ト）

十和田湖

奥 入 瀬 渓 流・十 和 田 湖

ROUTE
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60周年を迎えた観光名所

渓流足スト楽チャリ
貸出場所

●

白布の滝
天狗岩 ●
白絹の滝
←黒石市・弘前市

湖の美は湖岸の景にあり

●

十和田湖ランチクルーズ

湖上で味わう50分のランチタイム

■期間／11月上旬まで（要予約）
■時間／11：00〜、12：00〜、13：00〜
■料金／3,000円、5,000円、7,000円
■問／十和田湖マリンブルー☎0176-75-3025

十和田神社

乙女の像

蔦沼散策

●

休屋

宇樽部
瞰湖台

十和田湖畔温泉

江戸時代までは「十和田青龍大権
現」を祀り、現在では「日本武尊」
を祭神としています。神社からも
らい受けた人型の和紙「おより」
に願いを書き、占い場で船から湖
面に流し祈願します。
■問／十和田湖総合案内所
☎0176-75-2425

十和田湖ヒメマス

日本屈指のヒメマス漁獲量を誇る十
和田湖には、かつて1匹の魚も棲んで
いませんでした。明治36年に和井内
貞行氏がヒメマスの養殖に成功して
十和田湖へ放流。その2年後、放流し
たヒメマスが産卵のため岸の浅瀬に
押し寄せ、十和田湖を豊かな湖に変
えました。味がよくバリエーション
も豊富なヒメマス。特に刺身は地元
ならではの甘みとろける一品です。

ROUTE
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森には、噴火によって誕生したとい
われる沼が点在し、澄み渡る水面に
美しいブナの森を映し出しています。
少し離れた赤沼を除く大小 ６つの沼
沿いには、遊歩道「沼めぐりの小路」
が整備されており、約 1 時間程で1周
できます。遊歩道の起点となる「蔦温
泉」は、風情ある温泉宿。総ブナ造り
の底板を沈めたヒバの湯殿からは透
明で清らかなお湯がたっぷりとあふ
れ出し、散策で疲れた体を癒せます。
■問／十和田市観光協会☎0176-24-3006
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奥入瀬渓流

十和田湖畔一の規模を誇る旅館街。
十和田湖観光の拠点です。
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蔦温泉

奥ゆかしい温もりに包まれて
朝の空気を吸い込んで

早朝の十和田湖畔をボランティアガ
イドと一緒に散策しませんか。
■期間／11月上旬まで ※申込不要、悪天候
以外毎日開催（6：00〜7：00頃）
■集合／十和田湖ビジターセンター（休屋）
■問／十和田湖自然ガイドクラブ
☎0176-75-2368

とわだこ賑山亭

■交通／JR新青森駅よりJRバス約2時間（焼山まで）
■問／十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

ブナ林に囲まれて佇む蔦温泉は明治
の文豪、大町桂月がこよなく愛した
一軒宿。久安3年（1147）には既に湯
治小屋があり、訪れる人を癒してき
ました。レストランでは肉の旨みを
堪能できる「シャモロック重」が味わ
えます。温泉の奥には通称「蔦七沼」
があり、神秘的な美しさを見せます。

渓流足スト楽チャリ

自然にやさしい自転車で奥入瀬散策

■交通／JR新青森駅よりバス約1時間50分
■問／蔦温泉旅館☎0176-74-2311

下記の３箇所で電動アシスト自転車
を貸出し。奥入瀬渓流の空気を直に
体感できます。

十和田湖温泉郷

森に囲まれた歴史ある温泉郷
十和田湖レークサイドホテル
ROUTE
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焼山から十和田湖の子ノ口まで、約14
㎞続く奥入瀬渓流（徒歩約7時間）。阿修
羅の流れ、雲井の滝など、大小14の滝や
千変万化の流れが躍動感溢れる景観を
創り出しています。

蔦温泉

十和田湖早朝ガイド

ROUTE

森と渓流が渾然一体、日本屈指の景勝地

■問／十和田湖畔活性化事業協同組合
☎0176-75-3355

奥入瀬渓流遊歩道の起点「焼山」にあ
る温泉郷。硫黄泉と単純泉の2種類の
泉質が楽しめます。
■問／十和田市観光協会☎0176-24-3006

沼めぐりの
小路

1周：約1時間
30分

蔦沼

長沼

ビジター
センター

鏡沼

月沼

十和田湖の紺碧のブルーをイメージ
した日本初の青いビール。酸味と甘
みがあり、シャンパンのような味わ
いが楽しめます。

← 八甲田ロープ
ウェー

蔦沼散策マップ

十和田湖の青いビール

野鳥の
小路

蔦温泉

●

出発・ゴール ●

●

出発・
ゴール

瓢箪沼

菅沼

■問／信州屋☎0176-75-3131
ホテル十和田荘

28

子ノ口

奥入瀬渓流ホテル

奥入瀬

十和田湖の勝景を楽しみながらのラン
チタイム。5,000円コースでは特選ラン
チボックスにフルーツとジュース、缶
ビール、ワインなどが付きます。

●

寒沢の流れ

遊歩道終点

遊覧船航路
Bコース

ROUTE

銚子大滝

五両の滝 ●

←黒石市・弘前市

■問／十和田湖増殖漁業協同組合
☎0176-75-2612

双白髪の滝
姉妹の滝

東湖
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遊覧船航路
Aコース

十和田湖

■時間／8：15〜17：20※季節により早発便
もあります
■料金／一般1,400円
■交通／JR新青森駅よりJRバス約2時間30分
（子ノ口まで）
■問／十和田湖遊覧船運航事務所
☎0176-75-2909

各旅館オススメの料理を！

ROUTE

●
●

中湖

■回送区間／子ノ口⇆休屋間
■料金／3,000円
■問／十和田湖観光汽船☎0176-75-2306

●

不老の滝

●

西湖

十和田湖遊覧船ご乗船のお客様の自
動車を、休屋回送受付所、または子ノ
口遊覧船案内所まで回送します。

●

●

十和田湖畔温泉

遊覧船をもっと便利に

白糸の滝

●
●

●

●
●

● 馬門岩
阿修羅の流れ
千筋の滝
雲井の滝
双竜の滝
岩菅の滝
玉簾の滝

●

●
●

白銀の流れ ●
雲井の流れ

九段の滝

遊覧船は、十和田湖の中でも最も深
い中湖をめぐり、豪快な景観の「御倉
半島」や女性的な優しさを醸し出す
「中山半島」、200メートルにも及ぶ絶
壁の「千丈幕」の眺めを堪能できます。
子ノ口〜休屋間を運航するＡコース
と休屋発着のBコースがあります。そ
の他、特別コースの企画が年に数回
ありますのでお問い合せください。

パワー
スポット

自動車回送サービス

石ヶ戸
（休憩所）

●

十和田湖湖上遊覧

十和田神社占い場

三乱の流れ

●

屏風岩 ●
九十九島

■交通／JR新青森駅よりJRバス約3時間10分
■問／十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

ROUTE

惣辺

奥入瀬渓流遊歩道

バス停

中山半島

国立公園指定15周年記念事
業として、1953年（昭和28
年）に十和田湖畔・御前ケ浜
北端に建てられました。作
者は「智恵子抄」で知られる
高村光太郎。互いに左手を
合わせる形で向き合う高さ
2.1メートルの2人の裸婦像
には、病弱だった妻・智恵子
への想いが込められている
といわれ、神秘の湖・十和田
湖の象徴的な存在です。

紫明渓

駐車スペース

標高400メートルの山中にある十和
田湖は、15万年程前から繰り返した
火山の噴火でできた二重式カルデラ
湖。深く美しい藍をたたえた、神秘の
湖です。湖畔遊歩道から「御前ヶ浜」
を抜け、
「乙女の像」、
「十和田神社」周
辺までの散策や遊覧船、ボート遊び、
サイクリングなどもおすすめです。
ROUTE

焼山

トイレ

神秘的美しさに彩られた十和田湖

乙女の像

十和田湖温泉郷

森と水の織りなす風光を愉しむ

十和田湖

青森・八甲田・十和田エリア

●

奥入瀬渓流館 ●
奥入瀬湧水館

御倉半島

神秘の景観を愉しむ︑
十和田湖

アクセスマップ

奥入瀬渓流

遊歩道起点

蔦沼・蔦温泉↑

←

青森・八甲田・十和田エリア

■料金／電動アシスト（4時間）1,000円
一般自転車（4時間）700円
※乗捨て（例えば奥入瀬渓流館で借りて子ノ
口で返した場合）は300円増し、延長は1時
間ごとに300円。
※身長143㎝以上の方限定
■問／奥入瀬渓流館☎0176-74-1233
石ヶ戸休憩所☎0176-74-2355
子ノ口案内所☎0176-75-2408

ガイドと歩く奥入瀬渓流
五感で味わう奥入瀬渓流

石ヶ戸から十和田湖畔の子ノ口までの
約9kmは奥入瀬渓流の中でも特に美し
い景観が続きます。ガイドの説明を受
けながら遊歩道を散策します。
■期間／10月末まで（2週間前まで要予約）
※荒天時は中止
■時間・場所／要問合
■料金／ガイド1名につき6,000円〜
■問／十和田湖奥入瀬観光ボランティアの会
☎・FAX 0176-72-2642（留守電・またはFAXで
の申込となります）
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津軽・西海岸エリア

弘前市街・岩木山

大鰐まちあるき

岩木山周辺の温泉
「湯めぐり手形」

ぶらり満腹！
大鰐をいただきます

山懐に抱かれた温泉を満喫

湯けむり漂う大鰐は、歴史香る
町でもあります。地元の人たち
に愛される味を楽しみながら、
ノスタルジックな町並みを散策
してください。

硫黄香る乳白色の湯が特徴の嶽温泉郷、
鉄分を多く含んだ茶褐色の百沢温泉郷
など岩木山麓は温泉の宝庫。
「湯めぐり
手形」では21施設の中から3か所に入湯
できます。ねぷた絵師・聖龍院龍仙によ
る、ほのぼのとした絵も好評。

■期間／通年（3日前まで要予約）
■時間／13：20〜14：50
■料金／2,000円（ガイド料・飲食代込）
■問／弘前観光コンベンション協会
☎0172-35-3131

鰐come

大鰐温泉郷

ROUTE

■期間／通年■料金／1,000円
■場所／百沢温泉郷、
嶽温泉郷、
他岩木山麓周辺
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

お山参詣

津軽最大の秋祭り
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向山（むかいやま）と呼ばれる初日は、
大勢の参拝者が参道を上ってお参り
します。翌日の宵山（よいやま）は、黄
金色の御幣や鮮やかなのぼりを掲げ、
白装束に身を包んだ参拝者たちが、
登山囃子が響く中 ｢サイギ、サイギ｣
の掛け声を響かせて岩木山神社を目
指します。そして最終日の3日目、旧
暦8月1日の朔日山（ついたちやま）は
岩木山の山頂を目指し未明に出発し
ます。(国指定重要無形民俗文化財）

じょっぱり殿様も愛した湯どころ
約800年前に円智上人が発見したと
いわれ、歴代の弘前藩主も湯治に訪
れた名湯。
「じょっぱり殿様」こと3代
藩主・津軽信義は正月もこの地で過
ごしました。
■交通／JR大鰐温泉駅より徒歩約1分（鰐co
meまで）
■問／大鰐温泉観光協会（大鰐町企画観光課
内）☎0172-48-2111

碇ヶ関温泉郷

道の駅いかりがせき

四方を山々に囲まれた碇
ヶ関温泉郷は名湯・秘湯、
色も匂いも効能もさまざ
まな泉質が自慢。自分に
合った泉質を見つけてく
ださい。

関所と出湯の里として知られる碇ヶ
関を満喫できる道の駅。特産の自然
薯そばがついた「関の庄御膳」や自然
薯ラーメンを味わえるほか、
「関の庄
温泉」では､つるつるとした肌触りの
温泉が楽しめます。資料館には、津軽
の玄関口として厳しい取り調べが行
われたという碇ヶ関関所の様子が再
現され、武具や古文書も展示されて
います。

自慢の泉質

■交通／JR碇ヶ関駅より徒歩約10分
■問／平川市観光協会☎0172-44-1111

ROUTE
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アソベの森いわき荘

百沢温泉郷

ROUTE
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それぞれの宿が独自の源泉をもち、鉄
分を含んだ赤っぽい泉質は「熱の湯」と
して有名。周囲には国重要文化財指定
の岩木山神社や高照神社があります。

