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あおもり五大夏祭りを愉しむ
青森ねぶた・弘前ねぷた
八戸三社大祭・五所川原立佞武多

田名部まつり・青森県の夏祭り

文化・歴史・食を探訪
青森・東津軽エリア
弘前・南津軽エリア
五所川原・奥津軽・西海岸エリア
八戸・三戸エリア
十和田・三沢・上北エリア

むつ・下北エリア

※掲載されている情報は平成23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。
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■期日／ 8月2日〜7日※1日は前夜祭
■時間／ 1日前夜祭は18：00〜21：00頃（青い海公園特設ステージ）
2〜6日は19：10〜21：00、7日は13：00〜15：00（大型ねぶたの運行）、
19：15〜21：00頃（青森花火大会・ねぶた海上運行）
■場所／青森市中心街
■料金／有料観覧席（人数指定有）1人2,500円
■問／青森観光コンベンション協会☎017-723-7211

弘前ねぷた

■期日・時間・場所／
8月1日〜 4日（土手町コース）19：00〜
8月5日・6日（駅前コース）19：00〜
8月7日（土手町なぬか日コース 10：00〜
■料金／無料（有料観覧席1,500円あり）
■交通／土手町コース＝弘前駅より徒歩
約10〜30分、駅前コース＝弘前駅中央
口すぐ
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

平川ねぷたまつり

巨大扇ねぷたが堂々出陣
ねぷたごとに、異なる囃子に踊り
など楽しい演出が観客を飽きさせ
ない平川ねぷたまつり。トリを飾
るのは高さ11ｍの「世界一の扇ね
ぷた」
です。

ねぷたの歴史・変遷
ねぷたが初めて記録に登場するのは、

享保7年
（1722）
の
『弘前藩庁日記』
。
5代
藩主信寿が、紺屋町の織座で「祢むた」
を高覧したとあります。
ただ、それ以前に、ねぷたの基になっ

たかもしれないエピソードが残されて
います。初代藩主・津軽為信が京都に滞
在中の文禄2年（1593）
、約3.6ｍ四方
の大燈籠を造らせ、都の人々を驚かせ

おうみんずい

『奥民図彙』の「子ムタ之図」。弘前藩士の比良野貞
彦が天明8 年（1788）頃に書いたもので、図版とし
て最も古い。高い燈籠を掲げている。

■期日／ 8月2日・3日（雨天4日まで順延）
■時間／ 18：30〜22：00
■交通／平賀駅より徒歩約5分
■問／平川市商工会☎0172-44-3055

黒石ねぷた祭り

歴史の小径をねぷたが練り歩く
高欄つきの人形ねぷたと扇ねぷた
合わせて約80台が出陣。色彩鮮や
かなねぷたがこみせ通りなど市内
を叙情的に練り歩きます。

たと言われています。以来、享保年中

（1716〜1735）に経費節約のため勘定
奉行が止めさせるまで続けられ「津軽

■期日／ 7月30日〜8月5日
■時間／合同運行日（7月30日・8月2日）
18：30〜
■交通／黒石駅より徒歩約10分
■問／黒石青年会議所☎0172-52-3369

の大燈籠」は遠国まで知れ渡りました。
文化・文政期に入ると、経済力を持っ

た町人が増え、町人文化が華開いてい
きます。弘前藩は十万石に昇格し、天守

歴史・秘話が、
さらに祭りを楽しくさせる！
青森ねぶたの変遷
明治に入って青森ねぶたは大型化しま
した。明治3年の記録には、
高さ11間のも
のを百人で担いだとあります。約20ｍも
のねぶたをどうやって担いだのか、とに
かく4kmも離れた場所から見えたと記さ
れています。
明治新政府から任命された青森県令
めつけ、ねぶたを始め盆踊りなどまかり
明治15年に解禁されましたが、ねぶた祭
が9年間も姿を消した時があったのです。
大正の末期から昭和の初めにかけて仮
恐慌、そして生活様式の変貌が著しい時

「ラッセランド」で
ねぶたを学ぼう!

代でもありました。
不安を茶化したり、
社
数を多くしたのでしょうか。

そうした背景もあってか、この頃から

祭りは、昭和20年には中止されました

組（人形）ねぷたが出現し、大型化が進

が、翌21年には油川や旭町で出されまし

んだようです。

た。進駐軍に気がねしながらの運行だっ
たといいます。

激動期を経て「開き」の入った扇燈籠が

青森ねぶたが、現在のように大型化し

作られるようになりました。城下町の

たのは戦後。青森ねぶた祭は観光という

気風を反映した勇壮な武者絵が祭りム

大きな流れに乗り、どんどん巨大化して
明治39年の扇ねぷた。藩祖為信公の没後300年祭
に、
本町有志が運行した大佞武多。

■問／青森観光コンベンシ
ョン協会
☎017-723-7211

装
（ばけと）
が大流行しました。
凶作、
金融

だムードが満ちていたと思われます。

ねぷたが主流となっていきます。

祭り衣装に身を包み思い
切り跳ねてみよう。レン
タルはもちろん販売もし
ています。

ならんと、
明治6年、
禁止令を出しました。

会を批判する姿勢が、ばけと
（化け人）
の

ードを盛り上げたこともあり、以来、扇

衣装をレンタル
祭りに“出陣”

（現在の知事）
は、地方の旧習を悪習と決

閣も再建されるなど、城下にも華やい

その後、明治維新、廃藩置県といった

7日の最終日、フィナーレを飾る「海
上運行」。各賞を受賞した7台のねぶ
たが夜空を焦がす花火の下、海上運
行されます。

きました。
※参考／青森観光コンベンション協会HPより

浅虫温泉花火大会
夏の夜を彩る光の輪

青森ねぶた祭の前夜祭を飾
る浅虫温泉花火大会。夏の
夜空を色鮮やかに染め上げ
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／浅虫温泉花火大会実行
委員会☎017-752-3250

青森ねぶた

あおもり五大夏まつり

あおもり五大夏まつり

ひろさき

弘前ねぷたまつり

歴史・秘話が、
さらに祭りを楽しくさせる！
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まつり

祭 り を 愉 し む

祭 り を 愉 し む

あおもり

青森ねぶた祭

青い海公園内の「ラッセ
ランド」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。
■期間／ 7月1日〜8月6日
■問／青森観光コンベンション協会☎017-723-7211
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祭 り を 愉 し む

祭 り を 愉 し む

ご し ょ が わ ら た ち ね ぷ た

五所川原立佞武多

高さ22m、重さ19 t の偉容。百年の歴史を曳く
大型立佞武多3台と各団体の中型・小型ねぷたが出陣。
圧倒的な迫力と参加者たちの爆発的なエネルギーが
祭りを熱く盛り上げます。開幕前夜の花火大会では
噴水や照明、
BGMにあわせて約5,000発の花火が打ち
上げられ、
市内は祭りムードに染まります。
【五所川原花火大会】
■期日／ 8月3日 ■時間／ 19：30〜 ■場所／岩木川河川敷
■料金／無料（有料観覧所300円）
■交通／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
【五所川原立佞武多】
■期日／ 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／パイプイス席2,500円）
■交通／五所川原駅より徒歩約3分
■問／有料観覧席については、五所川原商工会議所
☎0173-35-2121

れないほどの五所川原

歴史・秘話が、
さらに祭りを楽しくさせる！

「ニンテンドー 3 D S」のゲームキャラク
ターが、高さ10mの立佞武多となって夜
の五所川原に出現

立佞武多復活に至るまで
至るまでには、書きき

巨大ネプタの設計図と推察さ
れる。最も詳細な図には、大八
車の上に３層から成る台座の
寸法が記入されている。

今年発売予定のニ
ンテンドー 3DSソ
フト新・光神話「パ
ルテナの鏡」のキ
ャラクター（ピッ
ト・パルテナ）が出
陣します。

人の努力と想いがあり
ました。発端は、平成5
年に出現した五所川原
の豪商「布嘉」に仕える

■期日／ 8月4・5・6日
（予定）

大工の画いた巨大ねぷ
たの設計図。平成8年、

三社大祭の歴史
三社大祭の三社とは、
神明宮・新羅神

もっとも古い記録が、おがみ神社か
1721年。
この時点ですでに獅子舞や大
神楽をはじめ多様な行列が連なってい

立佞武多の館

の連続。400個もの募

した。ついに7月1日午後8時、クレーン車を使っ
て上・下半身、台座の組立が始まり、約一世紀ぶ
りに新しい歴史を刻むことになる巨大ねぷたが
威風堂々の勇姿を現しました。
名前は
「立佞武多」
と命名されました。
２年後の平成10年、市が立佞武多の支援を決
め、立佞武多の運行が決定されました。電線の埋
設などの準備を経たその夏、初代立佞武多“親子
の旅立ち” の威容を目にすることになりました。
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気を鼓舞するため武者行列が参加し、

三社大祭の見所

が、人手も資金も苦難

どの現物支援もありま

ました。
江戸後期1825年には藩士の士

❷

々が復元を試みました

労働力の提供、部品な

もそもは個別の祭礼だったようです。
ら新羅神社への神輿渡御で江戸中期の

真を頼りに、有志の人

築技術を持つ人たちの

社・おがみ神社の３つのことですが、
そ

❶

その設計図と一枚の写

金箱の設置、細かな建

■期間／ 7月31日〜8月4日
■時間／日によって異なります
■場所／八戸市中心街ほか
■交通／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

上／明治後期の巨大ねぷた。
右／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。

本物に触れる体験メニュー
高さ約22mの大型立佞武多を常設展示。らせん状の
スロープからは、細かな造りや筆遣いまで見ること
ができます。勇退した立佞武多で使われていた紙で
のうちわ作りや、立佞武多燈籠作りなど、五所川原な
らではの体験メニューも豊富。本物の立佞武多の紙
張りや色付けも体験できま
す（時間要問合）。
■開館／ 9：00〜19：00（4〜9月）、
9：00〜17：00（10〜3月）
※民芸品製作体験
10：00〜17：00
■体験料／ 100円〜2,000円
■交通／五所川原駅より
徒歩約5分
■問／ ☎0173-38-3232

❸

「お通り」
と
「お還り」
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。前夜祭・後夜祭では、
中心
通りに山車が並び、華やかな景
観を見せてくれます。

加賀美流騎馬打毬
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
羅神社の新規造営落成の際に初めて
祭典競技として行われました。騎馬
武者が毬杖で毬を奪い合い放り投げ
る古式豊かな伝統行事です。

同じころ虎舞も行列に加わっていまし
た。商家が買い入れた人形を台に載せ
て担いで歩くようになったのもこの頃。
明治中期になって、
1884年には新羅
神社、
1887年には神明宮の行列とまと
まって、ようやく三社の祭りとなりま
した。商家の人形山車は町内単位の山
車に代わり、こうして現在の祭りの原
型ができあがったとされています。山
車の様式は、南部藩の各地に広く伝わ
る山車の系譜上にありますが、八戸の

❹

ものは特に華麗に発展したようです。
ちなみに山車とは屋根付きのもので、

八戸三社大祭

約290年の歴史と伝統を誇る八戸市
や南部地方最大の祭り「八戸三社大
祭」
。
国の重要無形民俗文化財に指定
され、神話・伝説・歌舞伎などを題材
にした豪華絢爛な27台の山車が市の
中心街を練り歩きます。

歴史・秘話が、
さらに祭りを楽しくさせる！
巨大ねぷたが復活に

あおもり五大夏まつり

立佞武多

あおもり五大夏まつり

はちのへさんしゃたいさい

八戸三社大祭

屋根の無いものは
「屋台」
や単に
「山」
と
呼ぶのが正しいようです。

❺
❶稚児による巫女行列❷江戸時代に作ら
れた「太公望」の屋台山車❸法霊神楽
❹ひょっとこ❺虎舞

前夜祭
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ぶ

北前船によって京都より伝えられた祇園
祭の流れをくむ下北最大の祭りです。絢
爛豪華な山車が囃子と共に市内を練り歩
きます。
最終日には5台の山車が一堂に会
して樽酒を酌み交わし来年の再会を誓う
「五車別れ」
でクライマックスを迎えます。

■期日・時間／ 8月18日（宵宮）18：00、8月19日（山車合同運行）18：30、
（花火大会）19：30、8月21日（山車合同運行）13：00
8月20日（海上渡御）11：00、
※上記全日程は予定です■場所／野辺地町内
■料金／無料（稚児行列参加は有料）■問／野辺地町観光協会☎0175-64-9555

■期日／ 8月14日〜20日 ■時間／ 19：00〜
■交通／黒石駅より徒歩約10分
■問／黒石観光協会☎0172-52-3488
黒石商工会議所☎0172-52-4316

