奥薬研温泉は、町営
の温泉露天風呂（男女別）です。

ROUTE

154

ひなびた風情が人気を集めています

■問／むつ市川内庁舎産業建設課
☎0175-42-2111

今から約1,100余年前、大怪我をした
慈覚大師がかっぱに助けられ、この
露天風呂で傷を癒したことから名付
けられたと言われています。

【夫婦かっぱの湯】 ROUTE 150
■時間／8:30 〜 18:00（4〜10月）
【かっぱの湯】
■休館／無休（4〜10月）
■期間／4月上旬〜11月上旬
■料金／200円
■時間／7：00〜17：00（時間により男女入替） ■交通／JR下北駅より車約50分
■休館／水曜午前
■問／むつ市大畑庁舎産業建設課
■料金／無料
☎0175-34-2111

圧巻の造形美︑仏ヶ浦

ポラリスを探せ

青森ヒバで楽しく木工体験、切るた
びにカラフルな図柄が表れる田舎の
スイーツ「ベコ餅作り」体験、真イカ
の泳ぎの早さを競う「元祖烏賊様レ
ース」、漁師気分と津軽海峡の夕景を
満喫できる「イカ釣り体験」、手作り
の味が楽し
める「マイ
塩辛作り体
験」、夜の漁
港で漁り火
と満天の星空を楽しむ「ポラリス（北
極星）を探せ」と、体験メニューも豊
富なゆかい村です。

風間浦村のイカは
一味違う！

大間マグロ
バーガー

ROUTE

本州最北の硫黄温泉

ゆかい村の食自慢

大間ブルーマリン
フェスティバル

ROUTE

本州の奥座敷
共同浴場「新湯」

潮流の速い津軽海峡に鍛えられた風間
浦産のイカは甘みたっぷり。昔ながら
の漁法で釣り上げたイカを常備する
「活イカ備蓄センター」では目の前で捌
いた新鮮なイカを味わえます。

おくやげん

薬研温泉・奥薬研温泉

むつ湾フェリー利用促進
レンタカーキャンペーン
JRの駅レンタカーご利用のお客様が、
むつ湾フェリー「かもしか」をご利用
の場合、自動車航走運賃が半額にな
ります。
※県内の協賛店の特典クーポン付き。
■期間／11月5日まで ※キャンペーン期間
中でも予定台数に達した場合、キャンペ
ーンを終了することがあります。
■対象車種／全長5m未満の乗用車
■対象営業所／駅レンタカー新青森、七戸
十和田、八戸、弘前営業所
■問／むつ湾フェリー☎0174-22-3020
※むつ湾フェリーについての詳細は48ペー
ジに記載

船旅で仏ヶ浦を愉しむ
海岸に沿って約2km続く景観の全体
像はぜひ観光船で。船上からは陸地
では見ることのできないスケール感
を堪能することができます。また、上
陸して極楽浜などを歩くこともでき
ます。高さ数十 mもある断崖の連な
り、その圧巻を、海と陸地から見比べ
てみませんか。
※高速船「ポーラスター」、遊覧船「夢の平成
号」、遊覧船「仏ヶ浦観光船」で絶景を楽し
めます。
※料金等の詳細は48ページに記載

「大函丸」就航

仏ヶ浦への観光船

津軽海峡フェリー（大間〜函館航路）
に新フェリーが就航しました。新し
い快適な船旅を体感してください。

佐井村のウニ丼

ROUTE

ポーラスター

156

観光船の発着場のすぐ前にある佐井
村の情報発信施設「アルサス」の食事
処「まんじゅうや」では、海を眺めな
がら新鮮なウニやアワビ、ブリなど
津軽海峡の幸が味わえます。
【食事処まんじゅうや】
■開店／11：00〜14：00
■交通／JR下北駅よりバス約2時間20分
■問／☎0175-38-4212

※津軽海峡フェリーについての詳細は48ペ
ージに記載

薬研渓流と川内川渓谷︑自然と温泉を探訪

温泉と体験を満喫

やげん

下
北

県南・下北エリア

仏ヶ浦

ROUTE

155

極楽浄土と現世を結ぶ景観
約２キロメートルにわたって巨大な奇
岩が連なる仏ヶ浦。仏ヶ浦の巨岩・奇岩
は白緑色の凝灰岩が気の遠くなるよう
な長い年月をかけて、荒波や風雪に削
られてできた地形。国の天然記念物に
も指定されており、一つ仏、如来の首、
五百羅漢などと命名された岩が連なる
様はまさに人智を超えた仏の領域。こ
の神秘的な美しさを明治の文豪・大町
桂月は「神のわざ 鬼の手つくり仏宇
陀 人の世ならぬ処なりけり」と讃え
ました。
17