■期間／9月3日〜5日
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

界 津軽

岩木山神社

ROUTE

■発売箇所／フリーエリア内・秋田県内（東大館駅、十和田南駅、鹿角花輪駅を除く）
および深浦駅、
鯵ケ沢駅にあるJR東日本のみどりの窓口、指定席券売機設置駅、びゅうプラザ、
主な旅行会社
■料金／津軽フリーパス大人2,000円、
津軽フリーパスプラス白神（7月上旬発売予定）
大人3,500円
※どちらも子供半額
■有効期間／ 2日間
■問／津軽フリーパス運営協議会（弘前市国際広域観光課内）
☎0172-40-7017（受付時間 9：00〜17：00※土・日・祝日
を除く） http://www.tsugaru-freepass.jp/

ROUTE

北の城下のまちあかり
304

幻想的に浮かび上がる
古都の街並み

秋の弘前公園を、約1,000本の楓と
約2,600本の桜の紅葉が彩り、園内
には絢爛な菊人形、丹精込めて育
てられた香り高い菊花を展示。風
情豊かな古城の秋を演出します。

古都ひろさきに残る寺院や武
家屋敷、明治・大正時代のレト
ロな洋風建築。和洋の建物を
中心に、街並みが幻想的な光
で彩られます。

■期間／10月18日〜11月10日
■時間／9：00〜17：00■料金／一般300円
■交通／JR弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■期間／通年
■時間／各施設により異なります
（要問合）
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501
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津軽の奥日光

嶽温泉郷

ROUTE
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百沢の杣夫が偶然発見したとも弘前藩
4代藩主・津軽信政が開湯したとも伝え
られています。藩政時代から湯治場と
して名高く、水戸光圀の命を受けた家
臣が残した記録には湯治客で賑わう様
子が記されています。

岩木山神社の創建は780年ともいわ
れており、記録では2度の火災に遭い、
なかでも1度目の1589年には大半を
焼失してしまいました。現存する神
社は、歴代弘前藩主が建立したと言
われ、400年弱もの間を風雪に耐えた
ヒバ造り。広壮典雅な趣の絵様彫刻
が施された社殿があり「奥日光」とも
称されています。本殿・拝殿・奥門・楼
門などが国の重要文化財にも指定さ
れています。
■交通／JR弘前駅よりバス約45分
■問／☎0172-83-2135

温泉の街をねぷたが通る

ROUTE
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津軽の正倉院
名君と讃えられた4代藩主・信政の遺
言により造営された高照神社。吉川
神道の奥義を極め、高照霊社の神号
を授けられたことからその名があり
ます。吉川神道の教えに基づいた建
築物群は他に類がなく、本殿を始め
主要な建物は国の重要文化財に指定
されています。宝物殿には、貴重な資
料が収蔵され、希望者には解説員が
説明してくれます。

東北自然歩道を歩く
「岩木山神社参拝のみち」

大鰐温泉サマーフェスティバルの期
間中に開催。各町内のねぷたが一堂
に集結します。
■期間／8月1日〜7日
■時間／19：00〜21：00頃（予定）
※7日は昼間運行
■場所／ 大鰐町内
■問／大鰐温泉観光協会
（大鰐町企画観光課）
☎0172-48-2111

高照神社

【宝物殿見学】
■期間／7月1日〜10月31日
■開館／10：00〜16：00
■拝観料／300円 ■休館／火曜
■交通／JR弘前駅よりバス約45分
■問／☎0172-83-2465（宝物殿）
☎0172-83-2268（櫻庭）

大鰐温泉ねぷたまつり

JR奥羽本線・五能線、津軽鉄道、弘南鉄道、および弘前市・黒石市・五所川原市の循
環バスなど、エリア内の列車やバスが乗り降り自由で、連続する2日間有効。津軽
フリーパスガイドブックに掲載されている観光施設や協賛施設で、お得な料金
割引やウェルカムドリンクなどのサービスが受けられます。

ライトアップされた
幻想的景観

不二やホテル

青森ロイヤルホテル

フリーエリア内の列車やバスが2日間乗り放題

弘前城菊と紅葉まつり

山のホテル

■交通／JR弘前駅よりバス約50分
■問／嶽温泉旅館組合（小島旅館）☎0172-83-2130

弘前を拠点に津軽を観光するのに
とっても便利でおトクです

照明に浮かび上がる長勝寺

■交通／JR弘前駅よりバス約45分
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

碇ヶ関で歴史と名産を愉しむ

■時間／10：00〜20：00（食事処「彩里いろり」）
■場所／道の駅いかりがせき
■交通／JR碇ヶ関駅より徒歩約2分
■問／☎0172-49-5020
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歴史の景観・意匠と温泉めぐり

津軽の奥座敷︑大鰐︒津軽への入口︑碇ヶ関

・

大鰐・碇ヶ関

神社を繋ぐ信仰の道

マタギ飯

星と森のロマントピア
「白鳥座」
星と森のロマントピア
「白鳥座」

ロマントピア温泉

ROUTE
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岩木山を望む絶景の湯
スキー場、温水プール、温泉施設を備え、
宿泊施設はホテルの他、コテージもあ
り、ゆったりくつろげます。また、地元
の素材を使った料理は定評があります。
浴場から望む岩木山は絶景。
■交通／JR弘前駅より車約40分
■問／星と森のロマントピア☎0172-84-2288

ROUTE
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マタギの味を召し上がれ
山を知り尽くしたマタギ（狩人）のご
飯を現代風にアレンジ。キジ肉や舞
茸、山菜など山の風味がふんだんに
味わえる炊き込みご飯です。
■開店／平日・土11：00〜16：00、
日・祝日11：00〜17：00
■場所／山のホテル内マタギ亭
■交通／JR弘前駅からバス約50分
■問／山のホテル☎0172-83-2329

岩木山神社
と高照神社
を結ぶ12.3
k m の遊歩
道。ミズナ
ラやカラマ
ツ、杉林に
野鳥のさえ
ずりが染み
いります。
■場所／岩木山神社〜高照神社
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

岩木山夕陽観光

ROUTE
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津軽の秀峰から臨む大パノラマ
岩木山8合目（標高1,247m）からは白
神山地や日本海に沈む夕陽、遠く北
海道までも一望できます。
■期間／7月中旬〜9月下旬
■時間／不定（季節により日没時間が変わるため）
■スカイライン通行料・乗用車／1,750円
■交通／スカイライン入口まで東北自動車
道大鰐弘前ICより車で約50分、スカイラ
イン8合目まではさらに約30分。
■問／岩木スカイライン☎0172-83-2314

弘前城史料館

ROUTE
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弘前城天守に貴重な史料を展示
弘前城は、初代藩主・津
軽為信が計画し、慶長
16年（1611）に2代藩主・
信枚が完成させました。
現在の天守閣は文化８
年
（1811）
に再建された
ものです。最上階から
の眺めは、藩政時代の
風情をしのばせます。
■期間／11月23日まで
■開館／9：00〜17：00（入園券の販売は16：30まで）
■交通／JR弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市みどりの協会☎0172-33-8733
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五所川原市街・津軽半島

立佞武多と津軽鉄道︑奥津軽の風物詩を探訪

五所川原花火大会
−水と光と音の祭典ー
花火と水と音楽が融合

噴水や照明、BGMに合わせて
約5,000発のスターマイン（連
続花火）が打ち上げられます。
フィナーレには幅80m のウォ
ーターカーテンがライトアッ
プされ、花火とともに夜空を
彩ります。

金多豆蔵

ROUTE
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津軽伝統人形芝居

津軽すこっぷ三味線快館

七夕列車

曲に合わせて栓抜きなどでスコップ
をたたいて演奏するすこっぷ三味線。
演奏体験では１曲演奏できるように
楽しく指導します。演奏する本人も
思わず笑ってしまう楽しさ。

津軽五所川原駅と津軽中里駅を結ぶ
20.7kmのローカ
ル線「津軽鉄道」。
浴衣姿のアテン
ダントが乗務す
る「七夕列車」を
はじめ、季節感
のある列車が運
行されます。

■期日／毎月第1土曜
※時間要問合
■料金／大人1,000円
【金多豆蔵人形芝居シアター】
■料金／大人400円
■休業日／毎月第1・3日曜
■場所／津軽鉄道中里駅構内
■問／金多豆蔵人形一座 主宰
者・木村巌☎0173-58-3573

■期間／11月まで
■開館／10：00〜16：00
■体験料／700円■休館／第2火曜
■交通／JR五所川原駅より車約15分
■問／☎0173-52-4450
ROUTE
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ROUTE
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だざい弁当は、息女である津島美知
子さんの著書「回想の太宰治」を参考
に、太宰が好んだ食材をたっぷりと
詰め込んでいます。

間︵約

20

〜

18

巨大な五所川原立佞武多が記録に登場するのは︑明

〜

10

40

年頃と言われており︑当時の豪商︑大地主の富の象

徴として︑高さを誇るようになり︑約

21

治

・6m︶に及ぶようになりました︒その勇姿は︑近隣

しかし︑大正時代になり電気が普及し︑ねぷたは小型

の町村からも見えたと言われるほど巨大なものでした︒

化の一途をたどり︑また︑戦後に起きた２度の大火で街

ぷたは姿を消しました︒

■期間（収穫時期）／
9月下旬
■交通／JR五所川原駅より徒歩約6分
■問／五所川原市商工観光課☎0173-35-2111

80

が全焼したことにより︑設計図や写真が消失し︑巨大ね

釉薬を一切使わず1350度の高温でじ
っくりと焼きあげて固める「焼き締
め」の手法で、深みのある独特の風合
いが特徴です。窯場はいつでも見学
でき、陶芸教室では手びねり・ひもつ
くりによる陶芸を体験できます。

ROUTE

年に市民有志により︑ 年ぶりの

地元の自然と人の手が織りなす

立佞武多の館

10

そ の 後 ︑ 平 成５ 年 に 当 時 の 設 計 図 と 写 真 が 発 見 さ れ
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たことを機に︑平成

ROUTE

19

ト ン と い う７ 階 建 て の ビ ル に

津軽金山焼

五所川原市には、皮はもちろん果肉
や花、若葉、枝まで赤い世界的にも大
変珍しい「赤〜いりんご」があ
ります。
市内一
ツ谷地
区では
約1km、
約400本が
植栽されて
おり、その独
特の味わいは、
ジャムやワインといった様々な
加工品で味わうことができ、
立佞武多の館などで
販売しています。

23

m︑重さ約

加工品が絶品

高さ約

上／うちわ作り体験
下／自慢の「いがメンチ」定食と
展望ラウンジ「春楡」

赤〜いりんご「御所川原」

■開館／9：00〜17：00※体験は16時まで受付
■体験料金（陶芸教室）／一般500g1,200円、
1kg2,400円（手びねり）
■休館／無休
■交通／JR五所川原駅より車約15分
■問／津軽金山焼窯業協同組合
☎0173-29-3350

36

明治後期の巨大ねぷた

■問／津軽鉄道☎0173-34-2148
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板柳ふるさとセンター
（りんごクッキー作り体験）

あおもり五大夏祭り

冬のストーブ列車が人気の津軽鉄道。夏は「七夕列車」や津
軽金山焼の風鈴の音
が涼を呼ぶ「風鈴列
車」、
「真夏のストーブ列車」。秋に
は鈴虫のかごを車内の棚に置き、
可憐な美しい虫声が聞ける「鈴虫
列車」として、旅情漂う津軽平野を
のんびり走ります。

優美な姿を湖面に映す

■交通／JR陸奥鶴田駅より車約15分
■問／鶴田町産業観光課☎0173-22-2111

五所川原立佞武多
ごしょが わら たち ね ぷ た

奥津軽の人々を乗せてのんびり走る

330

津軽富士見湖に架かる全長300mの「鶴
の舞橋」は、樹齢150年以上の青森県産
ヒバを使用し、日本一長い木造の三連
太鼓橋。岩木山を背景に浮かぶ姿は、鶴
が空に舞うようです。

■期間／8月4日〜8日
■時間／19：00〜21：00
■場所／五所川原市中心市街地
■料金／無料
（有料観覧席2,500円・要申込）
■交通／JR五所川原駅より徒歩約3分
■問／観覧席については、五所川原商
工会議所☎0173-35-2121