大川原の火流し

南北朝の記憶を伝える
約600年前に故郷を追われた南朝の子
孫が、その慰霊のために始めたと言わ
れています。清らかな囃子が響き渡る
なか、川中に舟を曳き走る勇壮な姿が
火に照らし出されます。

「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。
薄暮の頃、
化粧直しをした山車が
夜の繁華街を艶やかに灯します。

■期日／ 8月16日 ■時間／ 19：00〜
■場所／黒石市大川原
■交通／黒石駅よりバス約30分
■問／黒石観光協会☎0172-52-3488

馬市まつり

津軽名馬の産地で行われる奇祭
巨大な馬ねぶたが市内を練り歩く馬
市まつり。
最終日には、
馬ねぶたへ点
火し新田開発に尽くした農耕馬の霊
を昇天させる “ 新田火まつり ” が行わ
れ、馬力大会も同時開催されます。

五戸まつり

山車が急坂を上るシーンは圧巻
岩やもみじ波の装飾が施された山車が
急な坂を上るシーンは迫力満点。
また、
五戸ならではの音頭や祭り囃子も見ど
ころ。

■期日／ 8月26日〜28日（予定）
■場所／つがる市役所前、ほか
■問／つがる市商工観光課 ☎0173-42-2111

下北の山車まつり

■期間／ 9月2日〜4日
■場所／五戸町中心街
■問／五戸町観光協会☎0178-62-7155

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
力づくでひきずり回します。
その180度の転換は圧巻です。

歴史・秘話が、さらに祭りを楽しくさせる！
300年の伝統が生み出す格式
下北地方最大の祭礼
「田名部まつり
（田名
部神社例大祭）」は、西廻り航路の海運によ
ってもたらされたものと考えられています。
田名部は、
江戸時代、
この地方の重要な産物

神事、
山車まつり
家々では、神様をもてなす支
度が整っています。下北の山
車まつりは神事であることを、
改めて思いおこさせます。

であるヒバや昆布、アワビの積み出し港と
して栄え、
北前船も多数往来しました。
田名部まつりに代表される下北半島の山
車祭りの魅力は歴史を偲ばせる絢爛な山車、
宵に変貌する雅な山車の風情、その土地々
の道を風趣豊かに運行する山車と街並み、
それを曳く男衆の粋、古くから受け継がれ
た伝統としきたりにあります。

※写真は、いずれもイメージです。

田名部まつりで演じられる
国重文
「東通能舞」

大畑八幡宮例大祭

八幡宮のご神体を納めた神輿を先頭に神
享保3年
（1718）
から伝わると言われ、
神
楽や稚児行列、
そして、
県内随一の大きさ
輿や山車、
神楽、
能舞などの行列が町内
を誇る５台の山車が町中を練り歩きます。 を巡ります。

ごしょがわらたちねぷた

きたかみおにけんばい

あ わ

五所川原立佞武多（青森県五所川原市） 北上鬼剣舞（岩手県北上市） 阿波おどり（徳島県徳島市）

がんばろう日本！がんばろう東北！

■
■期日／
9月17日・18日
■
■交通／バス停川内町より徒歩約3分
■
■問／川内八幡宮社務所☎0175-42-2236

■期日／ 9月14日〜16日
■交通／むつ市大畑庁舎より車約2分
■問／大畑八幡宮社務所☎0175-34-3636

「交流〜つながる、
つなげる、
ふるさとの祭り〜」
をテーマに、
県内外、
海外の

脇野沢八幡宮祭典

下風呂若宮稲荷神社例祭

ます。
いずれの会場も入場無料ですがメイン会場の青森市文化会館では、
席

北前船の商人らによって二百数十年前に
始められたこの祭典は、しきたりや不文
律などの伝統を厳格に守り継いできた祭
りです。

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。

■期日／ 8月15日〜17日
■交通／大湊駅よりバス約1時間15分
■問／むつ市脇野沢地区観光協会
☎0175-44-2217

力と技が圧巻
山車の方向転換

■期日／ 10月9日（宵宮）〜11日
■交通／下北駅よりバス約1時間10分
■問／風間浦村観光協会☎0175-35-2010

伝統芸能約30団体が出演します。ベイエリアでは青森県の食を堪能できる
「あおもりうまいもの市」
や
「ご当地グルメ屋台村」
などのイベントも行われ
数の関係上観覧にあたって入場券が必要となります。観覧申込方法等詳細
につきましては、
事務局までお問い合わせ下さい。
■期日／ 9月24日・25日
■場所／青森市文化会館（メイン会場）、青森ベイエリア（サブ会場）
■問／青森県観光交流推進課内日本の祭りinあおもり2011実行委員会事務局 ☎017-734-9389

田名部神社境内では、東通村
に古くから伝えられている能
舞が演じられます。田名部神
社界隈に、古式ゆかしい風情
が漂います。
（期日要問合）

祭りのクライマックス
「五車別れ」

祭りの形式は、祇園の流れをくむといわ
れ、
あでやかな祇園ばやしの中を5町内の山
車が運行されます。

田名部まつり

山車が向かい合って太鼓を競い合
う「けんか太鼓」が勇ましい “しち
趣向を凝らした仮装
のへ秋祭り”。
が沿道の笑いを誘う “ 六戸秋まつ
り”。上北地域の各地が山車祭りで
賑わいます。10月に行われる南部
祭囃子大競演会には南部地域のお
祭りが一堂に会します。

あおもり五大夏まつり

盆踊り時の恋の唄だったといわれる黒石
よされ。
「エッチャホー」の掛け声ととも
に約3,000人の踊り手が町中を埋め尽く
します。
円を描きながらの廻り踊りは、
観
客を巻き込んで乱舞になることも。

上北の山車祭り

一緒に踊れば、なお楽し

着飾った稚児たちが奏で
豪華絢爛な山車、
威勢良く演奏される
る雅やかな祇園囃子、
それらの勇壮で優美な祭りは
神楽囃子と、
事前に
京都から伝わったとされています。
山車の綱曳きや海上渡御などへの参加もできます。
予約すれば、

川内八幡宮例大祭

■期日／ 8月18日〜20日 ■場所／田名部神社
■交通／下北駅より車約10分
■問／むつ市商工観光課 ☎0175-22-1111

黒石よされ

のへじ祇園まつり

青森県の夏祭り

風雅な調べが町に流れる

【しちのへ秋まつり】
■期日／ 9月1日〜4日
【南部祭囃子大競演会】
■問／七戸町観光協会☎0176-51-6100
■期日／ 10月9日
【六戸秋まつり】
■問／南部祭囃子大競演会実
■期日／ 9月2日〜4日
行委員会（六戸町役場産業
■問／六戸町観光協会（六戸町役場産業
振興課内）☎0176-55-3111
振興課内）☎0176-55-3111
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な

祭 り を 愉 し む

祭 り を 愉 し む

た

田名部まつり

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。饗宴の酒
は、観客に振る舞われること
もあります。
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青森・東津軽エリア

文 化・歴 史・食 を 探 訪

文 化・歴 史・食 を 探 訪

ベ イ エ リ ア は 魅 力 満 載！
写真はイメージです

A-FACTORY

県産食材を使った「食」が大集合！

古川市場

県産りんごで作るシードルの醸造工程を臨む
ことができ、
購入できる
「工房」
と、
地元の味を
提供する
「市場」
との複合施設。県産食材にこ
だわった料理やスイーツなどが堪能できます。

のっけ丼

のっけて、つくって、究極のわがまま丼
昭和40年代から青森市民の旺盛な食欲を満
たしてきた古川市場。新名物「のっけ丼」は、
どんぶりご飯片手に市場をまわり、刺身、惣
菜、肉などお好み具材を食べたい分だけ購
入。地元の人たちとも会話が弾みます。

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

■時間／ 7：00〜17：00（お店によって異なる）
■場所／青森魚菜センター
■料金／ライス、具材それぞれ100円から
※のっけ丼クーポンもあり（ミネラルウォーター付）
■休館／火曜、6月22日・23日
■交通／青森駅より徒歩約5分
■問／青森商工会議所☎017-734-1311

あおもり寿司

魚が新鮮だから寿司も旨い
海に囲まれた青森は、鮮度抜群な魚介
が豊富。食にこだわる客を満足させる
職人も多い、すし自慢の街です。びゅう
プラザ等で購入できる3,000円のクー
ポン、市内ホテルや観光案内所で購入
できる5,000円のクーポンの2種類があ
ります。

青森市 ●

観る！跳ねる！学ぶ！
ねぶたを体感できる新名所

平成23年1月にオープンした、
一年中青森ねぶ
たの魅力を体感できるスポット。祭り本番に
出陣した５台の大型ねぶたの前でハネト体験
をしたり、資料や映像でねぶたの起源や歴史、
製作技術などを学ぶことができます。

■交通／青森駅よりタクシー約8分
■問／☎017-775-4242

■時間／ 5：00〜18：30
■交通／青森駅より徒歩約3分
■問／フェスティバルシティアウガ
☎017-721-8000

青森っ子の活きな味

青森市民に親しまれている新鮮な魚介
類を「七子八珍」と名付けておりHＰで
は取扱店のメニューも公開中です。
■問／青森観光コンベンション協会
☎017-723-7211

■問／青森味噌カレー牛乳ラーメン普及会
（事務局長・大西）☎090-4040-4794

●

青森の温もり、めしあがれ
青函連絡船を待つ乗客を少しでも温め
ようと、味噌だれに生姜をすりおろし
て入れたのが始まりと言われています。
もっと気軽に味わってもらえるように、
おでん缶も販売中です。

ねぶたの家ワ・ラッセ

●

青森市観光交流情報センター

●

バスターミナル

民ボランティアがご案内いたします。

Ⓒスタート

通り

Ⓐスタート
アウガ ●
新鮮市場

ニコ
ニコ
通

り

パサージュ広場

善知鳥神社

●

Ⓒゴール
新町通
り

●

●
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さくら野百貨店

青森県庁 ●

●

●

Ⓑゴール

●

青森市民美術展示館

県警本部

●

県庁通り

青森まちなか
おんせん

青森県立郷土館

●

中三青森本店
●

さんふり横丁 ●

青森警察署 ●

●

古川市場

聖徳公園

安方

●

■問／青森おでんの会（丸石沼田商店）
☎050-3785-3945

など、
気軽にまち歩きが楽しめる3コースを用意。
市

青森県観光物産館アスパム
●

●

駅前交番

■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

されているお店」
・
「市民も知らない隠れた魅力」
など

柳町通り

青森市民に愛されて30年以上。味噌の
コク、カレーの刺激、牛乳のまろやかさ、
バターの風味が絶妙なバランスです。

生姜味噌おでん

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
で荷物を配達します。

青森市の
「名所」
・
「旧跡」
・
「名物」
・
「地元でこよなく愛

青い海公園

A-FACTORY

八甲通
り
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青森市民のソウルフード

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
青森港
青森ベイブリッジ
青森ラブリッジ

青い森鉄道

■時間／ 10：00〜17：00（最終受付16：00）
（駅前駐輪場は9：00〜）
■受付場所／パサージュ広場、駅前駐輪場、 ■料金／ 1回200円、
1日乗車券500円
青森ワシントンホテル、ホテル青森、アスパム
■問／青森市総合都市交通対策協議会
■料金／ 1回300円
☎017-761-4481
■問／ PMO☎017-721-2111

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

気ままが嬉しい手ぶら観光

青森港旅客船ターミナル

昭和
通り

新青森駅・青
森駅・フェリ
ーターミナル・
観光スポット・
周辺市街地を
巡る循環バス
です。

●

中央
古川
通り

颯爽とゆっくり散策できるのが自転
車の魅力。ミニサイクルやママチャ
リで青森の街中の魅力を発見してく
ださい。
受付場所は市内5ケ所にあり
ます。

Ⓐゴール

ホテル手荷物直行便

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）
をお得に楽しめる周遊券です。

アス
パム
通り

観光も！お買い物も！

●

青森
駅

ねぶたん号

季節の風を感じながら散策

■期間／ 9月17日・18日
■時間／ 10：00〜16：00（チケット販売は9：00〜）
■場所／青い海公園
■料金／無料 ※各B級ご当地グルメは有料販
売（チケット制）
■問／北海道・東北B-1グランプリin青森実行
委員会☎017-734-2319
●

味噌カレー牛乳ラーメン

まちなかレンタサイクル

青森ベイエリア周遊券

2011 北海道・東北
B-1グランプリin青森
昨秋、
秋田県横手市で開催された
「北海
道・東北B-1グランプリ」
が、
この秋は青
森へ。
昨年の王者、
十和田バラ焼きを筆
頭に北海道・東北のB級ご当地グルメが
大集合！
「B-1グランプリ」の歴代グラ
ンプリ4団体も出展！！

