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冬冬号
コンベンションイ　ベ　ン　トイベント＆コンベンションカレンダー ※イベント日程等は変更になる場合がございます。

■12月1日(土)～2月28日(木)
■12月15日(土)～3月24日(日)
■1月1日(火祝)
■1月13日(日)
■1月22日(火）
■1月26日(土)～27日(日）
■1月27日(日)
■1月29日(火)
■2月2日(土）
■2月3日(日）
■2月5日(火)
■2月8日(金)～11日(月祝)
■2月11日(火祝)
■2月11日(火祝)
■2月17日(日)
■2月19日(火)
■3月3日(日)
■3月27日(水）

弘前エレクトリカルファンタジー
企画展4「～春を待つ～ふるさとの画家展」
初詣お山参詣安全祈願祭
平成30年度「二十歳の祭典」
弘前観光コンベンション協会新春講演会・新春祝賀会
ウィンターフェスティバル2019
弘前城リレーマラソン
弘前公園観光人力車事業報告会
VOL.16 弘前バル街
元祖旧正マッコ市
鬼神社しめ縄奉納裸参り
第43回弘前城雪燈籠まつり
岩木山神社七日堂祭
猿賀神社七日堂祭
第25回乳穂ヶ滝氷祭
沢田ろうそくまつり
第9回ひろさき検定上級（おべ仙人検定）試験
弘前観光コンベンション協会　臨時総会

弘前市内各所
弘前市立博物館
岩木山神社
弘前市民会館
アートホテル弘前シティ
りんご公園
弘前公園
弘前市立観光館　多目的ホール
弘前市内の参加店
黒石市
鬼神社
弘前公園
岩木山神社
猿賀神社(平川市)
乳穂ヶ滝(西目屋村)
沢田神明宮岩谷堂
弘前市民会館
弘前市立観光館　多目的ホール

※この他のイベント情報は当協会ホームページをご参照下さい。 http://www.hirosaki-kanko.or.jp
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「インバウンドの更なる誘致を」

株式会社　大韓航空　青森支店長　李　相 勲

流れる花弁（弘前公園写真コンテスト 2018年度作品 特選）
撮影：黒川　真　

流れる花弁（弘前公園写真コンテスト 2018年度作品 特選）
撮影：黒川　真　

　近年海外からの観光客で日本全国が大
きく盛り上がっています。
　政府も2020年度のオリンピック開催に向
け年間4000万人の誘致を目標に掲げ、様々
な施策を打ち出し、更なる観光客の誘致を
推し進めております。
　航空各社も溢れんばかりのインバウンド
需要に対応すべく競うように航空路線の新

規就航および増便を進めており日本は今インバウンドブームに沸
きだっています。
　しかしながら首都圏を中心とした有名観光地は押し寄せる観
光客により最近耳にするようになったオーバーツーリズム現象が
起きており、これ以上の観光客を受け入れることが困難な状況
となっています。
　ここで最近注目されているのが地方への観光客の誘致であり
ます。
　特に東北地域においては以前に比べ訪問客が増加傾向にあ

るとはいえ、他の地域に比べ依然低い水準に留まっている反面、
国際定期便が就航している青森は観光客誘致に非常に有利な
環境にあり、東北の中でも 今後大きく成長が予測される地域で
あるものと思われます。
　なかでも弘前周辺は弘前城の桜・紅葉やりんご、城下町に由
来する魅力的な街並みなど、外国人も高い関心を寄せる観光ポ
イントがたくさんある地域です。外国へ向けたさらなる町のPR
や、交通インフラ整備を進めることで、より多くの外国人観光客
誘致が期待できるものと思います。
　現在のところ大韓航空を利用して青森を訪れる観光客の大
半は韓国からのお客様で占めておりますが、大韓航空は世界に
数多くのネットワークを持っております。 韓国のみならず世界各
国に弘前の魅力の発信を行い、多くの国の方々に弘前を訪れて
いただくことによりインバウンド事業そして経済活動がより活性
化していくものと期待いたしており、大韓航空としても、冬季期
間のみならず通年での週5便運航に向けて努力していきたいと
思っております。
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新春講演会のお知らせ
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　今回は、「弘前公園のさくら」をテーマにしたオリジ
ナルカレンダーが完成しました。
　弘前公園写真コンテストの入賞作品等で綴ったオリ
ジナルカレンダーは、様々な角度から撮影されたさく
らを１年間お楽しみいただけます。
　お買い求めは、弘前市立観光館１階インフォメー
ション・事務所、弘前市りんご公園、弘前市まちなか情
報センター、藤田記念庭園内大正浪漫喫茶室・匠館で
どうぞ。（税込み500円）