復活をなしとげました︒

ROUTE

高さ約23m、
重さ約19 トン
の偉容。
百年の歴史を曳く

相当する大型立佞武多３台ほかの圧倒的迫力と︑﹁ヤッ

津軽富士見ランドホテル

津軽
鉄道

■期間／風鈴列車
7月1日〜8月31
日、七夕列車7月
上旬、真夏のス
トーブ列車８月
上旬、鈴虫列車
9月1日〜10月中
旬
■場所／津軽五所川原駅〜津軽中里駅
■問／津軽鉄道☎0173-34-2148

五所川原立佞武多

テマレ﹂の掛け声で観客を魅了します︒

■時間／10：00〜12：00・13：00〜15：00（所
要時間は要問合）■休館／無休
■体験料／100円〜3,000円（各種体験によ
り異なります）※要問合
■交通／JR板柳駅より徒歩約15分
■問／☎0172-72-1500

ROUTE

太宰治の好物が満載

秋限定の「いなほ弁当」

里山風情にくつろぐ
天然温泉

ガラス張りの大浴場からは、
岩木山と津軽平野を一望で
板柳町ふるさとセンター
きます。露天風呂もあり、毎分1.5tの豊
りんごづくしの体験メニュー
富な湧出量の掛け流し温泉と、地産地
りんごの灰を釉薬に用いた陶芸「板
消にこだわった料理が自慢。
柳（ばんりゅう）焼」や、りんごの樹皮
■入浴料／一般300円
での貼り絵、りんごの葉や枝を煮出
■交通／JR大釈迦駅より車約10分
した液で染め上げるりんごの草木染
■問／湯元津軽富士見ランドホテル
☎0173-29-3260
め、りんごを使ったクッキーなどの
お菓子作りなど各種体験ができます。

鶴の舞橋

だざい弁当

■料金／1,000円
■販売期間／6月〜8月
※3日前まで要予約
■場所／津軽五所川原
駅､他有人駅でお渡し
■問／津軽鉄道
☎0173-34-2148

お い の な が ね

狼野長根温泉
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風情溢れるイベント列車

思わず笑いがこぼれるライブショー

県内に唯一残る人形芝居で
あり貴重な文化遺産です。
特に首筒式の人形を操る一
座は日本でも数少なく、人
形漫才や人情味溢れる独特
の芸風が高く評価されてい
ます。映像で楽しめるシア
ターもあります。

ROUTE

■期日／8月3日
■時間／19：30〜
■料金（有料観覧席）／
自由席1人300円（1,500席限定）
指定席1マス（6人用）3,000円
（200マス限定）
■場所／岩木川河川敷
■交通／JR五所川原駅より徒歩
約10分
■問／五所川原商工会議所
☎0173-35-2121
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本物の立佞武多に触れる体験
実際の祭りで運行される立佞武多3台を展示。らせ
ん状のスロープを下りながら観覧できます。館内
では立佞武多製作所の見学や製作中の立佞武多の
紙貼り、色付け体験、毎週日曜日には迫力満点のお
囃子実演も開催。最上階の展望ラウンジ「春楡」で
は、ガラス張りの店内から五所川原を一望しなが
ら郷土料理を味わえます。
■時間／9：00〜19：00（ラウンジは〜21：00、10月まで）、
9：00〜17：00（11月〜翌3月）
※お囃子実演は毎週日曜10：10〜、11：10〜、13：10〜、
14：10〜（約10〜15分）
■入館料／立佞武多展示室一般600円
■交通／JR五所川原駅より徒歩約7分
■問／☎0173-38-3232

2013年新作立佞武多
「陰陽〜梵珠北斗星〜」
希代の大陰陽師安倍晴明が法
乗寺という寺を建立したとい
う伝説が残る神秘の山、梵珠
山。この梵珠山中にある七つ
の寺社は北斗七星の配列にな
っており、梵珠北斗星と言わ
れています。梵珠北斗星をモ
チーフに制作された新作立佞
武多「陰陽〜梵珠北斗星〜」が
2013年夏に動くパワースポッ
トとして出陣。

平成8年、
岩木川河川敷で組み
立てられた立佞武多と有志たち
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津軽・西海岸エリア
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ROUTE
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龍飛岬観光案内所「龍飛館」

定期観光バスツアー

太宰治や棟方志功が宿泊した「奧谷
旅館」を改修した施設。棟方志功を紹
介するコーナーや、多くの著名人が
残した色紙や作品も展示公開。

つがる市役所発着の定期観光バスツ
アー。ベンセ湿原の散策をメインに、
市内に点在する観光地を巡ります。
コースは日替わりで、ベンセ湿原、道
の駅もりた、日本最古のりんごの木
などを巡るAコース、ベンセ湿原、高
山稲荷神社、縄文住居展示館カルコ
などを巡るBコースがあります。

太宰治・棟方志功ゆかりの宿

■期間／11月30日まで
■開館／9：00〜16：30（最終入館16：00）
■入館料／無料 ■休館／無休
■交通／JR三厩駅よりバス約30分
■問／☎0174-31-8025
ROUTE
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義経伝説の残るロマンの地
源義経が北海道へ渡ったという伝説が
残る地・龍飛。その龍飛の名もこの伝説
に由来するといわれています。龍飛崎
から灯台へ至る階段国道は全国でも珍
しい、車やバイク走行不可の国道です。
■交通／JR三厩駅よりバス約30分
■問／外ヶ浜町産業観光課☎0174-31-1228

厩石・義経寺

ROUTE
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義経伝説が、
生き生きと
奥州平泉で命を絶った源義経。実は生
き延びてこの地から北海道へ渡ったと
いう説があります。義経が北海道へ渡
る際、三頭の龍馬（羽がある馬）を授か
り、無事北海道へ渡ったとか。その龍馬
をつないだ岩が厩石だそうです。さら
に後年、円空が義経のために祈りを捧
げた際に観音像を見つけ、現在の「義経
寺」に奉ったともいわれています。

龍飛崎温泉
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津軽海峡を望む高台の湯

■交通／JR三厩駅よりバス約30分
■問／ホテル竜飛☎0174-38-2011

ROUTE
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ひともたたずまいも温かいスポット

348

世界へ誇る大事業を後世に伝える
メモリアル記念館
青函トンネルが世界最長の海底トンネ
ルとして完成するまでの軌跡を映像や
立体模型でわかりやすく紹介。地上と
海面下140ｍの体験坑道を9分で結ぶケ
ーブルカーもおすすめです。
■期間／11月10日まで
■開館／8：40〜17：00■入館料／一般400円
■交通／JR三厩駅よりバス約30分
■問／☎0174-38-2301

神送りの行事として伝わる「荒馬」。
馬役と手綱取りの力強い踊りの後か
らは花笠と赤い襦袢が華やかな跳人
が舞い踊ります。4日には海峡花火大
会も開催。夜の津軽海峡が花火で艶
やかに彩られます。
■期間・時間／8月4日18：00〜 ※8月5日〜
7日は各地区により異なります。要問合せ。
■場所／今別町内
■交通／JR今別駅下車
■問／今別町観光協会（今別町商工会内）
☎0174-35-2014

外ヶ浜町の畑、むつ湾、平舘海峡でと
れた新鮮な野菜や魚、肉、加工品を販
売。飲食コーナーではシャモロック
ラーメンが人気です。
■開館／7：30〜18：00（無休）
■交通／JR蟹田駅前
■問／☎0174-31-1112

JR
津軽線

旬の農産物や魚介など多彩に取りそ
ろえる、よもぎた物産館マルシェ。な
かでも特産のトマトを使った加工品
は贈答用にも人気。大きないけすの
ある村の駅よもっとでは、陸奥湾で
獲れた鮮魚販売のほか、食堂では新
鮮な刺身定食も味わえます。

青森駅と三厩駅間55.8kmを結ぶローカル線「津軽線」。この
路線内の新青森駅と三厩駅を約105分で結ぶリゾート列車
が「リゾートあすなろ
竜飛号」。穏やかなむつ湾の景観を車
窓から楽しめます。蟹田駅から三厩
駅間は対岸に下北半島の絶景を望む
ことができます。
■問／JR東日本お問い合せセンター
☎050-2016-1600

340

「つがる地球村」の先端に位置するこ
とからその名が付けられました。新
鮮野菜のほか、レストランでは地場
産品を使ったメニューが豊富。名物
の「弥三郎ラーメン」がおすすめ。

海水と淡水が交じり合う十三湖は、味
が濃く美味しいヤマトシジミの産地。
周辺の飲食店ではラーメンなどのしじ
み料理が多彩にあります。
■料金／各店によって異なります
■場所／十三湖周辺
■問／道の駅十三湖高原☎0173-62-3556
ドライブイン和歌山☎0173-62-2357
しじみ亭奈良屋☎0120-135-443

日本初の公共タラソテラピー施設

稲垣温泉

ROUTE

341

源泉掛け流しの豊富な湯量
昭和25年に「稲の湯」という銭湯を開
業して以来、湯治場として親しまれ
てきました。青森産総ヒバ造りのロ
ビーや、木の温もりを活かした和風
別邸花月亭など、風趣が随所に感じ
られます。
■入浴料／一般400円
■交通／JR五所川原駅よりバス約25分
■問／稲垣温泉ホテル花月亭☎0173-46-2821

ROUTE

336

太宰が暮らした疎開の家

海の様々な資源を用いて体の機能を整
える自然療法「タラソテラピー」。体温
と同じくらいに温められた温海水プー
ルや海藻パックなどの本格的タラソテ
ラピーが気軽に楽しめます。

■開館時間／要問合■休館／不定休
■入館料／一般500円
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約3分
■問／☎0173-52-3063
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■開館／10：00〜21：00（入館20：00まで）
■入館料／一般1,000円
■休館／祝日を除く毎週火曜（7月・8月は無休）
■交通／津軽鉄道中里駅よりバス約30分
■問／☎0173-27-7373

太宰は子守りのタ
ケに連れられてこ
の寺に遊びに来ま
した。地獄極楽の
御絵掛地・十王曼
荼羅を観たり、後生車を廻したりし
てタケから道徳を教わったそうです。
■期間／通年■時間／要問合
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約10分
■問／☎0173-53-2074

津軽まつり

ROUTE

太宰治ゆかりの地・文学散歩
時を超え、太宰と散歩する

太宰治の長兄・文治が結婚を機に新
築し、津島家では新座敷と呼ばれて
いました。太宰が東京・甲府の戦禍か
ら逃れ、妻子を連れて故郷に身を寄
せた場所です。

ROUTE

ROUTE

333

文豪・太宰治の生家。国の重要文化財
に指定され、太宰が着用したマント
や羽織袴、執筆した初版本、原稿、川
端康成や兄・文治への書簡など約600
点を展示しています。中でも「走ラヌ
名馬」の直筆原稿は貴重。

太宰ゆかりの寺

し〜うらんど海遊館

稲垣温泉ホテル花月亭

旧津島家新座敷

雲祥寺

■時間／レストラン10：00〜17：00
地場産品9：00〜18：00
■休館／1月1日
■交通／JR陸奥森田駅より徒歩約20分
■問／☎0173-26-4488

【よもぎた物産館マルシェ】
■開館／8：00〜18：00（10月まで）、9：00〜
17：00（11月〜翌3月）
■休館／11月〜翌4月は火曜（祝日の場合翌日）
■交通／JR郷沢駅より徒歩約15分
■問／☎0174-31-3040
【村の駅よもっと】
■開館／8：00〜18：00
■交通／JR蓬田駅より徒歩約10分
■問／☎0174-31-3115

外ヶ浜町と新青森を結ぶ「リゾートあすなろ竜飛号」

太宰治記念館「斜陽館」

貴重な資料を多数展示

十三湖のしじみは栄養満点！

田園風景の中の安らぎ空間
342

■開館／9：00〜16：30※11月以降は16時まで
■入館料／一般200円
■休館／9月まで無休、10月〜翌3月は月・火曜
（祝日の場合翌日）
■交通／バス停小泊小学校前より徒歩約1分
■問／☎0173-64-3588

十三湖しじみラーメン

道の駅もりたアーストップ
ROUTE

太宰が幼年時代の子守り・越野タケと、
国民学校の運動場で
30年ぶりに再会する
小説『津軽』のラスト
シーン。舞台となっ
た小泊小学校のグラ
ウンドが見下ろせる
記念館には、二人が
並んで座る像や文学
碑が建てられていま
す。生前のタケが太宰の思い出を語る
ビデオや太宰の長女・津島園子さんの
映像・音声など貴重な資料を展示して
います。