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

常光寺

●

蓮心寺

Ⓑスタート

正覚寺 ●

青い森公園
青森地方裁判所
●

●青森市●平内町●今別町●蓬田村●外ヶ浜町

昭和30年代の雰囲気漂う屋台村。隣り
合ったお客さん同士のふれあいも屋台
ならではの愉しみです。

七子八珍（ななこはっちん）

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、
臨場感たっぷり。
青函
連絡船80年の歴史と、人や物が行き交った海峡ロマ
ンを感じます。

日本初の鉄道連絡船ミュージアム

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

■時間／ 9：00〜18：00（9月〜4月）、
9：00〜19：00（5月〜8月）
■入館料／無料
（ねぶたミュージアム・ねぶたホールは有料）
■休／無休（メンテナンス休館あり）
■交通／青森駅より徒
歩約1分
■問／☎017-752-1311

個性あふれる郷土の味が勢揃い

鮮魚や精肉、食堂など約80店が軒を連ねる
市場がおしゃれなビルの地下に。古き良き
港町の市場の風情の中で新鮮な魚介を味わ
えます。

地上15階、
高さ76ｍの建物には、
青森県を360度全周
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。
津軽三味線無料演奏会も1日2回実施中。

青 森・東 津 軽 エ リ ア

ねぶたの家ワ・ラッセ

さんふり横丁

レトロな市場の風情が漂う

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

三角形が目印、観光＆物産の情報基地

■クーポン券販売店／びゅうプラザ窓口、市
内ホテルほか
■問／青森商工会議所☎017-734-1311

アウガ新鮮市場

青森県観光物産館アスパム

市役所

4

蓮華寺

■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
■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
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青森・東津軽エリア

文 化・歴 史・食 を 探 訪

パワー

スポット

小牧野
遺跡

天に向かって屹立する大石を囲ん
だ三重の列石。小牧野のストーン
サークルは縄文の人々にとって聖
なる場所でした。幅約4m、深さ約
1.5mと推定される泉も造成して
います。泉は、生命や魂の原郷、霊
力の源と考えられており、寂々と
した森の中で縄文の人々の魂を感
じることができます。

青森県立美術館

印象派誕生の謎を解き明かす
県内出身作家を中心に豊富な作品を所
蔵する美術館。ドイツ屈指の印象派コ
レクションを誇るヴァルラフ・リヒャ
ルツ美術館が所蔵するモネ、
ゴッホ、
ゴ
ーギャンなどの作品から印象派絵画の
秘密を解き明かす特別展が開催されま
す。
日本では当美術館のみの開催。
【光を描く印象派展】

国特別史跡・三内丸山遺跡

マルシェ＆よもっと

北海道・北東北の縄文遺跡群が世界
遺産の国内候補遺産リストに

蓬田村の特産品いっぱい

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
縄文時遊館
新鮮な刺身定食も味わえます。
縄文のスゴイ！をより身近に
【村の駅よもっと】
【よもぎた物産館マルシェ】
■時間／ 8：00〜18：00（5〜10月）、9：00〜17：00（11〜4月） ■時間／ 8：00〜18：00
■交通／蓬田駅より徒歩約10分
■休館／ 11〜4月は火曜（祝日の場合翌日）
■問／☎0174-31-3115
■交通／郷沢駅より徒歩約15分■問／☎0174-31-3040

日本最大級の縄文集落跡・三内丸山遺
跡。さんまるミュージアムでは出土品
の展示をはじめ、縄文人の少年の成長
を通して当時の人々の生活を身近に感
じることができます。
体験工房では、
ま
が玉や縄文ポシェットなど縄文にちな
んだ製作体験ができます。

龍飛崎・階段の国道
道の駅みんまや
青函トンネル記念館
竜飛ウィンドパーク

竜飛海底駅

■時間／ 9：00〜18：00（6〜9月）、
9：00〜17：00（10〜3月）※入館は30分前まで
■問／☎017-782-9462

ホテル竜飛
三廐
今別

温泉施設
体験施設

津軽海峡本マグロまつり

外ヶ浜町

景勝地

三厩の豊かな漁場が育んだ味わい
津軽海峡の本マグロ漁が本格化するこの
時期に新鮮な本マグロを味わってくださ
い。
解体ショーや即売会、
マグロ丼の販売
などイベント盛りだくさん。

■期日／ 7月10日
■場所／道の駅たいらだて
■交通／蟹田駅よりバス
約30分
■問／平舘観光協会
☎0174-22-2441 大島

荒馬まつり＆海峡花火大会
町を、海を、祭りが彩る

蟹田

蓬田村

マルシェよもぎた

■特別展示期間／ 7月15日〜9月11日
■時間／ 9：00〜18：00
■料金／一般500円
■休館／ 7月4・14日、9月12・16日、
10月17・27日、11月28日
■交通／青森駅より徒歩約20分
■問／☎017-777-1585

棟方志功記念館

奔放なエネルギーを作品に刻む

代表作『釈迦十大弟子』をはじ
めとした版画、倭画、油絵など
芸業が幅広い棟方志功。館蔵
品を中心にテーマを決め、年
4回展示替えをしています。
【躍動する生命／棟方志功の
眼-愛蔵品②】
■期間／ 6月14日〜9月4日、

【棟方作品ふるさと帰還記念
特別展 Ⅰ故郷への想い】
■期間／ 9月6日〜12月4日
■時間／ 9：30〜17：00
■料金／一般500円 ■休館／月曜（祝日の場合開館）■交通／青森駅よりバス約15分 ■問／☎017-777-4567

よもぎ温泉
村の駅 よもっと

常田健土蔵のアトリエ

生誕100年を迎えた大地の画家
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。

青森県近代文学館

青森県の近代を駆け抜けた作家たち

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

郷沢
蓬田

太宰治や寺山修司など青森県を代表する13人の
作家について、
年間を通して紹介。
太宰作品の一
つ
『人間失格』
の草稿も展示しています。夏には、
詩人・大塚甲山の作品や生涯を振り返る特別展、
秋には、
八戸の詩人・村次郎の企画展を開催。

よごしやま温泉
小湊

■期日／ 8月4日〜7日
■時間／ 4日は18：00〜、5日以降は地区により異なる
■場所／ 4日は本町、5日以降は今別町内各地区
■交通／今別駅より徒歩約15分
■問／今別町観光協会☎0174-35-2014
今別町役場☎0174-35-3012

後潟

八甲田丸

みちのく
北方漁船
博物館

夜越山公園

ほたて広場

アスパム
浅虫温泉郷

浅虫水族館

浅虫温泉

青森IC

平内町

昭和大仏・青龍寺
青森東IC

青森

おすすめ
スポット

新青森

奥羽本線

青森自動車道

棟方志功記念館

三内丸山遺跡
鶴ヶ坂

ホットアップル
サイダー

青森中央IC

八甲田山雪中行軍
遭難資料館
東北新幹線

道の駅
アップルヒル

青森空港

中世の館

青森市

国指定文化財を含む木造漁船を中心に約200
隻の和船を収蔵。北前船の大きさそのまま
に復元した ” みちのく丸 ” は、
自力帆走でき
る国内唯一の大型和船です。

雲谷高原温泉
萱野茶屋高原

浪岡

八甲田温泉

常田健 土蔵のアトリエ美術館

八甲田
ロープウェー
城ヶ倉温泉
城ヶ倉大橋

みちのく北方漁船博物館
北の海にロマンを感じて

津軽自動車道
浪岡IC

龍飛崎・階段国道

青函トンネル記念館

源義経が北海道へ渡ったという伝説が
残る地・龍飛。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。

青函トンネルの姿や足どりを、
映像や立体模型でわかりやす
く紹介。
地上と海面下140mを
８分で結ぶケーブルカーで行
く体験坑道もおすすめです。

義経伝説の残るロマンの地

みちのく
有料道路

青森JCT

ねぶたの里

東北自動車道

温めたときに、

もっとも美味し

くなるように、

りんごをブレン

ドしました。

ニューヨークなどの街角で︑冬の風物詩として

親しまれている
﹁ホットアップルサイダー﹂
をヒ

ントに︑
浪岡産のふじ︑
王林︑
北斗︑
ジョナゴール

ドなど︑旬の完熟リンゴ果汁を温め専用にブレ

ンドした﹁浪岡ホットアップルサイダー﹂
︒湯気

た時にベストなバラン

とともに立ちのぼる香り︑甘さ︑酸味など︑温め

スになるように工夫し

ました︒ホイップクリ

ランデーをたらしても

ームを浮かべたり︑ブ

おいしいですよ︒道の

駅なみおか﹁ふれあい

交流館﹂などで販売中

です︒

道の駅ゆ〜さ浅虫

青森県立美術館

女性

■特別展示期間
特別展「大塚甲山没後100年展」7月16日〜9月11日
企画展「詩人・村次郎展」10月8日〜11月20日
■時間／ 9：00〜17：00（特別展期間中は18：00まで）
■入館料／無料 ■休館／第4木曜、蔵書点検期間
■交通／新青森駅よりバス約20分
■問／☎017-739-2575

青い森鉄道
青森森林
博物館

北常盤
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青森県の文化や歴史、自然などを紹介する
総合博物館。
昭和6年に建設された建物は文
化財にも指定されています。
【特別展／地域総合展「十和田湖・八甲田山」】

【三内丸山遺跡】
■問／☎017-782-9462
■交通／新青森駅よりバス約10分
【ガイド】
■問／三内丸山応援隊（縄文時遊館内）
☎017-766-8282

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。

外ヶ浜町

PaSaPa青森・地域社会づ
くり研究会
代表・塚本艶子さん

建物そのものが美術品

新鮮な磯の味覚に大満足

道の駅・産直所

「荒馬」
は神送りの行事として伝わってきま
した。馬役と手綱取りの力強い踊りの後に
は、花笠に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実施。夜
の津軽海峡を大輪の花火が染めます。

青森県立郷土館

Oh! だいば ウニの日

津軽二股
津軽今別

津軽線

■期日／ 9月下旬 ■時間／ 9：30〜14：00
■場所／みんまや総合交流センター・かぶと
■交通／三厩駅よりバス約5分
■問／みんまや秋の物産フェア実行委員会
☎0174-37-2002

道の駅
半島プラザアスクル

観光施設等

旧松前街道
道の駅たいらだて

今別町

約5500年前〜4000年前、この場所では
長期間に渡って定住生活が行われてい
ました。住居や墓、
道路跡、
縄文土器や
石の装身具、漆器など当時の生活の様
子を伝えるもの、ヒスイや黒曜石など
他の地域との交流を示すもの、ゴボウ
やマメ、
栗などの栽培が行われた跡、
こ
れまでの縄文時代のイメージを大きく
変える出土品が多
数発見されていま
す。ボランティア
ガイドが見どころ
をわかりやすくご
紹介します。

生命力あふれる作品を展示

■期間／ 7月9日〜10月10日
■時間／ 9：00〜18：00（入場は17：30
まで）※10月以降は冬時間
■料金／特別展500円、企画展1,500円
■休館／ 7/25、8/22、9/12、9/26
■交通／青森駅よりバス約20分
■問／☎017-783-3000

■見学期間／ 4月〜11月中旬 ■見学時間／日没前まで■交通／青森駅より車約30分
■問／青森市教育委員会事務局文化財課☎017-761-4796

青森県を代表する作家を紹介︒
多彩に繰り広げられる企画展は必見︒

おすすめ

■期間／ 3月25日〜11月30日
■時間／ 9：00〜16：30
■入館料／一般350円
■交通／青森駅より車約5分
■問／☎017-761-2311

■問／外ヶ浜町産業観光課☎0174-31-1228

日本一短い私鉄で海底へ

■期間／ 4月25日〜11月10日
■時間／ 8：40〜17：00
■入館料／一般400円
■交通／三厩駅よりバス約30分
■問／☎0174-38-2301

酸ヶ湯温泉
地獄沼
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文 化・歴 史・食 を 探 訪

青森・東津軽エリア

↑ねぶたの里・青森市街

●

●

大岳

394

酸ヶ湯温泉
●

●

●

●

酸ヶ湯
キャンプ場

●

田代高原

地獄沼

田代平キャンプ場

●
●

八甲田連峰

グダリ沼
雛岳
▲

▲

高田大岳

394

▲

▲

硫黄岳
103

睡蓮沼
●

103
けなしたい

八甲田毛無岱
八甲田ホテル

八甲田中腹に広がる湿原地帯は長い
木造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。

ホテルヴィラシティ雲谷

早朝酸ヶ湯周辺散歩

朝もやの八甲田に魅力再発見

カシスゼリー

林檎の微笑み
プリン

浅虫温泉夕方散歩

麻蒸湯札

暮れなずむ浅虫の街や海岸をゆっくり
散策しませんか。

浅虫温泉郷内の15の加盟施
設のうち３軒の湯殿が楽し
めます。個性ある温泉を気
軽に楽しめる湯札です。

山頂からの星空

鑑賞と青森市の

夜景を一望でき

もオススメです。

ます。デートに

田茂萢岳山頂までを結ぶ八甲田ロープウ

ェーでは︑さまざまな高山植物を鑑賞し

連日
「ねぶた運行体験ショー
（無
料）
」
を開催するねぶたの里。ハ
ネトやねぶた囃し体験、ねぶた
の紙はり体験など体験メニュー
も満載です。

浅めし食堂

八甲田高原外乗

乗馬体験＆乗馬トレッキング

青森県の中央にそびえる雄大な八甲田
を体感してみませんか。広大な草原を
思いっきり走って風になるもよし、世
界遺産白神山地へと続くブナの森へ繰
り出してのんびり散策するもよし。ス
リリングなコースから平坦なコースま
で、さまざまご用意してお待ちしてい
ます。