青森市街

ベイエリアから始まる
青森市観光

青森ベイエリア周遊券
ベイエリアにある３施設（アスパム、
青函連絡船メモリアルシップ八甲田
丸、ねぶたの家ワ・ラッセ）をお得に
楽しめます。

■料金／一般1,300円
■問／青森県観光物産館アスパム
☎017-735-5311
青函連絡船メモリアルシップ八甲
田丸 ☎017-735-8150
ねぶたの家ワ・ラッセ
☎017-752-1311

古川市場とのっけ丼

ROUTE

青森ねぶた祭

絢爛豪華な火祭りを楽しもう
日本海

青森
横断の旅

■期間／8月2日〜7日 ※8月1日は前夜
祭を開催
■時間／8月1日前夜祭18：00〜21：00
（青い海公園特設ステージ）、2〜6日
19：10〜21：00、7日13：00〜15：00
（大型ねぶたの運行）
・19：15〜21：00
（青森花火大会・ねぶた海上運行）
■料金／無料（有料観覧席2,500円・要申込）
■場所／青森市中心街■交通／JR青森駅より徒歩10分
■問／青森観光コンベンション協会☎017-723-7211

太平洋

209

のっけて作る、
究極のわがまま丼
「のっけ丼」

あおもり五大夏祭り
208

●

常光寺

Ⓑスタート
青い森公園

正覚寺 ●

●

蓮心寺
蓮華寺

青森地方裁判所
●

4
● 市役所

● ラ・プラス青い森

20

Ⓐ風景コース（青函連絡船と津軽海峡四
季景色を訪ねて）
Ⓑ歴史と文化コース（棟方志功と青森発
祥の地を巡る）
Ⓒ味とショッピングコース
（観て！味て！！探検！！！）

気ままが嬉しい手ぶら観光

駅前の観光交流情報センターから
青森市内の宿泊施設（浅虫・八甲田
地区など除く）まで荷物を配達。
■受付時間／8：45〜15：00
（当日20：00までにお届け）
■料金／大（キャリーバッグ）1個400円
小（ボストンバッグ）1個300円
■問／青森市観光交流情報センター
☎017-723-4670

浅虫温泉花火大会

ROUTE

205

浅虫温泉ねぶた祭り

青森ねぶた祭の前夜祭を飾る浅虫
温泉花火大会。約4千発の花火が夏
の夜空を染め上げます。

湯けむり香る温泉街をねぶたが運
行。宿泊客にはハネト衣装の貸出
しもあります。

■期日／8月1日■時間／打ち上げ開始
19：30■場所／浅虫海浜公園
■料金／有料観覧席あり1人1,000円
■問／浅虫温泉観光協会
☎017-752-3250

■期間／7月13・14日、8月14日
■時間／7月13・14日は18：30〜21：30、
8月14日は19：00〜21：00
■場所／浅虫温泉街
■問／浅虫温泉観光協会
☎017-752-3250
ROUTE 204

■期間／7月1日〜8月6日
■時間／10：00〜16：00（12：00〜13：00
は除く） ■料金／無料
■問／ねぶたの家ワ・ラッセ
☎017-752-1311
ROUTE 202

青森ねぶた祭は︑七夕様の灯籠流しが変形して伝わ

青森県庁 ●

ホテル青森→

ったものだと言われ︑今から約２７０年〜２９０年前︑

● 県警本部

至

青い海公園内の「ラ
ッセランド」
ド」では、ね
ぶた小屋を見学しながら、ボラン
ティアガイドによるねぶたの歴史
や制作方法などについての解説が
聞けます。

享保年間の頃に︑油川付近で灯籠を持ち歩き踊ったと

● 青森市民美術展示館

実！
旅が充
ガイドと
ち
歩くま

現在のような歌舞伎などを題材とした灯籠︵ねぶ

り

県庁通り

八甲通
り

昭和
通り

青い森鉄道

7

Ⓒゴール
新町通

「ラッセランド」で
ねぶたを学ぼう!