■期間／6月4日〜30日（2日前まで要予約）
■時間／10：00〜16：00頃まで
■料金／一般1,500円（昼食・入館料込）
■休／月曜
■交通／JR木造駅より徒歩約15分
■問／つがる市観光協会
（つがる市商工観光課内）☎0173-42-2111

ROUTE

マルシェ＆よもっと

蟹田駅前市場「ウェル蟹」

ROUTE

町が、海が、祭りに湧きあがる

蓬田村の特産品いっぱい

義経寺

青函トンネル記念館

あらま

荒馬まつり

龍飛崎の100mの高台にある青函ト
ンネルの掘削中に湧出した「龍飛崎
温泉」は津軽半島最北端の温泉で、北
海道の山並みも間近に見ることがで
きます。

■交通／JR三厩駅よりバス約10分
■問／龍馬山義経寺☎0174-37-2045
厩石

地元ボランティアガイドと巡る

太宰治を育んだ五所川原市金木地区。この地に残る太宰の匂いや足跡を探してみませんか。

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

﹁太宰ミュージアム﹂めぐり

小説「津軽」の像記念館

ROUTE

「津軽」のラストシーンを演出

龍飛崎・階段国道

38

奥津軽

太宰ミュージアム

津軽半島︑龍飛崎の魅力を満喫

）、

ベンセ湿原のニッコウキスゲ

津軽半島
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奥津軽の魅力あふれる2日間
奥津軽の特徴ある食材や物産品の販
売、伝統民謡と三味線演奏、
「走れ！
メロスウォーキング」や「太宰クイズ
オリエンテーリング」など様々なイ
ベントを開催。
■期間／9月14日・15日 ■場所／芦野公園
■交通／津軽鉄道芦野公園駅よりすぐ
■問／太宰ミュージアム運営委員会
☎0173-54-1616

■開館／8：30〜18：00（10月まで）、9：00〜
17：00（11月〜）※入館は30分前まで
■休館／無休■入館料／一般500円
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩7分
■問／☎0173-53-2020

五所川原市金木地区には太宰治の生
家「斜陽館」や戦禍を逃れて疎開した
「新座敷」など、ゆかりの地がさまざ
金木観光物産館「マディニー」
ま残されています。由緒や歴史を地
太宰の好物を食してみよう！ ROUTE 334
元ガイドと一緒に訪ねてみませんか。
地元金木をはじめ、津軽半島など近
■時間／10：00〜（3日前まで要予約）
隣の観光スポット、観光ルートを紹
■料金／2時間コース：2,400円（ガイド料込）
介。太宰にまつわる数々のお土産や
3時間コース：5,000円（ガイド料・昼食込）
■問／太宰治記念館「斜陽館」
金木の特産品を展
☎0173-53-2020
示、販売。レスト
ランでは、太宰
治が好きだっ
た若生おにぎ
りや、根曲がり竹
の入った太宰らうめ
ん、太宰治御膳などが堪能できます。

津軽三味線会館

ROUTE

335

津軽三味線発祥の地

■開店／マディニー9：00〜18：00
（10月まで）
※11月以降は17：15まで。太宰らうめんと
郷土料理「はな」11：00〜16：00
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7分
■問／マディニー☎0173-54-1155
太宰らうめんと郷土料理「はな」
☎0173-54-1160

展示室では津軽三味線の歴史や民謡、
郷土芸能等を紹介。津軽三味線の生
演奏もあり、事前予約でプロから津
馬まん
軽三味線の体験指導を受けられます。 金木名物の馬肉が中華まんに
■開館／8：30〜18：00（10月まで）、9：00〜
17：00（11〜翌4月）※体験は7日前まで要
予約（5,000円〜）
■入館料／一般500円 ■休館／無休
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7分
■問／☎0173-54-1616

太宰治の好物「根
曲がり竹」が入っ
た醤油味と、金木
独特の「馬肉鍋」が
そのまま入った味
噌味のほかカレー
味もあります。芦
野公園駅の旧駅舎を改装した喫茶店
「駅舎」でいただけます。
■期間／通年 ■場所／喫茶店「駅舎」
■交通／津軽鉄道芦野公園駅より徒歩約1分
■問／喫茶店「駅舎」☎0173-52-3398
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太平洋

暗門の滝

暗門の滝・第3の滝

津軽平野を潤す源流
津軽平野を潤す大河「岩木川」の源流が暗門の滝歩道沿い
を流れる「暗門川」。川沿いに歩道が整備されており、深い
山間を上流へと辿っていきます。暗門の滝は下流から第
3、2、1と続きます。
（往復2〜3時間）
■期間／暗門の滝への歩道は6月中旬〜下旬より利用可能（要問合）
■問／西目屋村総務課☎0172-85-2800
暗門の滝・第2の滝

マザーツリー

ブナの里白神館

ROUTE

351

白神山地散策の後や西目屋村へ訪
れた際は温泉巡りもおすすめ。西
目屋村には、ブナの里白神館「しら
かみの湯」のほかにも、
「村いちの
湯」、大白温泉があります。
■開館／9：00〜21：00
■交通／JR弘前駅よりバス約60分
■問／ブナの里白神館☎0172-85-3011
しらかみの湯

大型映像で白神山地を堪能。

白神山地の生態系や人間との関わ
りを学ぶミュージアム。映像体験
ホールでは超巨大スクリーンと臨
場感あふれるサウンドが、四季折
々の白神山地の表情や動植物の生
態を圧倒的な迫力で映し出します。 白神ライン

白神山地散策の基地

白神山地散策の基地「アクアグ
リーンビレッジANMON」。ブナ
林散策道や暗門の滝歩道へは、
ここを起点にトレッキングがス
タートします。売店やレストラ
延々と続く命の森を望む
ン、コテージなどもあり、アウト
「アクアグリーンビレッジANMON」ドアに最適です。

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﹂︒1993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︒

白神山地は青森と秋田両県にまたがるブナ原生

林が繁茂する山脈︒ブナ林は︑ほぼ本州全域の山々

を覆い︑文明の発達とともに︑伐採されていきまし

た︒白神山地は︑その広大なブナの天然林︑その他︑

貴重な生態系の価値が認められ︑日本で最初の世

﹂﹂には︑
2001年に制定された﹁白神山地憲章﹂

界自然遺産に登録されました︒

﹃森・川・海・・・︒多様な生命の環が広がる白神の自

然界で発信される自然の不思議さに耳を傾ける︒﹄

感動を味わい︑自分自身を深く考えるチャンスに

﹃ブナ天然林の静けさに浸り︑新しい体験を充たす

する︒﹄

世界自然遺産
登録地域

﹃天然の博物館・白神山地という尊い遺産が伝えら

暗門の滝

れたことに感謝し︑一人ひとりがルールを守り︑ブ

暗門の滝歩道

ナ天然林の美しさを残すため︑ベストを尽くす︒﹄

ブナ林散策道
暗門の滝歩道

■期間／7月〜10月■会場／弘前市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村の観光施設
■問／白神山地世界遺産登録20周年記念事業実行委員会事務局
（青森県自然保護課）☎017-734-9257

が掲げられています︵抜粋︶︒

暗門休憩所

白神山地周辺の観光施設を巡るスタンプラリーを実施。スタンプ
の数に応じて抽選で地域の特産物詰合せなどをプレゼント！

■期間／4月下旬〜11月上旬※期間外
（11月中旬以降）はブナの里白神館
へお問い合わせください
■料金／要相談
■問／アクアグリーンビレッジANMON
☎0172-85-3021
ブナの里白神館☎0172-85-3011

すべての人々の心に棲む自然界への畏敬と親近︒

アクアグリーンビレッジANMON

白神関連施設スタンプラリー

﹂﹂が棲ん
白神山地には︑わたしたちの内にある﹁神﹂

高倉森
▲
829

でいるのかもしれません︒

自然観察歩道

■期間／10月中旬から下旬の土・日曜（2日間）
■会場／十二湖エコ・ミュージアムセンター，アオーネ白神十二湖（深浦町）

20

青森県では︑自然環境を大切にする﹁エコロジー

マザーツリー

白神山地の西の玄関口を舞台に、秋の白神山地の恵み・魅力を体感
する体験イベントを開催。ツリーイング体験、森の恵み調理体験な
どを予定。

運動﹂︑環境の美化を推進する﹁クリーン運動﹂︑観

津軽峠

自然観察道

光客を温かくもてなす﹁ホスピタリティ運動﹂がさ

地元の農産物などの販売
や冷涼な気候、白神の大
地に育まれた白神そばも
堪能できます。
隣接する施
設ではメイ
ドイン西目屋
のそば打ちも体
験できます。
ROUTE 352
■問／☎0172-85-2855

四兵衛森
▲
642

白神ライン

秋の白神学校

白神山地のブナ林散策道と暗門
の滝歩道は、世界自然遺産を気
軽に体感できる場所。マタギを
はじめ白神山地を熟知したガイ
ドによる自然や動植物の説明を
聞きながら豊かな自然を楽しめ
ます。

︑︑白神
年を迎える今年︑

白神のそば打ち体験。

■期間／7月27日〜28日 ■会場／白神山地ビジターセンター（西目屋村）

秘境・名勝の理解が深まります

かんに進められてきました︒また︑自然をどのよう

ガイドの案内で
世界遺産登録地域を散策

指定のフリーエリア・交通機関が2日
間、
乗り放題。各施設の割引特典付き。
■詳細はP32参照

Beech にしめや

白神山地の東の玄関口を舞台に、主として子どもたちを対象とし
た、夏の白神山地の恵み・魅力を体感する体験イベントを開催。イ
ワナのつかみ取り、森のクラフト体験などを予定。

に活かしてゆくことがいいのか︑といった自然と

夏の白神学校

白神山地へは
「津軽フリーパス
＋
（プラス）
白神」
が便利です！

ららら
世界自然遺産登録から

白神山地世界遺産登録20周年記念イベント

の共生なども考慮され︑行動されてきました︒

から十二湖までをつなぐ「白神ライ ■期間／11月上旬まで
ン」からの眺望。悪路だが、ビューポ ■交通／JR弘前駅よりバス約1時間30分
■問／☎0172-85-3021
イントが点在しており、命を育む白
神の魅力の一端をかいま見ること
ができます。

山地の意義を新ためて見つめ直す節目を迎えてい

350

20

ます︒

ROUTE

太平洋

アクアグリーンビレッジ
ンビレッジ
ROUTE 349
ANMON

白神山地ビジターセンター

■開館／8：30〜17：00（10月まで）、
9：00〜16：30（11〜3月）
■入館料／無料
（映像体験ホールは一般200円）
■休館／第2月曜日（祝日の場合翌日、
ただし8月は第3月曜休）
■交通／JR弘前駅よりバス約60分
■問／☎0172-85-2810

青森
横断の旅

！
旅が充実
ガイドと
ング
トレッキ

暗門の滝・第1の滝

白神の湯で疲れを癒して。

日本海

世界自然遺産
登録 周年
﹁白神山地﹂

青森
横断の旅

白神山地と秘境・暗門の滝散策

日本海

天狗峠付近から見た白神の山並み
暗門川

41
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白神トレッキング
赤石渓流を中心とした白神山地のブ
ナ林をトレッキング。貴重な動植物
やそれと共に暮らしてきたマタギ文
化などを地元のガイドが楽しくわか
りやすく解説しながら案内します。
■期間／10月31日まで（要予約）
■時間／要相談■料金／7,000円〜
■場所／鰺ヶ沢町の白神山地周辺地域
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約30分〜
■問／くろもり館☎0173-79-2009

白八幡宮大祭

実はマグロの水揚げ県内一の深浦町。
自慢のマグロをふんだんに使用した
丼は町内７店の飲食店で味わえます。

電動アシスト自転車を深浦
駅観光案内所でレンタル中。
深浦の町を走行後には、旅
の思い出にウェルカムボー
ドを進呈しています。

日本海を見渡す露天風呂でリゾー
ト気分に浸ってみませんか。鰺ヶ
沢産のイトウをはじめ山海の恵み
が味わえます。

■料金／1,200円
■問／深浦マグロ料理推進協議会
（深浦町観光課内）☎0173-74-2111

■期間／11月20日頃まで
■料金／3時間500円（10：00〜16：30）
■問／深浦駅観光案内所☎0173-74-3064

358

抜群のロケーションを楽しもう

■交通／JR鰺ケ沢駅より車約25分
■問／ナクア白神ホテル＆リゾート
☎0173-72-1011

藩政時代から木々の伐採が禁じられ
ていた「ミニ白神」は、世界遺産登録
地域とほぼ同様の森林景観が保たれ
ています。広大なブナ林には遊歩道
も整備され、気軽に白神の雰囲気を
楽しめます。