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です。

ダイナミックな自然を肌で感じる

■期間／ 5月中旬〜11月下旬
※2011年のスケジュールは現在企画中
■交通／三沢駅より車約30分
■問／十和田乗馬俱楽部☎0176-26-2945

大自然に体をゆだねる開放感

■期間／通年（前日まで要予約）
■時間／ 9：00〜17：00
■休／火曜（祝日の場合翌日）
■交通／青森駅より車約25分
■問／青森乗馬倶楽部☎017-728-1779

馬上から楽しむ八甲田

おすすめ
スポット

郷土料理「じ

ゃがいもすい

とん」は、
浅め

し食堂の看板

メニュー

し食堂﹂
では︑
塩分控えめで650キロカロリー

﹁ＮＰＯ法人活き粋あさむし﹂が運営する﹁浅め

に抑えた日替わり定食など︑ヘルシーな食事を

提供しています︒
農園も運営しており︑
とれたて

新鮮な野菜をはじめ︑大豆を使った豆乳やおか

女性

NPO法人活き粋あさむし
浅めし食堂
店長・三国亜希子さん

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。八甲田の名峰を間近に仰ぎな
がらトレッキングが楽しめます。

ねぶた祭をまるごと体験

海扇閣

らなど︑滋味溢れる家

庭料理に癒されるとい

う声も︒なかでも人気

■時間／ 9：00〜18：00■交通／浅虫温泉駅より車約5分
■問／☎017-752-3220

の﹁じゃがいもすいと

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。

■時間／ 9：00〜17：00
夜の水族館見学は17：30〜20：00
■料金／一般1,000円
■交通／浅虫温泉駅より徒歩約10分
■問／☎017-752-3377

ん﹂はお土産用も販売

ほたて養殖発祥の地でほたてづくし

6月と9月の土曜日は眠るアシカや光を
放つサンゴなど、昼とはひと味違う姿
が見られる
「夜の水族館見学」
。
7月中旬
から８月上旬には金魚ねぶたのモデル
と言われる幻の金魚「津軽錦」
を、
7月中
旬から９月上旬までは青森沿岸で漁獲
されたスルメイカの群泳を展示します。

■問／海扇閣☎017-752-4411
浅虫観光ホテル
☎017-752-3355

八甲田を気軽に散策

ねぶたの里

毎日開催される津軽三味線の
生演奏。ダイナミックな音色
を間近で感じてください。

中︒地域の人と交流を

ほたて広場

夏の水族館はナルホドがいっぱい

八甲田ゴードライン

■問／八甲田総合インフォメーションセンター
☎017-764-5507

浅虫観光ホテル

津軽三味線ライブ

楽しみながら︑ゆっく

■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

浅虫水族館

■チケット有効期限／〜12月25日
■問／浅虫温泉旅館組合
☎017-752-3259

りと味わって下さい︒

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、浅虫のくじら餅
は、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
えめな甘さが長い人気の秘密です。

他／わら細工500円など

ながらのトレッキングでリフレッシュし

「くじらのもち」って？気になりますよね

■時間／ 9：00〜17：00
（前日要予約）
■料金／布ぞうり体験1,000円、

たりと八甲田の自然を気軽に楽しむプラ

浅虫のくじら餅

■時間／ 9：00〜21：00 ■休館／無休
■入浴料／一般350円
■交通／浅虫温泉駅より徒歩約1分
■問／☎017-737-5151

京ちゃん工房

ンを実施しています︒
また︑
期間限定で営

ガラス張りの展望浴場から陸奥湾を一
望。湯あがりには青森名産黒房すぐり
ソフトクリーム。名物のくじら餅やホ
タテ加工品、
隣接する産直施設
「ゆ〜さ
浅虫」では新鮮な魚介や特産品も購入
できる、
贅沢な道の駅です。

■料金／ 1,000円

■期間／トレッキングは6/12・19・26、7/3・10・17・
18（3日前まで要予約）開催、星空ロープウェーは
9月17日〜10月2日
■時間／ 9：00〜18：20（トレッキングは9：00〜
15：00、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・定員20名）
■交通／青森駅よりバス約1時間20分
■問／☎017-738-0343

業時間を延長し︑普段見られない風景も

浅虫の「楽しい！」はここから

海扇閣

楽しめます︒
﹁夕焼けロープウェー﹂では

道の駅 ゆ〜さ浅虫

浅虫水族館
「さあ、
海の世界に
触れてみて…」

ロープウェー山頂公園駅からの素晴らし

■時間／ 11：00〜15：00
■料金／ 1,000円

い夕景をご家族でお楽しみいただけます︒

金魚ネブタ製作体験

浅虫温泉の9つの宿では、
県産品を使った自
慢のスイーツがワンコインで楽しめます。

田茂萢岳山頂までを約10分で結ぶ八甲田ロープ
ウェー。夏はガイドと一緒に八甲田トレッキン
グ。夕景の美しい夏や星空の美しい秋の時期に
は営業時間を延長し、展望デッキからは夜空に
輝く星と陸奥湾を囲む夜景が一望できます。

森市や津軽の夜景を同時に観られる﹁星

あおもり味のスイーツでおもてなし

楽しみ方は縦横無尽

また︑山頂からのきれいな星空観賞と青

1,800円で2,000円分楽しめる
お得なチケット

浅虫温泉スイーツ巡り

八甲田ロープウェー
名古屋泉さん

八甲田ロープウェー
空ロープウェー﹂は夜景デートに是非！

浅虫温泉まるごと
体験チケット

ごぼうのムース

■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

■料金／ 1,500円
■問／浅虫温泉旅館組合
☎017-752-3259

星空ロープウェー

■期間／ 4月1日〜10月31日
■時間／ 16：00〜麻蒸工房「ぷらっと」集合、
所要時間約1時間（※悪天候は中止）
■参加申込／現地集合
■問／麻蒸工房「ぷらっと」☎017-752-1104

女性

おすすめ
スポット

浪岡産愛情
林檎パイ

酸ヶ湯温泉

﹁湯札﹂
でゆったり浅虫湯めぐり

■期間／ 6月1日〜11月30日 ■時間／ 6：00〜7：00
※雪の影響で中止になることもあります。
■交通／青森駅より車約1時間10分 ■問／酸ヶ湯温泉☎017-738-6400

■問／八甲田総合インフォメーションセ
ンター☎017-764-5507

ロープウェーでアクセス
登山・トレッキングで
楽しむ八甲田

秘湯が点在する八甲田

●

城ヶ倉温泉
●

●

ゴードライン
赤倉岳
上毛無岱 ▲

下毛無岱

ホテル城ヶ倉

温泉の蒸気が噴き出すふかし湯や地獄沼、
高山植物
にブナ林と自然が豊かな酸ヶ湯周辺を散策してみ
ませんか。酸ヶ湯温泉スタッフが案内します。爽や
かな朝の香りの中で八甲田の大自然が楽しめます。
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ェー

城ヶ倉大橋

八甲田温泉 遊仙

ワタスゲの大群落

八甲田
ロープ
ウ

温泉で有名な青森県の中でも、八甲田山麓には、四
季を通じて全国から観光客が集まる横綱級の温泉
が多数あります。ほとんどが一軒宿で泉質も多彩、
地元の素材をふんだんに使用した食も自慢です。

田代平湿原
散策路

八甲田温泉 ●

103

■時間／ 9：00〜17：30（最終入園17：00）
■入園料／一般630円
■交通／新青森駅より車約40分
■問／☎017-738-1230

八甲田山雪中行軍遭難資料館
自然の脅威を知り、奥深さが胸を打つ

歴史に残る悲劇、八甲田雪中行軍遭難事件
の記憶をとどめ、
教訓を語り継ぐ資料館。
史
実に関する資料展示のほか、当時の時代背
景や遭難の様子を模型や映像で解説してい
ます。※11月3日まではボランティアが解
説します。
■時間／ 9：00〜18：00（4〜10月）、
9：00〜16：30（11〜3月）
■料金／一般260円
■交通／青森駅より車約30分
■問／☎017-728-7063
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弘前・南津軽エリア

文 化・歴 史・食 を 探 訪

文 化・歴 史・食 を 探 訪

右の「ねぷた喧嘩の図」は未定
ですので、お問い合せ下さい

ブナコの作業
（イメージ）

レトロでモダンな洋館が多い弘前には
フランス料理店も多く点在。地元の食
材を使った旬なフレンチを召し上がれ。

りんごの街のアップルパイ

津軽三味線酒場

ブナコ製作体験

津軽三味線の生演奏を聴きながら、津軽の
料理に舌鼓。
弘前市内6店で楽しめます。

テープ状のブナ材を巻き重ねるユニー
クな製法でつくられるブナコは独特の
曲線美が特徴。アイデア次第でさまざ
まな形状のブナコを製作することがで
きます。

耳で舌で、津軽を堪能

りんご王国ひろさきはアップルパイも
自慢のひとつ。市内45店のデータを掲
載したガイドマップ片手に各店こだわ
りの味をご賞味ください。

“ロハスでおしゃれ”が青森スタイル

■場所／ライブハウス山唄、
杏、
居酒屋・あどはだり、
ふる里の響・あいや、
津軽三味線ダイニング響
（弘
前パークホテル内）、なじみ
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前城史料館
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・信牧
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、
今は史料館として藩の歴史史料を展
示しています。最上階からの岩木山
の眺めは、藩政時代の風情を偲ばせ
ます。

■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

アップルパイ食べ比べカフェ
500円で6種類のアップルパイを食べ比
べできるカフェも好評です。

■期間／通年（要予約・ねぷたまつり期間は除く）
■時間・料金／要問合
■場所／ブナコ本社工場
■交通／弘前駅よりバス約10分
■問／ブナコショールームBLESS
☎0172-39-2040

■時間／ 11：00〜売切終了（土・日・祝日のみ）
■場所／チーズケーキファクトリー（ルネス
アベニュー内）
■交通／弘前駅より徒歩約15分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■期間／ 4月1日〜11月23日
■時間／ 9：00〜17：00
（入園券の販売は16：30まで）
■交通／弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

あわびのステーキ

和料理と和菓子
城下の風情を味わう

弘前市立博物館

老松と城に調和するモダン建築
弘前藩政時代を中心に津軽の風土や伝統に培われた
文化が生み出した美術工芸品や貴重な資料を展示。
また5月下旬からは、
津軽家と縁のある近衞家に伝来
の品々を公開する特別展示、
7月には弘前ねぷた展示
などの企画展が開催されるため、
津軽・弘前をより深
く感じることができます。
■期間／近衞家陽明文庫名宝展5月22日〜7月3日
弘前ねぷた展7月16日〜8月28日
■時間／ 9：30〜16：30（まつり期間中の金曜は19：00まで）
■入館料／ 280円 ■休館／月曜、展示替え期間
■交通／弘前駅よりバス約15分
■問／☎0172-35-0700

弘前の貴重な歴史を常設展示

本格フレンチを気軽に味わえる

弘前アップルパイ

弘前城︑
天守の史料館

弘前フレンチ

自然と調和する弘前市立博物館のデザインは
日本の近代建築を代表する建築家・前川國男
の手によるものです。

城下町の歴史と伝統、豊かな風土が育
んだ和の味わい。
和料理や郷土料理、
和
菓子で古都・弘前を堪能してください。

古文書で見る
「弘前城あれこれ」

■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

あれもこれも！豊富な体験メニュー
藩政時代の米蔵の中で金魚ねぷた・津軽塗
（箸研ぎ）
・下川原焼鳩笛・津軽天然藍染など
の伝統工芸のほか、ねぷた囃子体験もでき
ます。食事処ではかまど炊きのご飯と県産
食材にこだわった料理を提供。
■期間／通年
■時間／ 9：00〜17：00 ■入村料／一般500円
■体験料／体験により異なります
■交通／弘前駅よりバス約15分
■問／津軽藩ねぷた村☎0172-39-1511