■レンタル場所／①パサージュ広場
②駅前駐輪場③青森ワシントンホ
テル④ホテル青森⑤アスパム
■期間／10月末まで10：00〜17：00
※駅前駐輪場は9：00〜、最終受付16：00
■問／パサージュ広場事務局
☎017-721-2111

いう記録が残されています︒

●

さくら野
百貨店

■休館／8月9・10日■交通／JR青森駅より
徒歩約1分■問／☎017-752-1311

た︶が登場したのは文化年間と言われており︑その後︑

善知鳥神社 ●

パサージュ広場

さんふり横丁 ●
アップルパレス青森→
青森県立郷土館
Ⓑゴール

青森警察署 ●

● ホテルJALシティ青森

■開園／9：00〜17：30（最終入園17：00）
■入園料／一般560円■交通／JR新青森
駅より車約40分■問／☎017-738-1230

明治時代に入って青森ねぶたは一層大型化しました︒

ホテル
サンルート青森

■期間／毎週金・土・日曜、祝日
■時間／10：30と14：00スタート
■料金／無料（傷害保険加入の場合は参加
者負担。1名30円）
■予約／定員(15名)で締切りますので電話
で予約をお願いします。
■集合場所／青森市観光交流情報センター
■問／青森市観光交流情報センター
☎017-723-4670

名物のねぶた運行体験ショー（無
料）を連日開催。ハネトやねぶた囃 ■開館／9：00〜19：00（8月まで）、9：00〜
し体験、ねぶたの紙はり体験など、 18：00（9月〜4月）■入館料／無料（ねぶ
たミュージアム・ねぶたホールは有料）
体験メニューも満載です。

しかし︑明治新政府から任命された青森県令︵現在

中央
古川
通り

●

青森ワシントンホテル

自転車をレンタル（1回300円）
して
駅前の商店街や公園などを楽々散
策してみませんか。

青森ねぶた祭をまるごと体験

15

年︵1882︶に解禁される

●

Ⓐスタート
Ⓒスタート
●
アウガ
ニコ 新鮮市場
ニコ
●
通り
青森国際
古川市場 ● ホテル

● 聖徳公園

青森市の名所、旧跡、名物、地元でこ
よなく愛されているお店、市民も知
らない隠れた魅力など、気軽にまち
歩きが楽しめる３コースを用意。市
民ボランティアがご案内いたします。

203

55

の知事︶は︑地方の旧習を悪習と決めつけ︑明治６年

● 青森グランドホテル

通り

柳町通り

青森駅ビル●
ラビナ

駅前交番

安方

まちなかレンタサイクル

ROUTE

201

に禁止令を出し︑明治

● バスターミナル

実！
旅が充
ガイドと
ち
歩くま

■開館／9：00〜19：00
■入館料／一般500円 ■休館／無休
■交通／JR青森駅より徒歩約5分
■問／あおもりみなとクラブ
☎017-735-8150

ねぶたの里

ROUTE

ねぶた祭本番に出陣した５台の大
型ねぶたの前でハネト体験（土日
祝）ができるほか、迫力ある映像と
豊富な資料で、ねぶたの魅力を余
すことなく伝えます。海が目の前
の広がる、青森の食材を使ったレ
ストラン、ねぶたグッズや特産品
を揃えたショップもあります。

20

まで︑ねぶた祭が９年間も姿を消した時期がありま

ねぶたの家ワ・ラッセ

アス
パム
通り

青森
駅

● 青森県観光物産館アスパム

● 青森市観光交流情報センター

■開館／9：00〜21：00
（施設により異なります）
■入館料／無料 ■休館／不定休
■交通／JR青森駅より徒歩約1分
■問／JR東日本青森商業開発
☎017-752-1890

観る！跳ねる！学ぶ！
青森ねぶたを体感

年︵1980︶には国の重要無形民俗文

青森ベイブリッジ
青森ラブリッジ
青い海公園

●

青函連絡船八甲田丸の船体を利用し
た日本初の鉄道連絡船ミュージアム。
操舵室、機関室、鉄道車両を運んだ車
両甲板などが展示されています。昭
和30年代の駅前朝市連絡船乗り場な
どの様子を等身大の人形で再現した
「青函ワールド」もオープン。歴史と
海峡ロマンが感じられます。

した︒その後︑我が国の代表的な伝統文化として認め

青森港

● A-FACTORY

工場と市場を兼ね備えた青森の新名
所。工場では県産りんごで作るシー
ドル等の醸造工場の見学と購入がで
きます。県産食材にこだわった料理
やスイーツなども堪能できます。