赤石渓流は峻厳な渓相が魅力。

300年以上続く伝統行事で「津軽の ヒラメのヅケ丼
京まつり」とも称されます。華やか
味を競い合う、鰺ヶ沢町の新名物
な御神輿行列は「神奉祭」と呼ばれ、
ほぼ一年を通して水揚げされる鰺
最終日には港町ならではの海上渡
ヶ沢産ヒラメは、白神山地の清流
御が行われます。
が流れ込む日本海が育んだ逸品。
■期間／8月中旬
ヅケ丼は極上ヒラメを、それぞれ
■交通／JR鰺ケ沢駅より徒歩約10分
のお店が工夫をこらした独自の漬
■問／鰺ヶ沢町観光協会☎0173-72-5004
けダレで贅沢にヅケにし、ご飯に
のせた鰺ヶ沢町の新名物です。

鳥居崎

■料金／店舗により異なります
■期間／通年
■問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111

ミニ白神散策シャトルバス
鰺ケ沢駅からミニ白神間を往復。海
の駅わんどにも停車します。
■期間／10月31日まで（時間は要問合）
■料金／大人2,800円（シャトルバス料・入
山料・ガイド料込）※子供1,500円
■問／弘南バス鰺ヶ沢営業所☎0173-72-3131

風合瀬

イカのカーテン

行合崎

森田歴史民俗資料館

ミニ白神

みちのく温泉
ウェスパ椿山

津軽岩木
スカイライン

熊の湯温泉

羽黒温泉郷

くろくまの滝
白神ライン

風車の丘白神展望台
陸奥岩崎

十二湖エコ・ミュージアムセンター
アオーネ白神十二湖
賽の河原
十二湖
白神海彦山彦館

101

白神岳登山口

暗門の滝

線

←

三本柳温泉

大白温泉

世界自然遺産
「白神山地」

Beech にしめや
物産館・味な工房
白神山地
ビジターセンター

津軽峠・マザーツリー

高倉森
▲
829

大間越

能代市・
秋田市

百沢温泉郷

ブナの里白神館

崩山
▲
一ッ森峠
天狗峠
940大峰岳
▲
1020 向白神岳 天狗岳
▲
▲
958 櫛石山
1250
蟶山
▲
▲
764
841 白神岳
▲
1235

岩木山神社
高照神社

世界一の桜並木

（未舗装・冬期は通行止）

十二湖

アソベの森
いわき荘

嶽温泉郷

湯段温泉郷

艫作

鍋石温泉

岩木山
▲
1625

太宰の宿ふかうら文学館

風待ち舘
黄金崎不老ふ死温泉

ナクア白神
ホテル＆リゾート
桜林公園

くろもり館

101

深浦

弘前市

鰺ヶ沢町

光信公の館
（種里城跡）

深浦町

大島
円覚寺

つがる地球村

鰺ケ沢

101 海の駅わんど

追良瀬

赤石渓流

道の駅アーストップ

関の古碑郡
関の甕杉（かめすぎ）

驫木

能

43

北金ヶ沢日本一の大銀杏
鰺ヶ沢温泉
はまなす公園

道の駅ふかうら

ミニ白神・くろくまの滝散策の、便利
な乗り合いタクシープランです。
■期間／10月31日まで（3日前まで要予約）
■料金／4,000円〜4,900円（タクシー料金・
入山料・ガイド料込、2名様より。詳細は要
問合）
■問／西海観光☎0173-72-4512

縄文住居資料館カルコ

千畳敷海岸

えぐり取られたかのような深い渓谷が続く赤石渓
流。
「くろくまの滝」他、多くの見どころがあります。

白神あじがさわ観光タクシーガイド

4年に1度開催される歴史の祭典

ROUTE

白神山地の雰囲気を気軽に楽しめる

■期間／10月31日まで
■時間／9：00〜16：30（10月〜は15：30まで）
■入山料／一般500円
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約30分
■問／くろもり館☎0173-79-2009

■問／ 水軍の宿☎0173-72-6511

鰺ヶ沢高原温泉

ブナ林散策ゾーン「ミニ白神」

木造

新鮮な魚介料理と温かなおもてな
しが魅力。大浴場の船の露天風呂
や露天風呂付客室が人気。

354

陸奥森田

■交通／JR鰺ケ沢駅より車約7分
■問／ ホテルグランメール山海荘
☎0173-72-8111

ROUTE

鳴沢

■期間／通年（要予約）
■問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111

！
旅が充実
ガイドと
ング
トレッキ

北金ケ沢

日本海を一望できる、ノスタルジ
ックな和洋風旅館。１階の食事処・
鰊番屋では、津軽三味線の生演奏
が楽しめます。

● の駅には︑﹁リゾートしらかみ﹂は停車しません︒● の駅は︑タクシー等︑２次交通がありません︒

357

青森

ROUTE

30万年前の海水が湧く

●

■交通／JR鰺ケ沢駅より車約50分
■問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111

356

弘前藩の始祖、大浦光信公の居城
跡。ゆかりの品々を展示した歴史 幻の魚イトウ
に舌鼓
資料館があり、前庭には津軽家の 「幻の魚」
日本最大の淡水魚であるイトウは、
家紋でもある牡丹の花が約500本
現在では北海道の一部でのみ生息
植えられ、5月中旬から6月上旬に
する「幻の魚」。サーモンピンクの
はボタン祭りが開催されます。
■期間／10月31日までの金・土・日曜
身は「川のトロ」とも呼ばれ、町内
■開館／9：00〜17：00※9月以降は16：30まで
各店で刺身のほか、みそ焼きや皮
■入館料／一般300円
せんべい、燻製など様々な料理で
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約30分
提供されています。
■問／鰺ヶ沢町教育委員会☎0173-72-2111

〜
〜

ミニ白神︑赤石渓流︑くろくまの滝︑
鰺ヶ沢の白神エリアを探勝︒

鰺ヶ沢温泉

ROUTE

弘前

世界自然遺産白神山地に源流をもつ
赤石渓流の中にあるこの滝は、落差
85m、幅15mで県内最大級。日本の滝
100選にも選ばれています。滝へは整
備された遊歩道で気軽にアクセスで
きます。

種里城跡「光信公の館」
弘前藩へと繋がる礎

●

弘南鉄道・乗換で黒石へ
弘南バスで暗門の滝・
白神山地へ︵マザーツ
リーまで︶
※﹁津軽フリーパス﹂

● 撫牛子︵ないじょうし︶

川部

■期間／通年■場所／国道101号線沿い
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約10分
■問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111

─────→│

奥羽本線

くろくまの滝

五
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●

新鮮な海産物や農産物、手づくり
の惣菜など鰺ヶ沢の美味やわさお
グッズを販売する「海の駅わんど」。
2階の「鰺ヶ沢相撲館」では、鰺ヶ沢
町出身の舞の海関をはじめ、郷土
赤石川の金アユ
出身力士の活躍や伝統・文化を紹
白神山地の恵みで育つ
介。髷や化粧まわしなど貴重な実
焼きイカ・イカのカーテン
世界自然遺産白神山地を源流にも
物も展示しています。
鰺ヶ沢名物、イカがですか
つ赤石川の清流が育んだ「金アユ」
■開館／海の駅9：00〜18：00、鰺ヶ沢相
国道101号線の海岸沿いは焼きイ
は、香りが高く味も良いことで知
撲館9：00〜17：00
カ店が軒を連ねる「焼きイカ通り」。 ■交通／JR鰺ケ沢駅より徒歩約15分
られています。毎年7月1日のアユ
生干しイカが潮風にたなびく様子 ■問／海の駅わんど☎0173-72-6661
釣り解禁日には多くの釣り客が訪
から「イカのカーテン」と呼ばれて
れ、全国の釣り人を魅了します。
ROUTE 355
います。炭火で焼いた生干しイカ
■期間／9月下旬まで
■問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111
は、プリプリの食感と磯の香りが
漂う絶品。

GPS端末搭載電動アシスト自転車で
楽々街中散策

新OMOTENASHIご当地グルメ
2013年5月デビュー

│←─────

青森県最大級の瀑布に感動！

千畳敷

「ナビチャリ」レンタル中

● 藤崎

■時間／9：00〜18：00
■休館／年末年始（要問合）
■交通／JR風合瀬駅より車約5分
■問／☎0173-76-3660

深浦
マグロステーキ丼

● 林崎

活きの良い鮮魚やとれたて野菜、
いか焼きなどの地元の特産品を販
売する道の駅。食事処ではイカに
こだわったラーメンやカレー、自
然塩入りのオリジナルソフト「ソ
ルティー」など、こだわりのメニュ
ーが楽しめます。

353

大戸瀬

■期間／11月まで
■時間／コースにより異なります
■料金／利用日、人数、コースにより異なります
■交通／JR十二湖駅より車約5分
■問／アオーネ白神十二湖☎0173-77-3311
ウェスパ椿山☎0173-75-2261

新鮮な海の幸が味わえる

ROUTE

林崎〜川部間は
りんご畑が目の前に迫る

■問／深浦町観光課☎0173-74-2111

363

鶴の舞橋

板柳

白神の山海の恵みを地元の調理
でいただく海彦山彦料理。深浦
町・鰺ヶ沢町内のホテル・旅館・
食堂・ドライブインなど、さま
ざまな場所で提供。

ROUTE

●

こだわりの食材でおもてなし

かそせいか焼き村

青池やブナの
自然林や動植
物など魅力あ
ふれる十二湖
を、経験豊富
なガイドと一
緒にトレッキ
ング。気軽に
参加できるコースから上級者も納得のコ
ースまで様々なコースから選べます。

板柳町
ふるさとセンター
︵りんごに関する総合施設︶

白神海彦山彦食の旅

！
旅が充実
ガイドと
ング
トレッキ

五能線 ←──────

● 鶴泊

風待ち舘

十二湖白神トレッキング

陸奥鶴田

■期間（時間）／白神海ものがたり早朝コー
ス8月31日まで（6：00〜）、夕方コース7月
10日〜9月30日（時間は要確認）、漁師の朝
飯は通年（7：00〜8：00）※要相談
■料金／白神海ものがたり：中学生以上2,000
円・小学生1,800円、漁師の朝飯：一般1,500円
■出港場所／沢辺漁港
■交通／JR陸奥沢辺駅より徒歩約20分
■問／鶴田漁業（鶴田仁）☎0173-77-2673

円覚寺

ふかうら文学館

遊漁船に乗船し、世界自然遺産「白神
山地」を海から眺望。大型定置網の網
起こし操業を船上から見学できます。
「漁師の朝飯」では、地元漁師が近海
で獲った新鮮な海の幸を堪能します。
※天候により中止・変更となる場合
があります。

●

■交通／JRウェスパ椿山駅より徒歩約2分
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

日本海から白神山地を望む

鶴の舞橋
︵日本一長い木橋︶

■料金／円覚寺400円、他の3館は各300円
■開館／8：30〜17：00
（円覚寺8：00〜、風待ち舘9：00〜16：00）
■交通／JR深浦駅より徒歩約5分〜20分

白神海ものがたりと漁師の朝飯

立佞武多

くろくまの滝

わんど（私たち）の町の魅力をぎゅっ！

五所川原

聖徳太子の作と云われる十一面観音が安置
されたのが起源と伝えられる「円覚寺」には、
国の重要文化財に指定されている「薬師堂
ROUTE 362
鍋石温泉
内厨子」や日本最古といわれる「北国船の船
ヨーロッパの風景を思わせるリゾ
絵馬」等が奉納されています。
ート施設ウェスパ椿山内にある温
■問／☎0173-74-2029
泉。コテージのお風呂も温泉です。
【４館データ】

●

367

海の駅わんど＆鰺ヶ沢相撲館

立佞武多の館
津軽鉄道に乗り換えて
太宰治の生家﹁斜陽館﹂
・
津軽三味線会館へ

ROUTE

木造

春光山 円覚寺

白神山地西麓の広大なブナの森に点在す
る十二湖は33湖沼群の総称。中でも「青
池」はインクを流したように真っ青な水
の中に朽木が横たわる神秘的景観を見せ
ています。また「平成の名水百選」に認定
された「沸壺池の清水」の名水でいれた抹
茶も美味。他にも浸食による断崖がグラ
ンドキャニオンを彷彿させる「日本キャ
ニオン」などがあります。十二湖からの登
山ルートは、湖沼群を見渡す
す「崩山」を経
て、白神岳へアクセスできます。