津軽弁（ばっちゃ御膳）

こぎん刺し製作体験

津軽弁

麻布を木綿糸で刺し綴った「こぎん刺
し」
は、
衣服の補強と津軽の厳しい寒さ
を防ぐ農民の知恵から生まれた芸術品
です。

津軽弁は津軽弁でも、
この「津軽弁」は
津軽の
「おいしい！」
が詰まったお弁当
のこと。
現在、
郷土食材と料理を活かし
た19種類の弁当を販売しています。

■期間／通年（要予約・ねぷたまつり期間は除く）
■時間／要問合 ■場所／弘前こぎん研究所
■料金／体験観光1,500円（2名〜）
■交通／弘前市立観光館より徒歩約15分
■問／弘前こぎん研究所☎0172-32-0595

■時間／ 8：00頃〜20：00頃（売切の場合あり）
■販売場所／あずましろ〜ど（弘前駅自由通
路）など
■問／駅弁・空弁・津軽弁プロジェクト実行委
員会事務局（弘前観光コンベンション協会内）
☎0172-35-3131

こっちの「津軽弁」はおいしいぞ

津軽乙女が紡ぐ伝統美

津軽かっちゃの味

古都が幻想的に浮かび上がる

弘前のあちこちにのこる寺院や武家屋敷、
明治・大正のレトロな洋館。
和と洋の建物
を中心に弘前の夜が光で彩られます。

■問／弘前いがめんち食べるべ会事務局
☎0172-34-7121

■時間／各施設で異なる
■場所／弘前市内
■問／弘前市観光物産課☎0172-35-1128

五重塔
上土手スクエア
大成小

レンタサイクル
重要日本建築
重要洋風建築

弘高下
桔梗野小

鰐線
弘南鉄道大

観光情報施設

旧弘前偕行社
国立弘前病院
弘前大学

煉瓦倉庫周辺

観光案内所

旧東奥義塾
外人教師館

■期間／ 9月4日
■料金／有料（要問合）
■場所／弘前市民会館
■問／弘前市市民生活課
☎0172-40-7015

大鰐まちあるき

ぶらり満腹！大鰐をいただきます
湯けむり漂う大鰐は、歴史香る町で
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。
■期間／ 4月1日〜9月30日
（3日前まで要予約）
■時間／ 13：20〜14：50
■問／弘前観光コンベンション協会
☎0172-35-3131

弘前駅

市立病院

弘前高

おすすめ
スポット

朝陽小

■時間／日曜の14：00〜15：00（定員約10名）■場所／弘前市追手門広場
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501
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まちなか情報センター

昇天教会
吉井酒造煉瓦倉庫
中央病院

城下町とは趣の

弘前大
（医学部）

タルジーと文化

津軽家
霊廟

栄螺堂

異なった、ノス

禅林街

ふれ〜ふれ〜ファミリー
弘前エスコートガイド
代表 一条敦子さん

の香りを感じさ

長勝寺

中央弘前駅

女性

せます。

観光館や明治の洋館、ミニチュアなどが集まる追手門広場をス
タッフと巡る約１時間のプチガイドツアー。弘前街歩きはこの
ツアーから。

旧弘前市立図書館

東北女子短大

弘前大学医学部
附属病院

観光館スタッフと広場めぐり

弘前昇天教会から細い道を抜けると︑目の前に

追手門広場プチガイドツアー

は大きくて立派な赤煉瓦倉庫︒シードルが造ら

青森銀行記念館
旧市立図書館
旧東奥義塾
外人教師館

天満宮

れ︑奈良美智さんの展覧会が行われたここは︑弘

和徳小
●

「たか丸くん」

前の新しい文化が始まった場所です︒ここに立

日本基督教団弘前教会

つと︑スタッフとして展覧会に参加した夏の日

健生病院
文化センター
カトリック弘前教会

を思い出します︒静かに

弘前市立博物館
弘前市民会館 ●
藤田記念庭園 ●
弘前市立観光館
藤田家別邸洋館
●

第一中

NHK

●

弘前公園

弘前工業高

青森銀行記念館

●

微笑みをたたえるメモリ

天守閣
弘前城史料館

アルドッグ︑その先には︑

■場所／弘前市内各所 ■問／弘前観光コンベンション協会☎0172-35-3131

奥
羽
本
線

弘前市民体育館 ●

弘前
中央高

土淵川を渡る心地良い風

保健センター
第二中

を感じながらゆっくり散

城西小

誓願寺

策を楽しめる遊歩道︒城

津軽藩ねぷた村

下街とはまた違うノスタ

●

熊野奥照神社

ルジーと文化の香りを醸

旧岩田家
川﨑染工場

石場家
護国神社

■問／弘前城築城400年祭実行委員会
☎0172-40-7017

北の城下のまちあかり

し出しています︒

革秀寺
津軽為信霊廟

庖丁で叩いたイカの
ゲソに季節の野菜や
調味料を加えてつくる
「いがめんち」
は
終戦直後の食糧難から生まれました。
弘前市内30店以上の飲食店や総菜店で
提供しています。

仲町伝統的建造物群保存地区

旧梅田家
旧伊藤家

地元ガイドや主婦と一緒に弘前の街なか散策。弘前青春のデー
トコース、
リンゴのつまみ食いコース、
アンティークな弘前コー
スほか、
弘前人ならではの多彩なスポットが満載。
街歩きメニュ
ーは約31コース
（タクシー移動のコースも含む）
あります。
また、
近隣市町村の探索コースもあります。
弘前昇天教会

いがめんち

45万冊を超える蔵書を誇
る弘前図書館は藩政時代
の古文書や絵図など貴重
な資料も多く所蔵。その
中から弘前城にまつわる
津軽の音コンサート
逸話などを古文書の展示
第1部では、
「錦風流尺八」
とともに紹介します。
などの演奏や子供達によ
■期日／ 11月上旬
る
「わらべうた」
を。
第2部 ■場所／弘前市立弘前図書館
では「ねぷた囃子」や「津 ■問／弘前市立弘前図書館
☎0172-32-3794
軽三味線」
など、
津軽を堪
能出来るコンサートです。

● 太宰治まなびの家
弘前厚生学院

弘前駅の観光案内所から市内の宿泊施設
（岩木、
相馬地区を除く）
へ手荷物を配達。
手ぶらでゆっくり観光が楽しめます。
■受付時間／ 8：45〜14：00
■配達時間／宿泊施設には18：00までに届きます
■料金／手荷物1個300円
■受付場所／弘前市観光案内所（弘前駅中央口1F）
※取り扱いできない荷物もあります（要問合）。
■問／弘前市観光案内所（弘前駅）☎0172-26-3600

大鰐温泉もやしと
大鰐シャモロック
津軽のお殿様御用達！温泉の熱
を利用し、シャキシャキとした
歯触りが人気の温泉もやしと肉
の旨さに定評があるシャモロッ
クの料理。大鰐町の居酒屋や食
事処で堪能できます。
また、
大鰐
温泉もやしをトッピングしたラ
ーメンも人気です。

●

弘前市

●弘前市●黒石市●平川市●西目屋村●藤崎町●大鰐町●田舎館村

ひろさき街歩き

地元ならではのスポット満載

街のシンボル・弘前城が築城400年を迎える今
年は様々なイベントが展開。かがり火ゆらめく
幽玄の世界で舞い踊る「薪能」
、市内の大通りで
行う稚児行列のほか、流鏑馬、古式砲術、山車を
展示する
「時代絵巻」
など弘前の街が
歴史のロマンに染まります。

弘 前・南 津 軽 エ リ ア

津軽藩ねぷた村で体験

私四百 恋へよ津軽
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文 化・歴 史・食 を 探 訪

弘前・南津軽エリア
温泉施設
景勝地
アソベの森いわき荘

道の駅いなかだて

藤崎町

ブナの里白神館

アップルロード

弘前市
星と森のロマントピア相馬

暗門の滝

アクアグリーン
ビレッジANMON

弘前市りんご公園
藤田記念庭園

西目屋村

弘前

黒石市

平賀温泉郷

黒石温泉郷

温湯温泉郷・落合温泉郷・板留温泉郷

中野もみじ山

尾上 猿賀神社

盛美園
津軽伝承工芸館
津軽こけし館

平賀

平賀ねぷた
展示館
弘南鉄道
大鰐線

黒森山浄仙寺
（文学の森）

黒石IC

田んぼアート

弘前公園

白神山地ビジターセンター

こみせ通り

田舎館村

中央弘前

世界一の
桜並木

黒石

嶽温泉郷

道の駅・産直所

弘南鉄道弘南線

北常盤

野風パン

百沢温泉郷
岩木山神社
津軽藩ねぷた村
高照神社
四季彩館

川部

岩木山
▲

藤崎

津軽岩木
スカイライン

観光施設等

道の駅虹ノ湖

白岩森林公園

青荷温泉

志賀坊森林高原

大鰐弘前IC

道の駅ひろさき

大鰐温泉

鰐come

大鰐温泉郷

星野リゾート 泉 津軽

大鰐町

滝ノ沢
展望台

道の駅いかりがせき

ひばの国迎賓館
碇ヶ関

碇ヶ関温泉郷
碇ヶ関IC

平川市

嶽温泉・百沢温泉
（湯めぐり手形）

岩木山の懐に抱かれて温泉三昧

■料金／湯めぐり手
形1,000円
■問／岩木山観光協
会☎0172-83-3000

山の風味ただよう
マタギとは狩人のこと。山を
知り尽くしたマタギのご飯を
アレンジした、キジ肉やマイ
タケ、山菜など山の幸たっぷ
りの炊き込みご飯です。

岩木山養蜂

天然そのままの味わい
岩木山麓や白神山地の恵みたっぷりの
はちみつ。自然の風味が口いっぱいに
広がります。

白神公社認定ガイドの解説を交えながら暗
門川沿いの遊歩道を歩きます。広大なブナ
天然林を背景に険しい岩壁を落ちる３段の
滝には、
思わず圧倒されます。
雨天などで通
行止めとなった場合はブナ林散策コースと
なります。
■期間／ 6月1日〜7月23日、8月・9月・10月の金・土・日
（除外日：7月24日〜8月21日、10月14日〜10月31日）
■時間／ 11：00〜
■集合場所／アクアグリーンビレッジANMON
■料金／ 4,000円（ブナ林散策コース3,000円）
■交通／弘前駅よりバス約1時間30分
■問／アクアグリーンビレッジANMON
☎0172-85-3021

ブナの里白神館

白神の湯で”ぬぐだまれ（温まって）
”

岩木山神社と高照神社を結ぶ全長
12.3kmの遊歩道。
ミズナラやカラ
マツ、杉などの林に野鳥のさえず
りが染みわたります。

向山
（むかいやま）
と呼ばれる初日では、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）
では、黄金色の御幣
や鮮やかなのぼりを掲げ練り歩きます。白
装束に身を包んだ参拝者たちは、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、
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）で
は岩木山の山頂を目指し未明に出発します。

■交通／弘前駅よりバス約40分
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

■期間／ 8月27日〜29日
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

岩木山神社参拝のみち
神社をつなぐ信仰の道

岩木山を見て知って体感する

岩木山の自然や見どころ、歴史など
を紹介する山の駅。敷地内には嶽温
泉を使用した源泉かけ流しの足湯も
あり、雄大な岩木山を眺めながら心
も体もぽかぽかになります。
■期間／ 4月〜10月
■時間／ 9：00〜17：00
■休／木曜（祝日の場合翌日）
■交通／弘前駅よりバス約55分
■問／☎0172-83-2093

おすすめ
スポット

女性

隠れ家的
おやき専門店

形も味も魅力的。

さめてもおいし

い新感覚のおや

弘前商工会議所
瓜田留美さん

きです。

知る人ぞ知るおやき専門店賀田冶
︵よしたや︶
は

住宅地でひっそりと営業しています︒名物は弘

き〟
︒
可愛らしい櫻の形のおやきは洋菓子のスポ

前の名物〝 さくら 〟をモチーフにした〝 櫻ご縁焼

ンジに似たフンワリ食感と甘さ控えめのあんで︑

はつぶあん︑
白あん︑
ち

■問／賀田冶☎0172-38-1010

子どもからお年寄りまで喜ばれそうな一品︒味

さめても美味しいので

ょこ︑くりーむがあり︑

おみやげにもお勧め︒
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■時間／ 8：30〜17：00（7〜10月）、
9：00〜16：30（11〜6月）
■入館料／無料
■休館／第2月曜（祝日の場合翌日、
ただし8月は第4月曜休）
■交通／弘前駅よりバス約60分
■問／☎0172-85-2810

津軽最大の秋祭り

お山の駅・岩木さんぽ館

築城400年祭マスコ

■期間／ 9月18日
■場所／アクアグリーン
ビレッジANMON
■問／西目屋観光協会
☎0172-85-2800

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。
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。