ねぶたの家ワ・ラッセ

られ︑昭和

● 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

駅前駐輪場

「機械遺産」認定、
「青函ワールド」

レンタサイクル
設置場所

● 青森港旅客船ターミナル

Ⓐゴール

県産食材を使った「食」が大集合！

数台の極彩色の人形ねぶたと︑
﹁ラッセラー﹂の

■開館／9：00〜22：00（施設により異なります）
■入館料／無料（一部有料）■休館／無休
■交通／JR青森駅より徒歩約8分
■問／☎017-735-5311

青函連絡船メモリアルシップ
ROUTE 206
八甲田丸

化財の指定を受けました︒

■場所／青森魚菜センター
■料金／最初に食事券の購入が必要です
■休場／火曜
■交通／JR青森駅より徒歩約5分
■問／古川市場のっけ丼案内所☎017-763-0085
青森魚菜センター☎017-777-1367
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掛け声とともに乱舞する跳人︵ハネト︶︑囃子方が一

地上15階、高さ76ｍの建物には、青森
県を360 度の全周映像で紹介するパ
ノラマ映画や展望台、展望レストラ
ンや郷土料理店、県内最大級のお土
産店などがあります。津軽三味線無
■開場／7：00〜17：00（お店によって異なります） 料演奏会も1日2回実施中。

ROUTE

終日には夜空を焦がす約1万発の花火のもと︑海上

三角形が目印、
観光＆物産の情報発信基地

A-FACTORY

体となって繰り広げる日本を代表する火祭りで︑最

青森県観光物産館アスパム

青森ねぶた祭

青森市・十和田市・平内町・七戸町

ROUTE

運行が行われます︒

昭和の懐
かしさと
活気を感
じさせる
古川市場
の中の一つ、
「青森魚菜センタ
ー」で好評を博しているのが「のっけ丼」。
旬の刺身をどんぶりご飯にのせ大胆に
いただきます。旬の美味しい具材は、お
店のやさしいお母さんたちに気軽に聞
きましょう。

青森花火大会・
ねぶた海上運行

青森・八甲田・十和田エリア

青森・八甲田・十和田エリア

衣装をレンタル
いざ祭りに“出陣”
祭り衣装に身を包み
思い切り跳ねてみよ
う。レンタルはもち
う
ろん販売もしていま
す。HPで詳しく紹介。
■HP／www.nebuta.
or.jp/
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青森・八甲田・十和田エリア

八甲田の季節を楽しむ

ROUTE

浅虫温泉・平内・浪岡

浅虫温泉郷

226

ROUTE

220

津軽の殿様も愛した温泉

田茂萢岳山頂までを約10分
で結ぶ八甲田ロープウェー。
ガイドと一緒に夏の登山を
楽しみ、草花や山について
理解を深めませんか。夕景
や星空の美しい時期には営
業時間を延長、展望デッキから夜空に輝く星と夜景を一望できます。

昔は布を織る麻を蒸すためだけにお
湯を使っていたといわれている青森
の出湯・浅虫温泉。多くの文人たちが
愛した温泉としても有名で、特に棟
方志功は浅虫温泉に逗留し、板画や
随筆などの作品にも浅虫温泉を記し
ています。

■期間／トレッキングは6/16・23・30、7/7・14・15・21（各回20名まで）
夕焼けロープウェーは8/9〜18の間の金・土・日、星空ロープウェー
は9/7〜29の間の土・日・祝日
■時間／9：00〜16：20（トレッキングは9：00〜16：00、夕焼けロープウェー
は18：20まで、星空ロープウェーは19：00まで延長）
■料金／一般往復1,800円※トレッキング参加料1,000円（保険料含む）
■休／無休（天候状況により運休となる場合があります）
■交通／JR青森駅よりバス約1時間 ■問／☎017-738-0343

■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅下車

麻蒸湯札
ROUTE

田代平湿原のワタスゲ
田代湿原のワタスゲ

湿原や高原をかろやかに楽しむ

八甲田、初夏の風物詩の代表格レン
ゲツツジやワタスゲ。「田代平湿原」
などではモウセンゴケも見どころ。
観察道である木道沿いにはワタスゲ
などの貴重な湿原植物が初夏の風に
揺れます。
「田代平高原」
「グダリ沼」
では、レンゲツツジの紅色が鮮やか
に染め上げます。