●

■問／☎0173-74-3553

359

遮光器土偶

ベンセ湿原・
縄文遺跡︵遮光器土偶など︶

北前船の歴史を、3分の1の縮尺で複製した
模型や船が運んだ仏壇の展示などで紹介。
見所満載です。

ROUTE

● 中田

神秘的景観に心を休める

陸奥森田

十二湖トレッキング・白神登山

●

366

青池

● 越水

ROUTE

361

■交通／JRウェスパ椿山駅より送迎バスあり
■問／☎0173-75-2011

● 鳴沢

風待ち舘

ROUTE

豊富な湯量と優れた泉質の天然温
泉。直径22 mの青森ヒバの巨大水
車が迎えてくれます。

鰺ケ沢

■問／☎0173-84-1070

みちのく温泉

●

365

鰺ヶ沢温泉
海の駅わんど
鰺ヶ沢相撲館

ROUTE

● 陸奥赤石

■問／☎0173-74-3882

紀行家・菅江真澄、旅絵師・蓑虫山人、作家・
太宰治など、町を訪れた歴史的著名人たち
の筆跡を辿り町の魅力に触れて下さい。

赤石渓流・
くろくまの滝
白神ラインへ

364

北前船が行き交い商人で賑わった江戸時代
の町の様子や文化、歴史を観賞できるミュ
ージアム。資料館長のユーモア溢れるトー
クも人気です。

ふかうら文学館

● 陸奥柳田

ROUTE

大銀杏・関の甕杉

■交通／JRウェスパ椿山駅より送迎バスあり
■問／ ☎0173-74-3500

神秘の湖沼群︑十二湖と白神岳にアクセスする深浦町︒

■期間／通年（要予約）■集合場所／JR深浦駅
■料金／2,300円〜（ガイド料・入館料込）
■問／深浦町観光協会☎0173-74-3320

千畳敷
北金ヶ沢の大銀杏

黄金崎不老ふ死温泉

広大な日本海の風景を望む高台の
露天風呂や、波打ち際の海岸露天
風呂が人気の温泉宿です。

● 北金ケ沢

●
千畳敷海岸・
太宰治の碑

● 大戸瀬

● 風合瀬︵かそせ︶

山菜と海の幸の新鮮な食材を色彩
豊かに盛りつけた郷土色あふれる
駅弁。

道の駅ふかうら
﹁かそせいか焼き村﹂

しらかみ弁当

● 驫木︵とどろき︶

3号（陸奥鶴田→川部間）、4号（川部
→陸奥鶴田間）で実演。昔話しを津
軽の言葉で語ります。
（土・日曜、祝
日及び6月29日〜7月11日・11月26
日〜12月8日）

● 追良瀬︵おいらせ︶

津軽弁「語りべ」実演

千畳敷海岸

360

深浦の歴史・文化を説明しながら一緒に散
策する観光ガイド。3時間と4時間30分コー
スがあります。

深浦町歴史民俗資料館・美術館

● 広戸

1・3号（鰺ケ沢→五所川原間）、2号
（五所川原→鰺ケ沢間）で演奏。津
軽の田園景観とともに津軽の心、
響きをご堪能下さい。

「風待ち湊案内人」がご案内します

ROUTE

● 深浦

津軽三味線・車内演奏

津軽西海岸の名湯

太宰の宿ふかうら文学館
風待ち舘・円覚寺・
岡崎海岸

旅をもっと楽しく。
リゾート列車ならでは
のサービスも充実。

北前船の湊町散策

● 横磯

■詳細はP48参照

ウェスパ椿山

● 艫作︵へなし︶

美しい風景に抱かれて五能線を走
る
「リゾートしらかみ」
「
。青池編成」
「橅編成」
「くまげら編成」の３編成
が楽しい旅を演出します。絶景ポ
イントでは速度を落として運転。
4月〜9月は、秋田→青森、秋田→弘
前、青森→秋田、弘前→秋田の、1日
6便が運行します。一時期運休にな
る便もあります。

黄金崎不老ふ死温泉・
みちのく温泉

「リゾートしらかみ」
で
白神の山々と夕陽海岸を満喫！

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

津軽の景勝地を満喫
リゾート列車の旅。

● ウェスパ椿山

● 陸奥沢辺

● 陸奥岩崎

● 十二湖

アオーネ白神十二湖・
十二湖・森山海岸・
賽の河原

● 松神

太平洋

アオーネ白神十二湖

大。

ラ
れ

青森
横断の旅

● 白神岳登山口

日本海

● 大間越
●●●●

←至 能代

星と森のロマントピア
不識塔
アクアグリーン
ビレッジANMON
暗門温泉

西目屋村

グリーンパーク
もりのいずみ

尾太岳
▲
1083
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体験＆イベントカレンダー □

期

ふるさと元気まつり2013【黒石市】

9月

8/17

▼

8/17

場 三沢漁港

▼

問 三沢市水産振興課 ☎0176‐53-5111

9/5

お山参詣【弘前市】

8/18

問 岩木山観光協会☎0172-83-3000

▼

9/8

さんのへ秋まつり【三戸町】

▼

問 三戸町観光協会☎0179-22-0777

8/20

武者絵巻を題材とした各町内会手作りの山車が、町の
目抜き通りを練り歩きます。
2日目には、流し踊りや吹
奏楽演奏、
よさこいなどのパレードを開催。

9/7

▼

9/8

8/20

問 大覚院熊野神社☎0175-22-2682

▼

11/4

横尾忠則の「昭和NIPPON」
−反復・連鎖・転移【青森市】

P22

▼

9/8

2013北海道・東北B-1グランプリ
in十和田【十和田市】

P26

問 北海道・東北B-1グランプリin十和田実行委

員会（十和田商工会館内）☎0176-24-1635

北海道・東北エリアでご当地グルメを通じてまちおこ
しをしている21団体が十和田市に集結。

9/8

8/22
8/25

問 ☎017-783-3000

第2回津軽岩木スカイラインを歩い
てみよう会【弘前市】
問 弘前歩こう会事務局
（今井二三夫）

9/8

8/22
▼

8/25

9/10

ヤマメつかみどりまつり【むつ市】

8/14

問 藤崎町商工会☎0172-75-2370

三沢まつり【三沢市】
場 市街地幹線道路

問 三沢市商工会☎0176-53-2175

十和田市夏まつり花火大会【十和田市】

8/14

問 東北町観光協会☎0176-56-3111

場 下風呂漁港周辺

問 ゆかい村海鮮どんぶりまつり実行委員会

（風間浦村商工会内）☎0175-35-2010
特産のスルメをぶら下げたテープカットで幕をあけ、元祖
烏賊様レースや活イカすくい大会、特産品が当たる抽選会
などを実施。下北半島最後の花火がフィナーレを飾ります。

時 19：30〜20：30

▼

8/20

黒石よされ【黒石市】

▼

8/16

問 平内町商工会☎017-755-3254

名川秋まつり【南部町】
場 南部町剣吉地区

問 南部町商工観光課☎0178-76-3230

問 青森市観光レクリエーション振興財団

自由参加による盆踊り、かがり火、大文字焼き、花火打
上げなどが行われます。

大川原火流し
【黒石市】

ひがしどおり来さまいフェスタ【東通村】

8月下旬

場 東通村ふるさと広場特設ステージ
問 東通村つくり育てる農林水産課

8/16

8月中旬

六戸秋まつり【六戸町】

道の駅十三湖高原まつり【五所川原市】

場 六戸町中心商店街

場 道の駅十三湖高原

問 黒石観光協会☎0172-52-3488

問 六戸町観光協会
（六戸町産業課内）

8月下旬

問 ☎0173-62-3556

仁太坊まつり【五所川原市】
場 津軽三味線会館

時 18：00〜21：00頃

問 金木観光物産館マディニー☎0173-54-1155

五所川原市金木町で生まれた津軽三味線の始祖
「秋元
仁太郎」
の業績をたたえて開催され、上位入賞者によ
る演奏が行われます。

人気の「しじみのすくいどり」など十三湖名産ヤマト
シジミにこだわった様々なゲームやイベントを開催。
しじみをふんだんに使用した料理も味わえます。

8/30
▼

9/1

帆柱に火を放った藁で作った船を奔流に揉まれ、ズブ
濡れになりながら曳く伝統行事で、怒号と清澄な囃子
が何とも言えぬ風情を醸し出しています。

8/16 ・
18 ・
19

場 五戸町中心街

問 五戸町観光協会☎0178-62-7155

岩、紅葉、波の装飾が施された山車が急な坂を登る
シーンは迫力満点。五戸ならではの音頭や祭り囃子も
見どころです。

問 板柳町経済課地域振興係☎0172-73-2111

さんのへ夏まつり【三戸町】

津軽風待ち湊ふかうらヤットセ【深浦町】
場 夕陽公園

時 11：00〜21：00

問 ふかうらヤットセ実行委員会インナー事務

（深浦町観光課内）
☎0173-74-2111
局

P43

場 鰺ヶ沢町内

時 9：00〜

8/7

P07

場 八戸市中心街ほか

7/15

☎0178-41-1661

8/1

▼

▼

時 9：00〜

8/7

▼

中里地域、小泊地域と2回行われ、芸能発表など特色あるイ
ベントを開催。ビンゴ大会やお楽しみ抽選会、夜にはねぶ
たが運行され、花火の打ち上げでフィナーレを迎えます。

時 開催日により異なります

問 野辺地町観光協会☎0175-64-9555

京都から伝わったと言われる祭り。優雅なお囃子が豪
華絢爛な山車と共に町を練り歩きます。事前に予約す
れば山車の綱曳きや海上渡御に参加できます。

問 弘前市立観光館☎0172-37-5501

8/3

8/3

場 大鰐町内

問 大鰐温泉観光協会
（大鰐町企画観光課）

☎0172-48-2111

大湊ネブタ【むつ市】

6月下旬

問 南部町商工観光課 ☎0178-76-3230

7/20
▼

7/24

問 ☎017-739-2575

問 むつ市商工観光課☎0175-22-1111

7/27

P19

場 青森市内

▼

問 青森観光コンベンション協会

7/28

☎017-723-7211

P34

場 平川市役所前〜弘南鉄道平賀駅

▼

問 平川ねぷたまつり実行委員会

7/28

（平川市商工会内）
☎0172-44-3055

P35

場 五所川原市岩木川河川敷

問 五所川原商工会議所☎0173-35-2121

噴水や照明、BGMにあわせて約5,000発のスターマイ
ンが打ち上げられます。フィナーレには幅8 0 mの
ウォーターカーテンがライトアップ。

▼

7/28

問 藤崎町企画財政課

7月

田湖国立公園協会内）
☎0176-75-2425

浅虫温泉ねぶた祭り【青森市】

P19

場 浅虫地区

7/6

▼

問 浅虫温泉観光協会☎017-752-3250

中野もみじ山ライトアップ
【黒石市】

9/1

三陸復興国立公園指定記念「種差 P22
−よみがえれ 浜の記憶」
【青森市】
場 青森県立美術館

問 ひらか和！入浴ラリー実行委員会

（柏木温泉内）
☎0172-44-7600

平川市は、いたるところに温泉浴場のある「湯の町」。市内の公衆
浴場や宿泊施設はすべて温泉で、泉質や効能もさまざま。参加施
設に入浴し、スタンプを集めると抽選で豪華賞品が当たります。
P11