お山参詣

■期間／ 7月16日〜8月28日、9月3日〜25日
の土・日・祝日
■時間／不定
（季節により日没時間が変化するため）
■場所／津軽岩木スカイライン8合目
■通行料／乗用車1,750円
■交通／大鰐弘前ICより車約50分
■問／岩木スカイライン☎0172-83-2314

ットキャラクター〝 た

暗門祭は、山の恵みに感謝し安全を祈願する伝統の神
事に、丸太切り大会やよさこいなど様々なアトラクシ
ョンを加えた一大イベン
ト。
また、
特産の舞茸汁な
ど秋の味覚も楽しめます。

■問／☎0172-83-2135

標高1,247mの岩木山8合目は、
白神
山地や日本海、
遠く北海道までもが
見渡せる絶景の地です。
あかね色に
染まった空と海、
黄昏にシルエット
を浮かべる山々、
そんな雄大な景色
が胸を打ちます。

か丸 〟くんの3Dおや

白神の恵みに感謝を込めて

白神山地ビジターセンター

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、
津軽各藩主が建立し
たと言われ、
400年弱もの間を風雪に耐えた
ヒバ造りとなっています。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。

澄んだ空気の中で望む
雄大な日本海を

きも大好評です︒

■時間／ 9：00〜21：00 ■料金／一般350円
■交通／弘前駅よりバス約55分
■問／ブナの里白神館☎0172-85-3011

暗門祭

知れば知るほど白神が面白くなる

白神山地をちょっとだけ体験

津軽の奥日光

岩木山夕陽観光

■時間／ 平日11：00〜16：00、
土日祝11：00〜17：00
■場所／山のホテル内マタギ亭
■交通／弘前駅よりバス約55分
■問／☎0172-83-2329

■時間／ 平日9：00〜18：00、土曜11：00〜17：00
■休／木曜 ■交通／弘前駅よりバス約45分
■問／☎0172-83-2012

岩木山神社

【宝物殿見学】
■期間／ 7月1日〜10月31日 ■時間／ 10：00〜16：00 ■拝観料／ 300円
■休館／火曜 ■交通／弘前駅よりバス約35分 ■問／☎0172-83-2465

マタギ飯

「水のゆくえ」白神を
ガイドと歩く水色の時間

西目屋村には、
ブナの里白神館・グリーンパ
ークもりのいずみ・アクアグリーンビレッジ
ANMON・大白温泉の4つの温泉があります。
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。ブナの里白神館しら
かみの湯がリニューアルオープン！平成22
年12月15日より源泉掛け流しになりました。

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、
為信が豊臣秀吉から拝領したという太刀や日本各
地の城の見取り図などが収蔵され、希望者には解説員が説明して
くれます。

世界自然遺産
「白神山地」

硫黄香る乳白色の湯が特徴の嶽温泉は古来
より湯治場として栄え、水戸光圀も家臣に
命じ訪れさせたほど。
また百沢温泉は、
湯が
鉄分を含み赤褐色。10 の源泉を持つ岩木山
周辺は、
まさに温泉
の宝庫です。湯めぐ
り手形では協賛施設
のうち3ヶ所に入浴
できます。

高照神社

藩政時代の建造物が残る岩木山麓
参拝のみちを歩いてみよう

体験施設

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

フリーエリア内の列車やバスが2日間乗り放題
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。145の協賛施設
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。
■販売所／
「津軽フリーパス」販売箇所・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、鯵ヶ沢駅にあるJR東日本のみどりの窓口、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（子供1,000円）■有効期間／ 2日間
■問／津軽フリーパス運営協議会
（弘前市観光物産課内）☎0172-35-1111（代）
内線250
（受付時間 9：00〜17：00※土・日・祝日を除く）
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青森・東津軽エリア

黒石温泉郷（湯巡り）

青森のへっちょ（へそ）は温かい
津軽系こけし発祥の地であり、
毎年7月に
は丑湯まつりで賑わう温湯、川を板でせ
き止めて入浴したことに由来する板留、
山裾に立ち並ぶ温泉街・落合など、
歴史も
個性もさまざまな名湯が集う黒石温泉郷。
6つの旅館のうち3軒に入浴できる湯めぐ
り湯札は地元の津軽こけし工人会が製作、
使用後は壁かけこけしにもなります。
■販売場所／津軽伝承工芸館、津軽こけし館
■料金／湯めぐり湯札1,500円
■交通／黒石駅より車約30分〜
■問／小嵐山・黒石温泉郷活性化協議会
☎0172-59-5300

花禅の庄

津軽伝承工芸館＆津軽こけし館

中野もみじ山（小嵐山）

温泉豆乳なべ

小嵐山が紅葉にもえる

弘前藩主が京都から取り寄せた楓とも
みじを移植した中野もみじ山。昼は紅
葉と渓流が織りなす叙情的な世界。ラ
イトアップされる夜間は幻想的な世界
が広がります。

■時間／ 9：00〜17：00※100人足湯は10：00〜16：00
■体験料／全コース1,200円（2名〜）
■休館／無休（工房は定休日あり）
■交通／黒石駅よりバス約30分
■問／津軽伝承工芸館☎0172-59-5300

■期間／ 10月上旬〜11月上旬（要問合）
■時間／ライトアップは夕暮れ〜21：00
■交通／黒石駅よりバス約30分
■問／黒石市商工観光課☎0172-52-2111

おすすめ
スポット
おいしい水めぐり

造り酒屋、食品製

造をささえた黒石

様々な水のエピソ

のおいしい水。

黒石こみせ観光ボラ
ンティアガイド
会長・小野せつ子さん

ードも楽しみです。

豊かな水に恵まれた黒石は︑古くから酒造業や

女性

唐糸御前史跡公園

垂柳遺跡

鎌倉幕府5代執権・北条時頼の寵愛を一
身に受けた唐糸御前の悲しい伝説を今
に伝える史跡公園です。

日本の歴史を大きく塗り替えた垂柳遺
跡。水田跡の上に建てられた埋蔵文化
センターでは、
約2,100年前の地面に残
された足跡と大きさを比べることもで
きます。
隣接する博物館では、
田舎館村
出身の画家・田澤茂の絵画などを中心
に展示しています。

鎌倉時代の悲話を今に伝える

■交通／藤崎駅より徒歩約20分
■問／藤崎町文化センター☎0172-75-3311

おすすめ
スポット
尾上の街並み

勝﹁盛美園﹂
、昭和

生垣・庭園・蔵、名

の時代にタイムス

リップしたような

風情があります。

が盛んな町です︒旧尾上町の生け垣と美しい庭造

新緑の季節に一度は訪れてほしい平川市は︑造園

イムスリップしたような風情があります︒334

りの家が立ち並ぶ景色は︑まるで昭和の時代にタ

庭園は︑完成された世界

棟ある農家蔵も必見︒国指定名勝の盛美園の日本

に没入できる京都の銀閣

寺のような場所︒日帰り

入浴で立ち寄れる温泉が

たくさんあるのも平川市

の魅力です︒地元の食材

店の
﹁花のや﹂
がおすすめ︒

おすすめ

パワー

スポット

大蛇に姿を変えて暴夷を平定した将軍を祀り
「神蛇宮」
として坂上田村麻呂が建立したのが始
まりとされています。
「猿賀」とは「サラク・カム
イ
（変化神）
」
に由来するといわれ、
中世には奥州
藤原氏や北畠氏ら、藩政時代には藩主により護
られてきました。
7月下旬には北限の蓮が境内の
池に咲き乱れ、秋の例大祭（9月11日〜13日）に
は神職のみによって演じられる津軽神楽や津軽
一円に伝承される獅子舞の奉納が行われます。
■問／猿賀神社☎0172-57-2016

猿賀
神社

東北初、弥生時代の遺跡

【田舎館村埋蔵文化財センター】
【田舎館村博物館】
■時間／ 10：00〜17：00（入館16：30まで）
■料金／一般500円
■休館／月曜（祝日の場合翌日）
■交通／田舎館駅より徒歩約15分
■問／☎0172-43-8555

田んぼアート
黄稲や紫稲、つがるロマンなどの稲を
絵の具代わりに巨大な画を描く田んぼ
アートは、緻密さと芸術性の高さで海
外メディアにも注目されています。10
月初旬の稲刈り体験ツアーまで、役場
6階展望室から観覧できます。

■期間／ 4月下旬〜10月下旬
■時間／ 9：30〜11：30、13：00〜15：30
■ガイド料／無料
■問／こみせ観光ボランティアガイドの会
☎0172-52-3488

女性

コラムニスト
山田スイッチさん

■交通／黒石駅よりバス約20分 ■問／☎0172-52-2331

国の重要文化財に指定されている「高
橋家」
や古い造り酒屋など、
伝統的建物
が多く残る
「こみせ通り」
は落ち着いた
佇まいが魅力。この藩政時代の街並み
を地元のガイドとともに散策します。
9月上旬には津軽三味線が響き渡る
「黒
石こみせまつり」
も実施。

■時間／ 9：00〜22：00
■休館／第3木曜
■問／鰐come☎0172-49-1126

を頂くなら︑隠れ家的名

弘前駅〜黒石駅を結ぶ弘南

を結ぶ大鰐線があり︑どち

線と︑中央弘前駅〜大鰐駅

らも車窓からはのどかな田

園風景が楽しめます︒大鰐線の終点・

大鰐温泉で日帰り入浴が楽しめます︒

弘南線沿いは︑
尾上の
﹁盛美園﹂
や
﹁猿

賀公園﹂
︑
終点・黒石の﹁こみせ﹂など

に自転車を持ち込める ”
サイクルト
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が見どころ︒
また大鰐線では︑
電車内

■問／弘南鉄道☎0172-44-3136

レイン”
が始まります︒

ローカル線の
名物メニュー

黒石焼きそば・つゆやきそばと
弘前〜黒石間の往復乗車券がセ
ットになった
「食べレール券」
。

弘南
鉄道

新品種の開発や病害虫の防除などを研
究をする施設です。敷地内のりんご史
料館では、青森りんごの歴史やりんご
と健康について紹介しており体験コー
ナーなどもあります。りんご史料館は、
昭和６年に英国のイーストモーリング
研究所の建築様式を参考に建てられました。昭和43年の新庁舎完成以降
はりんご史料館として利用されてきましたが、老朽化により平成13年に
改修されました。

旧家の残る街並みで歴史散歩

津軽の奥座敷として古くから親しまれ
てきた、
いで湯の里大鰐。
多くの温泉が
点在する中の一つ、日帰り温泉の代表
と言えるのが
「鰐come」
。
木と石をふん
だんに使用した二種類の温泉浴場があ
り、
男女日替わりで入浴ができます。

■交通／碇ヶ関駅より徒歩約10分〜車約12分
■問／平川市商工会碇ヶ関支所
☎0172-45-2044

食品製造業が盛んな街︒市では八甲田山系のお

大鰐温泉の名湯を気軽に体感

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7種類の泉質が自慢。
自分に合った泉
質を見つけてください。

【大道芸フェスティバルin黒石】8月17日
【紅葉屋台祭】10月9日〜11月5日、
【収穫祭】11月23日
【津軽こけし館イベント】
■期日／ 10月15・16日

りんご研究所

黒石のこみせと
観光ボランティアガイド

大鰐温泉郷

自慢は「七種の泉質」

いしい地下水を飲みながら街を散策し住民との

■問／黒石観光協会☎0172-52-3488

碇ヶ関温泉郷

ぶらり歩けば楽しい弘南鉄道沿線

交流を楽しんでもらおうと︑こみせ通りを中心

【全国やきそばサミットin黒石】
■期日／ 10月8・9日 ■場所／黒石市中心街
■問／やきそばのまち黒石会事務局
（黒石商工会議所内）☎0172-52-4316

せ駅裏手にある八甲田伏流水の井戸﹁小見泉﹂
︑

もちもちの太平麺に甘辛ソースが絡む
黒石焼きそば。昭和30年代後半に生ま
れた
「つゆ焼きそば」
は熱いスープがマ
ッチした独特な味わいです。

に
﹁くろいしおいしい水めぐり﹂
を展開中︒こみ

■時間／大浴場10：00〜15：00、
竹炭の湯9：00〜21：00
■入浴料／一般350円
■交通／弘南鉄道平賀駅より徒歩約15分（宿
泊者には弘前駅・平賀駅から無料送迎バス
あり。要予約）
■問／ホテルアップルランド☎0172-44-3711