八甲田を気軽に散策

ゴード（ひょうたん）形の遊
歩道沿いには湿原が点在し、
さまざまな高山植物が密生。
八甲田の連山を間近に仰ぎ
ながらトレッキングが楽しめます。

けなしたい

八甲田毛無岱

八甲田高地の湿原美を楽しむ

■交通／ロープウェー山頂公園駅より徒歩

寒水沢温泉

ROUTE

227

八甲田ロープウェーのすぐ目の前
八甲田ロープウェー山麓駅まで徒歩
1分という好条件。リゾート感覚あふ
れるホテルです。
■交通／JR青森駅よりバス約1時間
■問／八甲田リゾートホテル
☎017-738-2233

青森市↑

●

ブナ林に包まれた北欧風の一軒宿
八甲田連峰の最高峰・大岳の西麓に湧
く天然温泉が自慢。満天の星を仰ぎな
がらゆったりとくつろいでください。
■立ち寄り入浴時間／11:30〜16:00（15：00
受付終了）
■休／無休※メンテナンスのため入浴できな
い時間帯があります。
■交通／JR新青森駅よりバス約1時間
■問／HOTEL Jogakura
☎017-738-0658、0120-38-0658

ROUTE

228

国民保養温泉第1号
江戸時代からの湯治場の風情と硫黄
の香りが漂う名湯。全国でも珍しい
「温泉療養アドバイザー」が体調に合
わせた入浴法をアドバイスしていま
す。館内はヒバを用いた重厚な造り
で、
「千人風呂」が有名です。
■交通／JR新青森駅よりバス約1時間10分
■問／☎017-738-6400

乗馬体験＆乗馬トレッキング
大自然に体をゆだねる開放感

馬の背に揺られながら眺める青森の
大自然は格別です。初心者向けには
周辺をゆっくり歩くコース、また経
験者には、八甲田周辺のトレッキン
グが楽しめるコースがおすすめ。
■期間／通年（前日まで要予約）
■時間／9：00〜17：00
■料金（例）／青カン林道コース12,000円
（90〜120分）
■休／火曜（祝日の場合翌日）
■交通／JR青森駅より車約25分
■問／青森乗馬倶楽部☎017-728-1779

ROUTE

城ヶ倉大橋

●

394

●

酸ヶ湯
←黒石市 キャンプ場

八甲田温泉

ROUTE

●

赤倉岳
上毛無岱 ▲

地獄沼

田代平湿原
散策路

●

●

展望浴場からの眺めが最高

浅虫温泉のお土産と言えば、
「くじら
餅」。海の鯨とは全く関係がなく、米
の粉、小豆、砂糖にクルミを混ぜて蒸
し上げるのが特徴。クルミの香ばし
さと控えめな甘さが人気の秘密です。

浅虫温泉の8つの宿では、特
産品のりんごやカシスを使
った自慢のスイーツがワン
コインで楽しめます。

■問／永井元祖久慈良餅本舗☎017-752-2144
永井久慈良餅店☎017-752-3228
森山菓子店☎017-752-4123
菊屋餅店☎017-752-3268

グダリ沼

●

●

雛岳
▲

▲

高田大岳

394

▲

▲

硫黄岳
103

浅虫観光ホテル

睡蓮沼

青い森
鉄道

青森県東部の主要観光地を結ぶ

J R 東日本から分離した青森〜八戸間の並行在来線は「青い
森鉄道」に生まれ変わりました。
そして、青森〜目時（めとき）間
121．9kmをつなぐ鉄道としてスタートし、浅
虫温泉・野辺地・三沢・八戸などの主要地を結
んでいます。
■問／☎017-752-0330

●

103

230

常田健土蔵のアトリエ

十和田市↓

貸し切りの「らむね湯」が自慢

ROUTE

224

田代平湿原そばにある一軒宿。男女
とも広々とした露天風呂など、4種の
異なる源泉を掛け流しで愉しむこと
ができます。

津軽に生まれ、力強く生きる農民の
姿を一途に描き続けた画家・常田健。
アトリエとしていた土蔵には最後に
手がけた作品も残され、生前そのま
まの状態で展示しています。