第50回キリスト祭【新郷村】

6/2

場 キリストの里公園
時 9：30〜12：30

問 新郷村観光協会☎0178-78-2025

新郷村に伝わるキリスト伝説を基に開催される祭り。
この地方に伝わる独特の盆踊り
「ナニャドヤラ」
の奉
納の後、
9団体によるナニャドヤラ競演が行われます。

玉松海まつり【蓬田村】

7/8

問 黒石市商工観光課☎0172-52-2111

場 玉松海水浴場

問 蓬田村観光協会
（蓬田村商工会内）

☎0174-27-2450
宝探しや浮き輪手こぎ、
とまと早食いなど誰でも参加
できるゲームがたくさん。
豪華景品がつきます。

大鰐温泉サマーフェスティバル【大鰐町】
場 大鰐町内
（平川親水公園ほか）

場 道の駅たいらだて駐車場

問 平舘観光協会 ☎0174-22-2441

P16

P34

田植え体験ツアー【田舎館村】

6/2

場 田舎館村役場東側水田

問 田舎館村企画観光課☎0172-58-2111

田んぼアートを描く稲はすべて昔ながらの手作業で
植えられており、事前指導により誰でも体験できま
す。

6/4

▼

6/30

つがる市定期観光バスツアー
【つがる市】

P38

問 つがる市観光協会
（つがる市商工観光課内）

☎0173-42-2111

ニッコウキスゲの群生がみられるベンセ湿原散策をメインに市
内各地に点在する観光地をバスで巡ります。日替わりで2コース
あり、地元のボランティアガイドが見どころを紹介します。

万国ホラ吹き大会【大鰐町】

6/8

時 12：00〜15：30
（参詣登山8：00〜11：00）
問 万国ホラ吹き大会実行委員会

（大鰐町企画観光課）
☎0172-48-2111
ウニをはじめ地元で水揚げされた新鮮な海の幸、磯の
味覚が勢揃い。
数量限定で殻付きウニの販売もありま
す。

7月中旬
▼

問 恐山寺務所☎0175-22-3825

時 10：00〜16：00

問 三沢国際クラブ☎0176-51-1600

☎0172-48-2111
（大鰐町企画観光課内）

場 恐山

場 三沢基地正面ゲート付近〜三沢市公会堂前

三沢基地のアメリカ人がアメリカの文化・スポーツな
どを日本人に紹介するイベント。
約35団体が参加する
パレードや食べ物広場、
遊びの広場など催しも多彩。

Oh! だいば：ウニの日【外ヶ浜町】

7月上旬

問 サマーフェスティバル実行委員会

6/2

問 ☎017-783-3000

種差海岸が「三陸復興国立公園」に指定されることを
記念して開催。鳥瞰図絵師・吉田初三郎など、種差に惹
かれた芸術家の名品や同地の考古品を展示します。

P33

時 夕暮れ〜21：00

恐山大祭【むつ市】

ひらか和！入浴ラリー【平川市】

三沢アメリカンデー【三沢市】

問 十和田湖湖水まつり実行委員会
（十和

7月下旬

午前中に石の塔への参詣登山を行い、午後からは鰐comeに
会場を移し、ホラを聞いて大笑い。チケット購入者には大鰐
温泉もやし入り豚汁や鰐come入浴券などがつきます。

ホタルまつりinなかどまり【中泊町】
場 ホタルの里
「滝ノ沢ふるさと砂防愛ラ

ンド」
問 中泊町環境整備課☎0173-57-2111

【田子町】
大黒森つつじまつり

6月中旬

場 大黒森

問 田子町観光協会☎0179-32-2177

中里川のせせらぎの中、
ホタルの光が幻想的に灯りま
す。
津軽鉄道によるホタル列車も運行され、子ども限
定でホタルの餌を放流できます。

標高719ｍの大黒森山頂一帯を約10万本ともいわれる山ツツ
ジが鮮やかに染めあげます。緑の山々とツツジの紅が見事な
コントラスト。群生地内には遊歩道があり、散策もできます。

サマーフェスティバル2013
【六戸町】

納涼ビール列車【平川市】

佐井村うに祭り【佐井村】

場 六戸町総合体育館駐車場

場 弘前駅〜黒石駅ほか

7月中旬

問 六戸町観光協会
（六戸町産業課内）

みさわ七夕まつり【三沢市】

▼

時 13：00〜21：00

7月下旬

問 三沢市商工会☎0176-53-2175

6月中旬

問 のへじ常夜燈フェスタ実行委員会
（野

第8回古都ひろさき花火の集い【弘前市】

6/15

辺地町地域戦略課内）
☎0175-64-2111

場 中町こみせ通り周辺ほか
時 9：00〜15：00

P14

場 小川原湖公園、
わかさぎ公園
問 東北町観光協会
（東北町商工観光課内）

☎0176-56-3111

「わかさぎマラソン大会」
が行われるほか、夜には創作
花火による幻想的な一大イベントが繰り広げられま
す。

場 蟹田漁港トップマスト周辺

時 9：00〜15：30 問 外ヶ浜町港まつり実行委

員会（外ヶ浜町産業観光課内）☎0174-31-1228
マグロにヒラメ、ホタテ、焼き干し…。海の幸や文化をたっぷり楽しめ
7月上旬
ます。
地元小学生によるよさこい演舞や、地域に伝わる郷土芸能の披露
など地域色豊かな出し物で、盛り沢山のプログラムとなっています。

問 ひろさき市民花火の集い実行委員会

（弘前商工会議所内）
☎0172-33-4111

奥津軽虫と火まつり【五所川原市】

6/15

時 18：30〜21：00

問 五所川原青年会議所

☎0173-35-4049
五穀豊穣を祈願する祭りで、メインの「虫おくり」をは
じめ、若者達による「火まつり」、さらには「虫の昇天」
などが行われます。

外ヶ浜町港まつり【外ヶ浜町】

7月中旬

場 弘前市岩木川河川敷運動公園

津軽の初夏を染める花火が岩木川に映し出され、
多く
の観客を魅了します。
雨天決行、大雨や強風の場合は
順延します。

問 クラシックカークラブ☎0172-57-4500

情緒漂う
「中町こみせ通り」
に1975年以前の旧車が全
国から200台以上集合。
参加車輌のパレードや津軽三
味線演奏なども行われます。

時 10：00〜15：00

問 佐井村観光協会☎0175-38-4515

クラシックカー青森ミーティングinこみせ【黒石市】

7月中旬

問 階上町商工会☎0178-88-2045

場 潮騒公園

場 津軽海峡文化館アルサスしおさいホール

佐井村の特産品である旬のウニをたっぷり盛ったウニ丼、採
れたての活ウニを特価で販売します。また、水産加工品や下北
の特産品コーナーもあり、毎年多くの来場者でにぎわいます。

のへじ常夜燈フェスタ【野辺地町】

海運で栄えた歴史を今に伝える常夜燈をテーマにしたイベ
ント。復元された北前船「みちのく丸」の寄港が予定されてい
るほか、味噌貝焼きなど郷土料理や特産品を堪能できます。

P06

場 小舟渡海岸

東北町湖水まつり【東北町】

イベント専用列車で生ビールを楽しむ約2時間の小旅
行。車内ではお楽しみ抽選会などで盛り上がります。

7月中旬

場 中央商店街、
アメリカ広場ほか

いちご煮まつり【階上町】

時 18：30頃〜約2時間

問 弘南鉄道
（業務部営業課）☎0172-44-3136

☎0176-55-3111

会場ではいちご煮が各店舗で販売される他、採れたて
のウニやアワビの炭火焼等、新鮮な海の幸を満喫でき
る出店が立ち並びます。

7/27

場 食彩ときわ館駐車場

町特産の食材を活用したオリジナルグルメを競い合
う食のイベント。
さまざまなジャンルの味わいが楽し
めます。

場 十和田湖畔休屋

伝統的な飾りはもちろん、三沢ならではの航空機など
多彩な七夕飾りが商店街を彩ります。アメリカ広場で
はゲストライブやヒップホップライブなどを開催。

7/27

10/31

十和田湖湖水まつり【十和田市】

野外で開放的に生ビールが楽しめる
「ビール天国」
や
ビンゴゲーム、
ステージショーなど熱くなれるイベン
トが盛りだくさん。

7/26

▼

☎0172-75-3111

全国各地から参詣者が訪れます。
「イタコの口寄せ」は、死
者の霊を呼び起こし、故人と今、現実に逢ってでもいるの
かのように対話できる不思議な世界を体験できます。

▼

問 中泊町水産観光課☎0173-64-2111

6/1

ふじワングランプリ2013【藤崎町】

6/30

場 青森県近代文学館

場 国道339号線

国道339号線
（通称竜泊ライン）
の眺瞰台から道の駅こ
どまりまでの約12kmをウォーキング。
海岸線には絶
景が広がります。

P22

古くから土用の丑の日に行われてきた
「丑湯祭
（うし
ゆまつり）
」
を発展させたもので、灯籠流しまでの約1
ヶ月間にイベントが目白押しです。

7/26

場 むつ市大湊地区

五所川原花火大会−水と光と音
の祭典ー【五所川原市】

7/19
8/17

大鰐温泉ねぷたまつり【大鰐町】 P32

平川ねぷたまつり【平川市】

竜泊ラインウォーク【中泊町】

場 南部町ふれあい公園

小嵐山と称される中野もみじ山がライトアップされ、滝と
渓流に映える緑のモミジが照らされ、艶やかな空間を演出
します。日中は中野川を臨んで「納涼床」が楽しめます。

▼

ねぷたごとに異なる囃子や踊りなど、楽しい演出が心
を和ませます。トリを飾るのは高さ11mの「世界一の
扇ねぷた」
です。

P14

場 野辺地町内

P29

20数台の豪壮華麗な大型人形ねぶたが出陣。
「 ラッセ
ラー」の掛け声とともに数万人の跳人が乱舞します。最
終日には約1万発の花火のもと、ねぶたが青森港を運行。

8/2

問 中泊町役場本庁☎0173-57-2111

8/10

場 弘前市内

青森ねぶた祭【青森市】

7/16
▼

問 浅虫温泉観光協会☎017-752-3250

120年以上の歴史ある祭り。独特のリズムと旋律にの
せて人形ネブタを曳き、流し踊りとともに練り歩きま
す。
1日目は各町内をまわり、
2・3日目は合同運行です。

8/2

場 七戸町中央公園

P19

6月

問 平川市たけのこマラソン大会実行

ファミリー・仮装部門など種目別に5コースあり、参加者には参加賞
や入浴券などをプレゼント。走った後のたけのこ汁も最高です。高低
差98mの起伏に富んだ山間部コースにチャレンジしてみませんか。

ジャックドまつり【南部町】

特別展「寺山修司没後30年」
【青森市】

場 碇ヶ関中学校グラウンド他

委員会☎0172-46-2104

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。

大鰐温泉サマーフェスティバル期間中に毎年開催。各
町内ねぷたが一同に結集します。7日は午前中の運行
です。

8/2

時 要問合せ
問 ☎0175-36-2112

花火大会ではイルミネーションに飾られた遊覧船が
運航。
日中はよさこいやコンサート、フリーマーケッ
トなどが行われます。

7/13 ・
14 ・
8/14

場 浅虫海浜公園

弘前ねぷたまつり【弘前市】

7/13

たけのこマラソン【平川市】

6/23

文学活動に加え、前衛的な演劇活動を行い、社会に大
きな影響を与えた寺山修司。
ふるさと青森との関わり
を中心に、
活動と業績を紹介。

▼

問 八戸観光コンベンション協会

情緒ある笛や太鼓のねぷた囃子にのせて扇ねぷたや
組ねぷたを運行。
「ヤーヤドー」と勇ましい声が響き渡
ります。

8/4

中泊町役場小泊支所☎0173-64-2111

観客席から近い打ち上げ場所から、スターマインや仕
掛け花火など約3,500発の花火が打ち上げられ、
夏の夜
空を彩ります。

▼

8/7

場 浪岡八幡宮境内、
浪岡地区中心商店街ほか

のへじ祇園まつり【野辺地町】

8/1

7/13
9/8

青森ねぶた祭の前夜祭を飾る浅虫温泉花火大会では、
約4,000発の花火が夏の夜空を染め上げます。

▼

問 鰺ヶ沢町観光協会☎0173-72-5004

場 中里地域、
小泊地域

問 南部町商工観光課☎0178-76-3230

八戸三社大祭【八戸市】

P18

場 風間浦村活イカ備蓄センター

県南地方最初の夏まつりとして知られており、町の中央を流れる馬淵川に
生息しているなまずの「勝ち抜き競泳大会」や「爆笑お笑いライブ」
「花火大
会」など盛りだくさんの内容で幅広い年齢層に親しまれているまつりです。