正天皇も飲まれた井

温泉なべ・温泉豆乳なべを食べられる
お宿は6ヶ所。貴重な落合温泉水と
「温
泉豆乳ゆば」
「温泉豆腐」
「温泉豆乳うど
ん」
「温泉豆乳こんにゃく」をベースに
青森県産の魚貝、
肉、
野菜をつかったミ
ネラルたっぷりの鍋をお楽しみくださ
い。6つの旅館・観光施設で提供してい
ます。
（要予約）

ヒバの器で水を飲ませてくれる材木屋さん︑大

落合温泉の源泉水が旨さの秘訣

焼きそばの町、めしあがれ

毎分320Lという豊富な湯量が自慢。り
んごが浮かんでいたり竹炭が利用され
たりとちょっと変わったお風呂も楽し
めます。

の商家
﹁高橋家﹂
でい

津軽南田温泉

温泉なべ・温泉豆乳なべ

黒石つゆ焼きそば

黒石やきそば

戸水︑黒石藩御用達

青荷温泉

ただくコーヒーなど︑

■時間／ 10：00〜15：00（4〜9月）※10〜3月は要予約
■料金／ 500円 ■交通／黒石ICより車約30分
■問／☎0172-54-8588

水にまつわる物語に

うっそうとした森の奥にひっそり佇む青荷温
泉。
渓流のせせらぎを間近に感じながら4つの
湯巡りが楽しめます。

耳を傾けながら︑温

自然の中”じったど（ゆっくり）” 湯巡り

かいふれあいを楽し

んで︒

青荷温泉

「食べレール券」
（1枚1,500円）

源泉掛け流しの「100人足湯」や匠の技が光る
7つの工房をもつ津軽伝承工芸館、
津軽系こけ
し工人が連日実演を行う津軽こけし館で製作
体験が楽しめます。8月には
「大道芸フェステ
ィバル」
、
中野もみじ山の紅葉が美しい秋には
「紅葉屋台祭り」
、11月には収穫祭とイベント
満載。
津軽系こけしを始め3,000点もの木地玩
具を展示する津軽こけし館ではこけし工人フ
【津軽伝承工芸館イベント】
ェスティバルが催されます。
■期日

世界で唯一のりんご研究所

黒石・津軽︑
工芸の魅力が満載

文 化・歴 史・食 を 探 訪

盛美園

■見頃／ 7月〜8月頃
■時間／ 9：00〜17：00（入館16：30まで）
■場所／田舎館村役場東側水田
（観覧は役場６階展望室）
■交通／田舎館駅より車約5分
■問／☎0172-58-2111（内線143）

明治文化を漂わせる
鹿鳴館を思わせる和洋折衷の盛美館が
ある池泉回遊式の庭園で、大石武学流
を代表する明治時代の三名園の一つに
も数えられています。
■時間／ 8：00〜18：00（4〜8月）、
8：00〜17：00（9〜11月）
■料金／一般400円
■交通／津軽尾上駅より徒歩約10分
■問／☎0172-57-2020
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のローカル線︒

津軽五所川原駅と津軽中里駅

を結ぶ ・7

浴衣姿のアテンダントが乗務

する﹁七夕列車﹂や︑津軽金山

真っ赤なりんごと秀峰岩木山を眺めな
がらウォーキングしませんか。
6km、
12
km、
25kmのコースがあり、ゴールする
と完歩証と板柳産りんごをプレゼント。

■時間／ 9：00〜17：00 ■入館料／一般500円
■休館／要問合
■問／太宰が暮らした疎開の家・津島家新座敷
☎0173-52-3063

太宰の生家・斜陽館。
国の重要文化財にも指定
され、蔵の中には彼が着用したマントや直筆
原稿、
川端康成や兄・文治への書簡など貴重な
資料が約600点ほど展示されています。
■時間／ 8：30〜18：00（5〜10月）、
9：00〜17：00（11〜4月）入館は30分前迄
■入館料／一般500円
■問／☎0173-53-2020

津軽三味線会館

発祥の地で三味線を聴く
津軽三味線の発祥の地、
五所川原市金木町。
展
示室では、
津軽三味線の歴史や民謡、
郷土芸能
などを紹介。
生演奏を聴いたり、
事前に予約す
るとプロから津軽三味線の体験指導
（1グルー
プ30分・5,000円から）
を受けることもできます。
■時間／ 8：30〜18：00（5〜10月）、9：00〜17：00（11〜4月）
※体験時間は15：10〜17：00（1週間前まで要予約）
■入館料／一般500円 ■休館／ 12月29日
■交通／金木駅より徒歩約7分
■問／☎0173-54-1616

仁太坊まつり

音色と熱気で会場が”じゃわめぐ”
津軽三味線の始祖・秋元仁太郎は五所川原市
金木町で生まれました。津軽三味線全日本金
木大会上位入賞者による熱い演奏が繰り広げ
られます。
■期間／ 9月11日（予定）■時間／ 18：00〜21：00頃
■場所／津軽三味線会館屋外ステージ
■交通／金木駅より徒歩約8分
■問／金木あすなろ商店会☎0173-52-2878

赤〜いりんご

布嘉屋（ぬのかや）
呉服商から東北屈指の大富豪
となった佐々木嘉太郎の御殿・
布嘉御殿の木造大型模型を展
示。横8m、
高さ2.5mにもおよ
ぶ大きさで精緻な細工まで再
現されています。

メロンロード

稲垣温泉は昭和25年に
「稲の湯」
という銭湯
を開業して以来、
地元の人々の湯治場として
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数寄屋造
りの離れ和風別邸花月亭など、風趣が随所
に感じられます。

ガラス張りの大浴場からは、岩木山と
津軽平野を一望できます。露天風呂と
サウナもあり、
毎分1.5tの豊富な湧出量
の掛け流し温泉と、地産地消にこだわ
った料理が自慢。津軽に伝わる人形芝
居
「金多豆蔵」
の公演も行っています。

つがる市の砂丘地で栽培されるスイカ
やメロンは糖度が高くジューシー。木
造地区から車力地区までの約22kmの
市道沿いでは、メロンやスイカの栽培
が盛ん。旬を迎えると甘い香りが漂い
ます。

■交通／五所川原駅よりバス約25分
■問／ホテル花月亭☎0173-46-2821

■交通／大釈迦駅より車約7分
■問／湯元津軽富士見ランドホテル
☎0173-29-3260

■期間／ 7月〜8月
■問／つがる市商工観光課☎0173-42-2111

夏を告げる津軽の風物詩

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。
■時間／ 10：30〜、15：20〜（第1土曜）
■料金／一般1,000円
■場所／津軽中里駅
■問／☎0173-58-3573

津軽金山焼陶芸体験
素朴な風合いが温かい

釉薬を一切使わず約1,300度の高温でじっ
くり焼き締めるのが特徴な津軽金山焼。体
験教室では、
手びねり、
ひもづくりによる陶
芸体験ができます。

●五所川原市●つがる市●鰺ヶ沢町●深浦町

■時間／ 9：00〜16：30（11〜3月までは16：00）
■入館料／一般200円
■休館日／ 4月〜9月は無休、10月〜3月の月曜・火曜
（祝日の場合は翌日）、12/28〜1/4
■交通／バス停小泊小学校前より徒歩約1分
■問／☎0173-64-3588

■期間／ 6月上旬〜下旬（予定）
■休／月曜
■時間／ 10：00〜15：00（予定）
■料金／一般1,500円
（施設入館料、
昼食代込み）
■問／つがる市観光協会（つがる市商工観光
課内）☎0173-42-1114

津軽伝統人形芝居
金多豆蔵

●板柳町●鶴田町●中泊町

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。

6月中旬には黄色いニッコウキスゲ、7
月上旬にはノハナショウブ群落が一面
を紫に彩るベンセ湿原。埋没した約28,
000年前の針葉樹林の化石が見られる
最終氷期埋没林や、千本鳥居が有名な
高山稲荷など、観光スポットを巡る観
光ツアーです。

三代の人形師が
約百年の間受け継いできた
津軽のキャラクター

つがる市の名所を巡る

小説
﹃津軽﹄
のラストシーンを想う

小説「津軽」の像記念館

定期観光バスツアー

■時間／ 9：00〜16：00
■料金／一般300円
■交通／五所川原駅より徒歩
約7分
■問／☎0173-34-7670

五所川原市

五 所 川 原・奥 津 軽・西 海 岸 エ リ ア

■時間／ 11：00〜16：00
■料金／２時間コース：2,400円、
３時間コース：5,000円（税込）
■問／太宰治記念館「斜陽館」内文学散歩係
☎0173-53-2020

●

明治の御殿が甦る

おすすめ
スポット

津軽富士見ランドホテル
お い の な が ね

狼野長根温泉

果肉・若葉まで赤

■問／道の駅十三湖高原☎0173-62-3556
ドライブイン和歌山☎0173-62-2357

■問／立佞武多の館☎0173-38-3232

い、
ポリフェノー

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
「しじみラーメン」
や
「シジミドリンク」
など料理や加工品も
多数。8月下旬に行われる
「十三湖高原
まつり」では地元特産品の販売やしじ
みすくい取りで盛り上がります。

赤〜いりんご応援隊
隊長・中山佳さん

んご。約1㎞の並

十三湖のしじ
みは栄養満点！

女性

ルたっぷりのり
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太宰の長兄・文治が結婚を機に新築した離
れを津島家では新座敷と呼んでいました。
太宰はここで、戦禍を逃れ妻子とともに身
を寄せた1年4ケ月の間に23もの作品を書き
上げています。

太宰治記念館「斜陽館」

太宰治の生誕地でゆかりの地・金木を廻る
文学散歩。
作品
『思い出』
や
『魚服記』
、
明治高
等小学校時代の綴方、当時の時代背景など
紹介しています。

湯量豊富な天然温泉と、
里山風情にくつろぐ。

源泉掛け流しの豊富な湯量と
純和風のたたずまいに癒される。

太宰が暮らした疎開の家

時を超え、太宰と散歩する

木 道 も必見です。

稲垣温泉

太宰治疎開の家”旧津島家新座敷”

太宰ゆかりの地・金木で文学散歩

五所川原市の特産品﹁赤〜いりんご﹂は︑皮だ
けでなく果肉や花︑若葉まで赤い大変珍しい
リンゴ︒ジュース︑ワイン︑ジャムのほか︑ドレ
ッシングやサイダー︑ゼリーなどバラエティ
に富んだ加工品があ
り︑観光客にも人気
を呼んでいます︒一
ッ谷地区の﹁赤〜い
りんごの並木道﹂や
エルムの街通りなど
にも植えられていま
す︒ぜひ一度見に来
て下さい︒︵9月下旬
に収穫︶

【つるたまつり】
■期日／ 8月14日〜16日
■場所／本町、富士見湖パーク
■交通／陸奥鶴田駅より車約10分
■問／鶴田町産業観光課☎0173-22-2111

km

りんご色の町をのんびり歩く

十三湖の
しじみ

津軽富士見湖に優美な曲線を描く全長300
mの
「鶴の舞橋」
。8月には、
つるたまつりが
行われ、
たいまつ行列の光の中、
龍神が湖上
を巡る幻想的な光景がみられます。
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りんごの里まるかじりウオーク

■期日／ 10月9日 ■時間／ 6：50〜15：00
■参加料／一般1,000円
■場所／ふるさとセンターイベント広場ほか
■交通／板柳駅より徒歩約10分
■問／板柳町生涯学習課☎0172-72-1800

鶴の町に龍が舞い降りる

焼の風鈴の音が涼を呼ぶ﹁風鈴列車﹂︑

太宰らうめんは、
太宰治の好物で
ある根曲がり竹と
わかめの味噌汁から考案した津軽定番の煮
干しダシラーメンです。

鶴の舞橋

津軽
鉄道

■期間／風鈴列車7月1日〜8月31日、
七夕列車7月1日〜31日（アテンダン
トが浴衣で乗務する期間は7月1日〜
7日）
、
真夏のストーブ列車8月1日、
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
■交通／五所川原駅隣
■問／津軽鉄道☎0173-34-2148

太宰の好物が
ラーメンに

■時間／ 11：00〜16：00
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7分
■問／太宰らうめんと郷土料理「はな」
（金木
観光物産館マディニー内）☎0173-54-1160

﹁真夏のストーブ列車﹂など︑季節感の

太宰らうめん

ある列車を運行︒夏には太宰治の好物

を詰め込んだ﹁だざい弁当﹂︑秋は地元

だざい弁当

食材いっぱいの﹁いなほ弁当﹂とオリジ

太宰治が生まれた
まち散歩

「だざい弁当」1,000円
（6月1日〜8月31日）
※3日前まで要予約
「いなほ弁当」1,000円
（9月1日〜11月30日）
※3日前まで要予約
■問／津軽鉄道
☎0173-34-2148