■立ち寄り入浴時間／10：00〜17：00
■交通／JR青森駅より車約50分
■問／ぬぐだまりの里 秘湯 八甲田温泉
☎017-738-8288

■開館／10：00〜15：00
■入館料／一般500円
■休館／不定休（要問合）
■交通／JR浪岡駅より車約5分
■問／☎0172-62-2442

雲谷高原温泉

ROUTE

231

青森の温泉をぜいたくに
楽しめる
浅虫・八甲田・奥入
瀬・小川原湖・三沢。
豊かな自然に恵ま
れた風光明媚な５
エリアの加盟施設
23軒の中からお好
きな2〜4軒の温泉を愉しめます。

ROUTE

223

ほたて養殖発祥の地でほたてづくし

もっとも美味しくなるように、ブレンド

モヤヒルズや青森市内を一望。青森
県産ヒバを使用した大浴場と八甲田
連峰を望む露天風呂があります。

ホットも美味しいアップルサイダー
ですが、冷やして飲む際は、かち割り
氷に生レモンを添えます。レモンの
酸味で、味がキリッとしまり、トロピ
カルで上品な美味しさです。

■交通／JR青森駅より車約30分
■問／the HOTEL's ヴィラシティ雲谷
☎017-738-2121

■販売場所／道の駅なみおか、アスパム他
■問／PaSaPa青森・地域社会づくり研究会
担当：塚本☎0172-69-1770

高原の夜空が楽しめる露天風呂

青の森 湯巡愉札

ほたて広場

アップルサイダーオンザロック

■時間／11：00〜15：00
■料金／500円（ドリンク付）
■問／浅虫温泉旅館組合
☎017-752-3259

浅虫のおいしい
水ゼリー

■料金／1,000円
■問／新たな青森の旅・十和田湖広域
観光協議会事務局☎0176-51-6772

力強く生きる農民を描く

あおもり味のスイーツで
おもてなし

浪岡産愛情
林檎パイ

■開館／7：00〜21：00
（レストランは11：00〜19：00）
■入浴料／一般350円
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約1分
■問／☎017-737-5151

田代高原

田代平キャンプ場

大岳

●

●

浅虫温泉スイーツ巡り

むつ湾を一望する展望浴場が絶景。
また、青森名産黒房すぐりスイーツ、
県産ほたてを使用した加工品、名物
の久慈良餅などが一堂に揃います。

酸ヶ湯温泉

●

222

道の駅浅虫温泉 ゆ〜さ浅虫
海扇閣

●

●

城ヶ倉温泉

酸ヶ湯温泉

グダリ沼のツツジ

八甲田温泉 ●
ワタスゲの大群落
ゴードライン

下毛無岱

229

■問／浅虫温泉旅館組合☎017-752-3259

雲谷高原温泉

ェー
●
寒水沢温泉

浅虫のくじら餅

「くじらの餅」ってなぁに？

■交通／ロープウェー山頂駅より徒歩

八甲田
ロープ
ウ

ROUTE

浅虫温泉郷内の
13の加盟施設の
うち３軒の湯殿
を1,500円、2軒
の湯殿を1,000
円で楽しめます。
個性ある温泉を
気軽に楽しめる
湯札です。

■交通／JR新青森駅より車約50分

八甲田中腹に広がる湿原地帯は長い
ヒバ造りの階段により上毛無岱と下
毛無岱とに分かれます。広々とした
湿原が眼下に広がり、下毛無岱から
は八甲田連峰の山々が見渡せます。

103

城ヶ倉温泉

225

田代平湿原・田代高原・グダリ沼

八甲田毛無岱

八甲田ゴードライン

八甲田ゴードライン

青森・八甲田・十和田エリア

青森の奥座敷︑浅虫温泉郷にくつろぐ

青森の屋根︑八甲田を遊ぶ

八甲田ロープウェー

八甲田

青森県営浅虫水族館

ROUTE

221

トンネル水槽は迫力満点
大きなエイやアジ、サバの群れが頭上
を行き交い、海の中にいるような気分
を味わえる長さ15mのトンネル水槽。
餌が投げ込まれた瞬間、大小2,500匹以
上の魚たちが一斉に群がる大迫力の光
景をご覧ください。
■開館／ 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■入館料／一般1,000円
■休館／無休
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約10分
■問／☎017-752-3377

むつ湾で獲れた旨みたっぷりのほた
て貝や、新鮮な魚介類・加工品がずら
り。その場で食べられる食堂や貝焼
コーナーも人気です。
■開場／9：00〜18：00
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より車約5分
■問／☎017-752-3220

青森乗馬倶楽部
（八甲田周辺林間）
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