▼

問 黒石青年会議所☎0172-52-3369

浅虫温泉花火大会【青森市】

8/1

問 三戸町商工会☎0179-22-2131

有名ゲストによる歌謡ショーや子どもに大人気のキャ
ラクターショーのほか、ストラックアウト、フリーキッ
クなど子どもから大人まで楽しむことができます。

8月中旬

P33

場 中町こみせ通り他

8月

P12

場 三戸町中心街

問 七戸町商工観光課☎0176-62-2137

8月中旬

黒石ねぷたまつり【黒石市】

神話・歌舞伎などを題材とした豪華絢爛な27台もの山車
が市の中心部を華やかに練り歩きます。静かで落ち着い
た神輿行列と、熱気を帯びる山車運行の対比が見事です。

問 ☎0172-36-7439

なかどまりまつり【中泊町】

場 すみやの河川公園

8/4

場 弘前市りんご公園

場 鶴田町本町通り他

問 鶴田町産業観光課☎0173-22-2111

7/14

りんご収穫体験2013【弘前市】

しちのへ夏まつり【七戸町】

8月中旬

なんぶサマーフェスティバル【南部町】

8/17

▼

時 昼頃〜21：00
（日により異なる）

問 黒石観光協会☎0172-52-3488

元祖烏賊様レース【風間浦村】

新鮮なイカを使った「烏賊様レース」は、シーズンになるとた
くさんの人で賑わいます。イカのオーナーになってレースに
参加した後は、そのイカを調理してもらうこともできます。

▼

70台近いねぷたが出陣。
人形ねぷたと扇ねぷたが入り
交じり、
風情ある街並みを練り歩きます。

7/31

場 役場前特設ステージ、
町内各所

つるたまつり【鶴田町】

本町通りでの竜巻寿司（約220mの太巻）づくり、ねぶ
た運行、津軽富士見湖での龍神船運行と花火大会など
が行われます。

五戸まつり【五戸町】

りんご灯まつり【板柳町】

南北朝時代（14世紀頃）の武将・北畠顕家の子孫が浪岡
城を築いたことにちなんだ祭りです。渓流魚手づかみ
大会、
泣き相撲大会、
ねぶた運行などが行われます。

P33

場 黒石市大川原地区

7/30

10月末

7/13

場 鶴の名湯温湯温泉ほか

450年以上もの歴史ある温湯温泉ならではの伝統行事。丑の
ご神体を載せた神輿を子ども達が引く入湯式では、丑を撫で
た手で自分の悪いところを触ると治るといわれています。

8/5

☎0174-35-2014

問 浪岡商工会☎0172-62-2511

☎0175-27-2111
村 の 特 産 品 が 味 わ え る「 食 さ ま い ゾ ー ン 」や 歌 謡
ショー、ゲーム大会が行われ、個性あふれるよさこい
の踊りに会場は熱気に包まれます。

問 今別町観光協会
（今別町商工会内）

浪岡北畠まつり【青森市】

時 18：30〜20：50

問 つがる市ネブタまつり実行委員会

温湯丑湯まつり【黒石市】

7月下旬

▼

300年以上続く伝統行事で、
現在は4年に1度開催。
華や
かな「神奉祭」や、最終日に行われる御座船に御神輿を
お通ししての海上渡御はこの地ならでは。

☎017-764-1110
巨大な馬ねぶたが目抜き通りを練り歩きます。3日間
行われ、最終日には馬ねぶたへ点火し、新田開拓に尽
くした農耕馬の霊を昇天させる新田火まつりを開催。

P38

場 海峡さざなみ公園ほか

深浦小唄の総踊りやB級グルメも参加する浜辺のビアガーデ
ン＆フードコート、浜辺ライブや浴衣大賞など様々なイベン
トを開催。最終日には深浦湾に花火が打ち上げられます。

8月中旬

ねぶたの運行や流し踊り、吹奏楽演奏、仮装やクラ
シックカーなど盛大なパレードに始まり、さまざまな
イベントが行われます。

8/16

問 五所川原商工会議所☎0173-35-2121

白八幡宮大祭【鰺ヶ沢町】

場 平内町中心街

場 モヤヒルズ

問 つがる市商工観光課☎0173-42-2111

8/11

ひらない夏まつり2013
【平内町】

雲谷かがり
【青森市】

8月下旬

▼

問 大畑町商工会☎0175-34-3500

場 五所川原市中心市街地

7月中旬
▼

津軽地方で先陣をきって開催。
市民手作りの個性豊か
な木造ネブタが出陣し、
太鼓や笛のお囃子とともに練
り歩き、
つがるの夏を彩ります。

五所川原立佞武多【五所川原市】 P35

荒馬まつり【今別町】

時 18：00〜

（つがる市商工会内）
☎0173-42-2449

町の目抜き通りに約3,000個の提灯をつけた大きな竹
を立てかけ、町を幻想的な雰囲気に包みます。
各団体
によるイベントや出店で賑わいます。

8/10

場 大畑漁港内特設ステージ

大畑漁港内の特設ステージで様々なイベントを開催。
花火大会は地元商工会青年部が地元を盛り上げよう
と企画から運営まですべて行っています。

8/15

8/9

8/10

大畑ふるさとまつり【むつ市】

問 ☎0176-59-3434

食べ頃に育ったりんごの摘み取り体験。時期により品
種が異なりますので、事前にお問い合わせください。
（生育具合により終了時期が早まることがあります）

▼

問 黒石商工会議所☎0172-52-4316

場 つがる市商工会前ほか

時 9：00〜15：00

P33

場 黒石市内

場 三沢市寺山修司記念館

りんごの豊作を祈願するまつりで、9日にはりんごの
木を摸した「りんご山笠」が「ノレサ！ソレサ！」の掛
け声で町内を練り歩きます。

8月上旬

つがる市ネブタまつり【つがる市】

7月下旬

馬役と手綱取りの力強い踊りの後に、花笠姿の跳人が
舞い踊ります。
4日には海峡花火大会も実施。

11月下旬

日本三大流し踊りの1つで、古い伝統を持ちます。廻し
踊り、組踊り、流し踊りの3つの踊りで構成されていま
す。

8/15

▼

▼

青森県南部地域では最大級の花火大会。約4000発もの
花火が十和田市中心街で打ち上げられます。

東北町秋まつり【東北町】
場 上北町駅前〜東北町役場本庁舎

場 十和田市陸上競技場
問 十和田市観光協会☎0176-24-3006

8/14

8/4

●各イベントの情報は平成25年5月1日現在のものです。
●各イベントの期日は天候等、止むを得ない事情により、変更となる場合がありますので、事前にお確かめ下さい。

P13

高さ約23m、重さ約19トンという7階建てのビルに相
当する大型立佞武多3台の圧倒的な迫力と、
「ヤッテマ
レ」
の掛け声が観客を魅了します。

8/10

川内川河川敷に設置されたいけすに、約1万5千匹もの
ヤマメを放流。童心にかえった大人や子ども達が夢中
になって楽しめます。

P34

8/4

▼

時 10：00受付開始

寺山修司記念館フェスティバル
／夏【三沢市】

特別ゲストを招いてのトークショーや様々なイベン
トを通じて、多彩な感性と、様々な顔を持つテラヤマ
ワールドの不思議を解き明かしていきます。

8/8

場 川内川河川敷特設会場
問 川内町観光協会☎0175-42-2301

場 藤崎町平川河畔
（白鳥ふれあい広場）

8/4

8/7

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。

問 むつ市商工観光課☎0175-22-1111

☎0176-55-3111

46

場 大間港

つがる市馬市まつり【つがる市】

勇壮な山車と伝統芸能の鶏舞などの祭列が町を練り
歩きます。沿道の笑いを誘う仮装行列と山車のコラボ
レーションは六戸秋まつりならではです。

9月上旬

大間ブルーマリンフェスティバル P18
【大間町】

場 アクアグリーンビレッジANMON

運行する各山車にステージが設けられ、尺八や三味線、太鼓
に合わせて南部手踊りが披露されるという全国的にめずら
しいまつりで、沿道に詰め掛けた大勢の観客を魅了します。

9月上旬

場 田名部神社周辺

▼

8/8

問 大間町産業振興課☎0175-37-2111

田名部まつり（田名部神社例大祭）P15
【むつ市】

8/3

▼

問 横浜町産業振興課☎0175-78-2111

暗門祭
【西目屋村】

暗門神社で行われてきた伝統の神事に、よさこい、登
山ばやし、
丸太切りなどのアトラクションを加えた西
目屋村の一大イベント。

▼

問 南部町商工観光課 ☎0178-76-3230

ゆかい村海鮮どんぶり祭り花火大会【風間浦村】

8月下旬

場 三保野公園、
横浜漁港

三保野公園では魚のつかみ取りなどを実施。夜には横浜
漁港で花火大会が行われ、迫力満点の水中花火やスター
マインが情緒あふれるBGMとともに観客を魅了します。

8/14

豪華な山車と中学生が製作した扇ねぶたの競演。駅前
商店街を主会場に、神楽・太鼓共演会、祭り囃子合同競
演会などが行われます。

問 目屋観光協会（西目屋村総務課内）☎0172-85-2800

9/8

場 南部町大向地区

前夜祭での祭り囃子競演会を始まりに、お通りとお還
りでは十数台の山車が運行。中日には仮装行列や国際
サマーフェスティバルなども行われます。

☎0172-32-9272
青森県最高峰の岩木山（1625m）を麓から8合目まで
ウォーキングしてみませんか。自動車専用道を午前中
だけ閉鎖して実施します。

8/14

員会社会教育・体育課内）☎0178-56-4276

幻想的な灯籠流しの後、
約4 000発もの花火が打ち上げ
られます。色とりどりの大輪の花が津軽平野の夜空を
焦がします。

▼

場 青森県立美術館

横尾忠則が一貫して描いてきた
「日本」
。
戦前、戦後、現
代という時間の連続性を、作家が生きてきた
「昭和」
に
重ねて捉え直していきます。

9/7

問 全国将棋祭り実行委員会(おいらせ町教育委

津軽花火大会
【藤崎町】

場 むつ市大湊地区

横浜町ふるさとのまつり【横浜町】

場 みなくる館

豪華絢爛な山車が市内を練り歩き、クライマックスの
「五車別れ」では20日の夜に5台の山車が一堂に会して
酒を酌み交わします。

大湊まつり【むつ市】

むつ市大湊地区の兵主神社、近川稲荷、宇田八幡宮、川
守稲荷神社、大平神明宮の例祭を総称したもので、珍
しい船山が独特の沖上げ音頭とともに練り歩きます。

9/7

全国将棋まつり【おいらせ町】

南部藩発祥の地という由緒ある古い歴史を背景に豪華絢爛な大名行列、古式ゆかしい
奥方行列を中心とした一大絵巻が展開されます。郷土芸能や流しおどり、音楽パレード
のほか、みこしなど華やかなまつりを一層盛り上げ、沿道の観客を楽しませます。

8/18

場 三戸町中心街

メインイベントは「義経行列」で鎌倉幕府を追われた源義経を偲び、華麗
な衣装をまとった義経行列が町を練り歩く祭り。その他にも、郷土芸能
やゲーム大会・歌謡ショー・抽選会・盆踊り・花火大会などが行われます。

南部まつり【南部町】

8/18

場 みんまや義経海浜公園
問 みんまや義経まつり実行委員会
（外ヶ

浜町産業観光課内）
☎0174-31-1228

一流のプロ棋士達の熱戦を肌で感じることができま
す。また、子ども達が将棋の駒に扮した「人間将棋」は
一見の価値ありです。

P31

場 弘前市岩木庁舎〜岩木山神社

白装束に身を包んだ参拝者が黄金色の御幣や鮮やか
な幟を掲げて岩木山神社を目指します。
国の重要無形
民俗文化財に指定されています。

9/6

8月中旬

ねぷたにもつけ太鼓の運行、よされ踊りなど黒石の祭
りが集結。出店もたくさん並び、バンドの生演奏も行
われるなど、
見応え充分。
駐車場は御幸公園です。

熱気あふれる舟こぎ大会や魚介類をはじめ特産品の
販売などを中心に開催。花火大会は八戸など周辺市町
村からたくさんの見物客で賑わいます。

9/3

みんまや義経まつり【外ヶ浜町】

問 黒石青年会議所☎0172-52-3369

みさわ港まつり【三沢市】

9/1

場 浅瀬石川河川敷
時 18：00〜

2013.6.1〜11.30

間

海峡サーモン祭り【むつ市】

6/23

場 大畑漁港魚市場内 時 8：45〜14：00
問 むつ市大畑庁舎産業建設課

☎0175-34-2111
津軽海峡で丹精込めて育てた海峡サーモンを存分に
楽しめる祭り。
サーモンのたもすくいや一本釣り、
サーモンレースなど参加できるイベントも多彩です。

45