ナル駅弁も魅力的︒

津軽の穀倉地帯を駆け抜ける
ローカル線の
名物メニュー

おすすめ
スポット

太宰治ゆかりの

街を散策しなが

に思う存分浸っ

ら 、物語の世界

NPO法人かなぎ元気
倶楽部マネージャー
斎藤真紀子さん

てください。

金 木 駅 と 斜 陽 館 を つ な ぐ﹁ メ ロ ス 坂 通 り ﹂に は ︑
小 説﹃ 走 れ メ ロ ス ﹄の ワ ン シ ー ン を パ ネ ル 展 示
しており︑太宰作品の物語の世界に浸りなが
ら 散 策 が 楽 し め ま す ︒太 宰 の 従 姉・ふ み の 婚 家
﹁ 旧 傍 島 家 住 宅 ﹂を 再 生 し た﹁ か な ぎ 元 気 村 か
だ る べ ぇ ﹂で は ︑農 業 体
験や木工体験＆田舎ス
イーツの体験などが人
気です︒昭和初期の駅
舎を利用した喫茶店
﹁ 駅 舎 ﹂は ︑ノ ス タ ル ジ
ッ ク な 雰 囲 気 ︒名 物﹁ 馬
ま ん ﹂や﹁ 激 馬 か な ぎ カ
レー﹂をぜひ味わって
ください︒

女性

文 化・歴 史・食 を 探 訪

五所川原・奥津軽・西海岸エリア

﹁ …
父は︑ひどく大きい家を建てた︒風情も何も無い︑ただ大
きいのである︒ ︵中略︶ おそろしく頑丈なつくりの家で
…
…
はあるが︑しかし︑何の趣きも無い …
﹂
︵﹃苦腦の年鑑﹄一九四六︶

文 化・歴 史・食 を 探 訪

■時間／ 9：00〜17：00
■体験料金／ 500g1,200円、1kg2,100円（手びねり）
■交通／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
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竜泊ライン

温泉施設
体験施設

道の駅こどまり

景勝地

小説「津軽」の像記念館

観光施設等

小泊岬
（権現崎）

道の駅・産直所
五所川原市

し〜うらんど「海遊館」

山王坊遺跡

イカのカーテン
肉厚で軟らかな
焼きイカの香り漂う

海岸沿いを走る国道101号
線は焼きイカ店が軒を連ね
る ” 焼きイカ通り ”。生干し
のイカが潮風にたなびく様
子から ”イカのカーテン ”と
呼ばれています。
■交通／鰺ケ沢駅より
車約5〜15分
■問／鰺ヶ沢町産業振興課
☎0173-72-2111

道の駅十三湖高原

十三湖

中泊町

村おこし拠点館フラット
高山稲荷神社
チェスボロー記念碑
亀ヶ岡遺跡縄文館

芦野湖・
川倉賽の川原

川倉

芦野公園
金木

津軽三味線会館・
金木観光物産館マディニー

太宰治記念館「斜陽館」

五所川原市
世界最大規模の埋没林
縄文住居資料館カルコ

はまなす公園

五能線

食材の揃わない日にはのぼ
りを出さないこだわりぶり
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。
■問／深浦町観光課
☎0173-74-2111

鰺ヶ沢町

光信公の館
（種里城跡）

深浦町

鰺ヶ沢高原温泉

道の駅つるた

板柳町

津軽狼野
長根温泉

ミニ白神と
白神トレッキング
藩政時代から伐採を禁じられたことに
より、白神山地と同様の景観を保って
いるミニ白神は、世界自然遺産の雰囲
気を気軽に楽しむことのできるスポッ
ト。
白神トレッキングでは、
白神山地の
ブナ林を実際に歩きながら動植物やマ
タギ文化、山のマナーなどについて地
元ガイドが解説します。

【ミニ白神】
■期間／ 4月20日〜10月31日
■時間／ 9：00〜16：30（4〜9月）、
9：00〜15：30（10月）受付は30分前まで
■入山料／一般300円
★ミニ白神トレッキング
■期間／ 4月20日〜1月上旬（要予約）
■時間／要相談
■ガイド料／ 7,000円〜
■問／総合案内休憩所「くろもり館」
（あじがさわ白神山地ガイド俱楽部）
☎0173-79-2009
■交通／鰺ケ沢駅より車約30分

くろくまの滝
巨大な熊の姿に似ていることに由来す
ると言われる「くろくまの滝」
。
落差85
mで幅15mという、県内最大級の滝で
す。
赤石渓流の中流に位置し、
周辺はブ
ナやミズナラに囲まれ、秋には紅葉が
楽しめます。

■期間／ 4月〜11月
■時間／ 8：30〜16：00、10：30〜15：00
（コースにより異なる）
■料金／ 15,000〜27,000円
（利用日、人数、コースにより異なります）
■交通／十二湖駅より車約5分
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

■期間／ 5月下旬〜11月中旬
■交通／鰺ケ沢駅より車約50分
■問／鰺ケ沢町産業振興課☎0173-72-2111

板柳

ミニ白神

風待ち舘
円覚寺
深浦

岩木山
▲
1625

小説『津軽』を巡る

深浦の町で太宰に出逢う

板柳町ふるさとセンター青柳館

小説
『津軽』
をガイドブック代わりに太
宰治が訪れた円覚寺や投宿した旧秋田
屋旅館など、深浦の町をガイドがエス
コートします。
昼食には、
太宰が食した
膳をアレンジした”ふかうら御膳”を堪
能してお泊まりは、
温泉付きコテージ
となります。

太宰の宿ふかうら文学館
くろくまの滝

黄金崎不老ふ死温泉
みちのく温泉

艫作

白神ライン

ウェスパ椿山

陸奥岩崎
十二湖エコ・ミュージアムセンター

十二湖

賽の河原
白神海彦山彦館

大崩
▲
694

十二湖

向白神岳
▲
1250

大間越

←

白神岳登山口
能代市・
秋田市

白神岳
▲
1235

暗門の滝

世界自然遺産
白神山地

映画「わさお」ロケ地めぐり

白神海ものがたり

漁師の気分で海中を覗いてみよう
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。

■期間／ 4月下旬〜9月中旬 ■時間／ 7：00〜10：00（予定）
■料金／ 12,000〜17,000円（予定）※利用日、人数によって異なります
■交通／ウェスパ椿山駅下車すぐ ■問／☎0173-75-2261

銀幕デビュー人気犬は
鯵ケ沢の海岸がふるさと

インターネットで“ブサかわいい ” と紹
介されたわさおが人気となり、とうと
う映画デビューをはたしました。鰺ケ
沢町駅前観光案内所でロケ地ハンドブックを配布しています。
■問／ 鰺ヶ沢町観光協会☎0173-72-5004

■交通／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

■交通／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

上方と蝦夷地を結んだ
交易船の軌跡に思いを馳せる。
近世の日本海で隆盛した弁財船
（北前船）
の歴史をさまざまな角
度から紹介しています。
700石積
弁財船を3分の1に縮尺し複製し
た模型や弁財船が運んできた仏
壇、
航海の道具、
船絵馬などを多
数展示、風待ち湊として栄えた
歴史を彷彿とさせます。
■休館／無休（4〜10月）
■時間／ 9：00〜16：00
■入館料／一般300円
■交通／深浦駅より徒歩約20分
■問／深浦町観光協会
☎0173-74-3320

女性

宗教法人「円覚寺」責任
役員・海浦由羽子さん

円覚寺と深浦港

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

風待ち舘

おすすめ
スポット

■交通／艫作駅より車約5分
■問／☎0173-75-2011

風待ち舘

■期間／通年（要予約）
■料金／一般2,300円〜
■集合場所／深浦駅
■問／深浦町観光協会 ☎0173-74-3320

かつて北前船が奉

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。鯵ケ沢産のイトウ
をはじめ山海の恵みが味わえます。

円覚寺や風待ち舘などの施設や町
の歴史・文化を地元ガイドが紹介
します。

納した船絵馬や、

鯵ヶ沢高原温泉

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。

【光信公の館】
■期間／ 5月1日〜10月31日の金・土・日曜
■時間／ 9：00〜17：00（5〜8月）、
9：00〜16：30（9〜10月）
■料金／一般300円
■交通／鰺ケ沢駅より車約30分
■問／光信公の館☎0173-79-2535
【やかたの売店・おふくろの味食堂】
■期間／ 5月1日〜10月31日
■時間／ 9：00〜17：00（売店）、
11：00〜14：30（食堂）
■問／☎0173-79-2971

北前船の湊町散策

文化財に見る風待

鯵ケ沢温泉

ヨーロッパの風景を思わせるリゾート施
設ウェスパ椿山内にある温泉。各コテー
ジにも温泉が引かれています。

弘前藩の始祖・大浦光信の居城跡。
光
信公の館には、ゆかりの品々や弘前
藩に関わる史料を展示。城址の下に
ある ” やかたの売店 ” では、地元の農
産物や山菜を使った料理や草木染め
（500円〜）が楽しめます。7月中旬か
らは期間限定で鮎の塩焼きも提供。

ンを感じて下さい。

鍋石温泉

豊富な湯量と優れた泉質の天然温泉。夕
景を望む高台にあり、直径22mもある青
森ヒバの水車が迎えてくれます。

光信公の館（種里城跡）

ち湊・深浦のロマ

みちのく温泉

■期間／ 4月〜11月 ■時間／ 11：00〜15：00
■料金／ 15,000〜20,000円
※利用日、人数、コースにより異なる
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

円覚寺には多くの北前船関連の所蔵品があり
ま す が ︑な か で も 国 重 文﹁ 海 上 信 仰 資 料 1 0 6
点 ﹂の 船 絵 馬 の う ち ︑﹁ 幻 の 船 ﹂と 呼 ば れ る 北 国
船が描かれた絵馬は国内唯一のもの︒魏志倭
人伝にも記されている船の祈祷師・持衰も描
かれています︒日和見山
があった円覚寺裏の高台
から眺めると︑巾着型の
湊が箱庭のように一望で
きます︒対岸にはかつて
の町割を残す町並み︑御
仮 屋 公 園︵ 町 奉 行 所 ︶︑船
問屋などがあった浜町界
隈が望め︑往時を偲ぶ風
景に出会えます︒

■交通／艫作駅より徒歩約10分
■問／ ☎0173-74-3500

箱メガネで海中を覗いたり海上から白神山地を眺めたり
と、
遊漁船に揺られて海遊び。船から下りた後には、
新鮮
な魚介類を贅沢に使った漁師の朝飯をいただきます。

〝弘前藩〟
へと繋がるルーツがここにある

津軽西海岸の名湯

冬期通行止め

風車の丘白神展望台

十二湖白神トレッキング
青池やブナの自然林や動植物など魅力
あふれる十二湖白神を、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3つのコースから選べます。
散
策の後には、地元食材をふんだんに使
った料理でお腹を満たし、温泉付きコ
テージでゆっくりお休みください。

くろもり館

行合崎

鍋石温泉
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陸奥鶴田

関の古碑郡
関の甕杉（かめすぎ）

驫木

道

白神海彦山彦食の旅

五所川原市
五所川原東IC
車

津軽富士見湖
鶴の舞橋

海の駅わんど
風合瀬

鶴田町

つがる地球村

北金ヶ沢日本一の大銀杏

津軽金山焼
窯元

五所川原

動

鰺ケ沢

赤〜いりんごの
並木道

鳴沢

千畳敷

北金ケ沢

大戸瀬

道の駅ふかうら

イカのカーテン

立佞武多の館

自
津軽

陸奥森田

鰺ヶ沢温泉
千畳敷海岸

五所川原IC

木造

道の駅もりた
森田歴史民俗資料館

中泊町博物館

津軽鉄道

屏風山湿原
（ベンセ湿原）

津軽中里

つがる市
七 里 長 浜

秋田と弘前・青森を繋ぎ︑雄大な白

神山地を背景に海岸線を走るロー

カル線です︒リゾートしらかみの

大きな車窓やゆったりとしたリク

ライニングシートは︑まさに絶景

味線生演奏などの車内イベントの

■場所／五能線（青森〜弘前〜秋田）
■問／ JR秋田支社 販売促進課 ☎018-831-6726

を堪能するための特等席︒津軽三

ウェスパ椿山
「コロボックル」
で
どうぞ。
甘く、
野菜特有の臭みの
ない人気のジュースです。

ほか駅からの観光メニューも充実

しています︒

ローカル線の
名物メニュー

冬掘りにんじんの
ジュース

福島城址

中ノ島ブリッジパーク
ロマネスクドーム
市浦歴史民俗資料館

森と湖の神秘的風光が
広がる十二湖を歩く

JR
五能線

青森県屈指の景勝を車窓から楽しむ

七ツ滝

中泊町

世界自然遺産白神山地を感じられるミニ白神エリア

五所川原・奥津軽・西海岸エリア

文 化・歴 史・食 を 探 訪

やかたの売店
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