『弘前市りんご公園　ウィンターフェスティバル』
　雪に触れ、思い切り遊ぶ雪国ならではの雪を活用した冬を楽しむフェ
スティバル。子供たちから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん！
ご家族やお友達同士で、ぜひ弘前市りんご公園にお越しください！
日にち：2019年1月26日（土）～ 27日（日）
時　間：10時～ 15時
場　所：弘前市りんご公園

　毎年恒例となっております、当協会の新春講演会及
び新春祝賀会を下記により開催いたします。
　今回の新春講演会では、外国人観光客が急増し、町全
体が賑わっているニセコ町長の片山氏にお話いただく
予定です。後日、改めてご案内いたしますので、奮って
ご参加いただきますようお願い申し上げます。

日　時：2019年１月22日（火）
場　所：アートホテル弘前シティ　
講　師：ニセコ町長　片山　健也　氏

オリジナルカレンダー完成！
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介 こちらのコーナーで紹介した
会員を協会facebookにも
掲載いたします。

連携企画！

会員のお店をご紹介するコーナーです。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。
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　当社は1953年創業以来、インフ
ラ整備のためのコンクリート製品
の総合メーカーとして、地域に根差
した企業づくりをして来ました。
　そして5年前から大切な家を守
る住宅用基礎杭「Xパイル」の生産
を開始しました。
　大きな災害が頻発している近
年、万が一のために厳しい品質管
理で生産された当社の「Ｘパイ
ル」を自信をもって提供いたしま
す。

■弘前市門外字村井50-1
■TEL 0172(28)2111
■FAX 0172(28)2122
■営業時間 8:00～17:00
■定休日　 日祝、第2・第4土曜
■HP https://www.yamaken-con.jp/

■弘前市神田3－2－10
■TEL 0172(35)6226
■FAX 0172(35)6278
■営業時間 8:00～17:00
■定休日　水曜、日曜
■HP https://www.kagaya-foods.co.jp

　1973年創業の保険代理店です。
　「保険を通じて、お客様の幸せをお手伝い」
を経営理念とし、身の回りで起こるさまざま
なリスク(危険)を考え、お客さまへ最適なプ
ランを提案するべく、日々取り組んでおりま
す。
　通称「そんぽ」ですが、損害保険だけではな
く、実は生命保険も取り扱っております!!
　来店して頂けるスペースを設け、元気いっ
ぱいのスタッフ一同お待ちしておりますの
で、ぜひ一度お立ち寄り下さい。

■弘前市親方町14-2
　大周弘前倉庫㈱親方町ビル2階
■TEL 0172(36)8021
■FAX 0172(33)2166
■営業時間 9:00 ～ 17:00
■定休日　土日祝日
■HP http://www.hirosakisonpo.com

　弊社は、高圧ガス製造販売業者
として、プロが使う高圧ガスの酸
素・窒素・炭酸ガスを自社工場にて
充てん販売しています。
　その技術をご家庭向けへ活用し
プロパンガスの充てん販売もして
います。
　確かな技術によって生み出す品
質と、安全でお客様皆様へ豊かな
生活をお届けする企業を目指しま
す。

～おかげさまで100周年～
　
　かがや食品株式会社は大正8
年に吉野町で創業し、今年で100
周年を迎えました。
　津軽地方に根付いている中華
そば「津軽らーめん」は当社自慢
の逸品です。100周年を記念した
商品を発売してまいります。
　今後も皆様に愛される商品
作りを続けてまいりますの
で、変わらぬご愛顧の程、よろ
しくお願い申し上げます。

■弘前市金属町3-3
■TEL 0172(88)3221
■FAX 0172(87)3940
■営業時間 8:00～17:00
■定休日　日祝
■HP http://www.irisan.co.jp/
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ひろさき損保株式会社

株式会社 工藤酸素店

株式会社 山健

かがや食品 株式会社

シリーズ「当協会活動レポート」

『ガイドひろさき2019』発行準備開始

～崔　永先（チェ・ヨンソン）さん
　　　　　　　　　　　　特別インタビュー～ 

2018年12月22日から週5便になった青森 - ソウル線。今回は、弘前市の国際交流員として
弘前に住んでいた崔　永先（チェ・ヨンソン）さんにお話を伺いました！

弘前で国際交流員をしていた時期はいつですか。

Ａ1　2013年4月から2016年4月までの3年間です。

弘前に初めて来たときの印象はどうでしたか。

Ａ2　一言でいうとスローライフを満喫できる街でした。弘
前にはじめて着いた時、岩木山に見守られているこじん
まりとした街で、都会にいると感じることができない、ふ
るさとの温もりを感じました。また、きれいに染まってい
く夕暮れと岩木山を見ながら、自然の美しさを感じ、隠れ
家カフェでコーヒーを飲みながら、人生のことをじっく
り考える。当時、韓国では、スローライフやヒーリング(癒
し)等のテーマが注目されはじめていたのですが、忙しい
日々を過ごしてきた私にとって、弘前は、まさにスローラ
イフを楽しめることができると同時にヒーリングの街で
した。

弘前に来たときは、すぐに馴染むことができましたか。

Ａ3　職場をはじめ、周りのたくさんの方々に暖かく見守ら
れて、すぐ馴染むことができました。初めて聞いた津軽弁
を聞き取るのがとても大変だったのですが、皆さんに１
つ１つ教えてもらい、津軽弁の壁も乗り越えることがで
きました。

弘前の魅力を教えて下さい。

Ａ4　四季ごとに変わる色々な風景を持っていることが１
番の魅力だと思います。春の満開の桜。来る前は、桜とい
えばソメイヨシノしか知らなかったのですが、弘前に来
てから色とりどりの桜の品種に出会い、さすが世界に誇
る桜だなと思いました。何よりも、見上げて楽しむ桜だけ
ではなく、自分の目の高さで桜が楽しめるのも欠かせな
い魅力だと思います。
　　夏のねぷたまつり。ねぷたまつりが近づいたら、毎晩、  

　聞こえてくるねぷた囃
　子の練習の音。まつり
が始まると扇形のねぷ
た絵の躍動感や迫力を
肌で感じることがで
き、見事だと思います。
秋の紅葉とりんご畑。
少しずつ赤く染まって

　いく岩木山と鮮
やかな紅葉の弘
前公園も最高で
す。さらに、りん
ごのふるさとの
ように、赤くたわ
わに実っていく
りんご畑の風景
も忘れられませ
　ん。最後は、冬の雪景
色。夜になるときれい
に彩られるイルミネー
ションも絶景だと思い
ます。

韓国の方々にぜひ訪れてほしい弘前の観光スポット
はどこですか。

Ａ5　雪に覆われた弘前公園と弘前の街です。毎冬、雪掻
き等でうんざりだと思っている方もいると思いますが、
私にとっては、春の桜よりも雪に覆われた真っ白な弘前
公園の風景がより鮮明に記憶に残っています。もちろ
ん、韓国でも雪は降りますが、すぐ解けてしまい、自分
の身長を超えるほど積もっている雪景色を見る機会は少
ないので、ロマンティッ
　クに感じるのかも知れ
ません。雪に覆われた
ロマンティックな弘前
公園と弘前の街の散策
を是非おすすめしたい
です。

韓国人観光客を受け入れるために、必要なことは何
でしょうか。

Ａ6　「草の根交流」を増やすことだと思います。今ま
で、弘前市では外国人観光客受け入れ環境を整えるため
に様々な施策を行ってきたと思いますが、もう少し韓国
の方々とのネットワークを広げ、その交流を通じて「観
光」に結びつけることができるような新たな対策が必要
な時期ではないかと思います。

　当協会では、毎年地元密着型のガイドブック「ガイドひろさき」を発行
しています。2019年版のコンセプトはズバリ「インスタ映え」。ＳＮＳで
映えるような写真をたくさん使い「写真を撮りたくなるような場所や情
報」を紹介する企画を予定しています。また、ガイドひろさきとインスタ
グラムのコラボレーションとして、インスタグラム上でガイドひろさき
の読者と一緒に情報共有していく企画も検討中です。
　ガイドひろさきでは、ジャンルやサイズなどにより、多様な広告枠をご
用意しておりますので、ぜひ、御社のご紹介にお役立てください。ガイド
ひろさき掲載店様は当協会のウェブサイトに掲載されるほか、バナー広
告が割引になる特典等もご用意しております。
　詳しくは、当協会事務局の観光振興部までお気軽にお問い合わせ下さい。

（事務局0172-35-3131、hirokan5@jomon.ne.jp）


