業体験なども加え、奥津軽ならでは
の多彩な体験・滞在メニューを提供
しようというものです。
「太宰ミュージアム」は、2010年12

この企画のＰＲと観光客の反応を

真っ青な空にぽっかりと浮かぶ白

月予定の東北新幹線全線開業を見据

事前に探ろうと、太宰生誕100年で

い雲──プレオープニングフェスタ

あしの

え、太宰ミュージアム運営委員会と

沸く金木町の芦野公園で2009年９月

初日の９月５日、奥津軽・金木は快

青森県が進める奥津軽の観光体験を

５日（土）・６日（日）の両日、プ

晴に恵まれました。

通年で提供する仕組み。

レオープニングフェスタが開催され

「太宰治」をシンボルに、太宰のふ

ました。

会場入口では五所川原市内の小学
生が津軽三味線演奏で県外ツアー客

ご し ょ が わ ら し か な ぎ ちょう

るさと青森県五所川原市 金木 町 を

会場となった芦野公園内には、観

中心とする奥津軽が舞台、コンセプ

光客の興味をそそるさまざまな演出

トは「年中どこかで何かが面白い」。

が施されました。

2009年の太宰治生誕100年を契機に、

を出迎えるなど、午前10時の開始か
ら大勢の人たちが訪れました。

地元色豊かなアトラクションが繰

青森県の文化的な観光コンテンツの

り広げられる「湖上ステージ」をメ

代表ブランドとなることを目指そう

インに、金木地区と奥津軽の料理・

と企画されました。

物産、最近注目を集めているＢ級グ

ミュージアムの名にふさわしく金

ルメの 黒石つゆ焼きそば 、 八戸せ

木町とその周辺地域を含む奥津軽に

んべい汁 の計30店が軒を並べる「出

は、太宰ゆかりの施設や文芸資料を

店コーナー」
、津軽鉄道のミニ列車運

午前11時から湖上ステージで行わ

はじめ津軽三味線といった郷土芸

行、太宰作品と地元の風景写真をコ

れたオープニングの冒頭を飾ったの

能、津軽弁、味覚など、魅力的な観

ラボレートした空間アートなどが緑

は青森県のトップセールスマンと自

光資源がいっぱい。これに演劇や農

豊かな園内にレイアウトされました。

負する三村申吾県知事。会場を埋め

■太宰治（だざいおさむ）
1909（明治42）〜48（昭和
23）年。本名・津島修治（つ
しましゅうじ）。五所川原市金
木町に青森県下屈指の大地主津
島源右衛門の６男として生まれ
る。小学生のときに将来の希望
を文学と答え、旧制青森中学時
代には校友会誌に「最後の太閤」

を発表す
るなど、
早くから
小説家と
しての片
鱗を見せ
た。旧制
弘前高校
から東大

み むら し ん ご

仏文科へ進んだが２年で中退。
そのころ井伏鱒二に会い、「魚
服記」などを発表する。
1933年、初めて太宰治の名
前で「サンデー東奥」に「列車」
を掲載。「逆行」で第１回芥川
賞の候補になるが選に漏れた。
石原美知子と結婚、生活に明る
さを取り戻し、「走れメロス」

「津軽」など名作を書き、「女生
徒」は北村透谷賞を受けた。
戦後は注文が相次ぎ、「人間
失格」「斜陽」などを発表した
が、過労と飲酒で健康を損ね、
玉川上水で投身自殺をした。
〈「あおもり検定」（青森県商工
会議所連合会編・東奥日報社発
行）より引用〉

た県内外の人たちに向けて「太宰治
は何よりもユーモアとサービス精神
に溢れていました。その精神は津軽
の人々ひとりひとりが持っている宝
物。『太宰ミュージアム』には奥津
軽のエッセンスをぎゅっとつめこみ

観客の拍手喝采を浴びた五所川原第一高校（左）と県立金木高校の津軽三味線演奏

踊り、観客を魅了しました。
なかどまりまち

朗読は北津軽郡 中 泊 町 在住の対
ました。太宰、金木、津軽の良さを、

馬てみさん。対馬さんは、小説『津

そして青森県の良さを存分に楽しん

軽』のクライマックスで登場する

でください」とアピールしました。

「タケ」のモデルになった越野たけ
さんと面識があり、朗読では小説に
描かれている「タケ」との再会シー
ンを切々と読み上げました。
観客の爆笑を誘ったのは「津軽弁
じ ふ ぶ き

続いて繰り広げられたのは「津軽
か

せ

トーク」。地吹雪 体験ツアーの仕掛

やっこおど

三味線演奏」「嘉瀬の奴踊り」「小説

け人で知られる角田周さんが津軽弁

『津軽』の朗読」、「津軽弁トーク」

のイロハを伝授したあと、つがる市

のステージイベント。2009年の津軽

在住のシンガー・伊藤春寿さんがコ

三味線全日本金木大会・団体中高生

テコテの津軽弁でユーモアたっぷり

の部で優勝した五所川原第一高校と

に熱唱しました。

入賞の県立金木高校が、若さあふれ
る完成度の高い演奏を披露。
か

せ

嘉瀬の奴踊り

ステージイベントは１日４回、２
日間で計８回繰り返され、県内外の

やっこおど

「嘉瀬の奴踊り」は金木町嘉瀬に古

約3000人が鑑賞。ツアー客にも「高

くから伝わる田植え踊り。保存会の

校生が津軽三味線を継いでいること

メンバーが、そろいの衣裳で登場し、

に感動」「初めて見た奴踊りが面白

小腰をかがめ足を踏み鳴らして、小

かった」「津軽の言葉を交えた朗読

気味のいい三味線と太鼓のリズムで

が良かった」と大好評でした。

■芦野公園（あしのこうえん）
五所川原市の北部、金木町に
位置する湖を湛える約80haの
自然公園。
園内には2200本の桜と老松
が植栽され、日本のさくら名所
百選に選定された景勝地で、津
軽では弘前公園と並ぶ花見の人
気スポット。太宰治も少年の頃

よく遊んだ場所として知られ、
太宰の銅像と文学碑が建つ。

小説「津軽」の朗読

津軽弁ミニ講座

また、園内にはストーブ列車
で有名な津軽鉄道（五所川原─
津軽中里）の「芦野公園」駅が
あり、レトロな列車が発着する
様子を目の当たりにすることが
できる。夏には各車両・客室に
風鈴や短冊が下げられる「風鈴
列車」、秋には客室内にスズム
シの籠が取りつけられる「鈴虫

列車」も運
行される。
昔ながらの
ひなびた
駅、のどか
な風景が訪
れる人々の
心を和ませ
てくれる。

津軽弁による弾き語り

「太宰ミュージアム」体験で欠かせ
ないのが、太宰治ゆかりの場所と施
設の探訪です。太宰の生家「斜陽館」
．．
をはじめ、幼い頃に子守のたけに連
れられてよく訪ねたという「雲祥
寺」、津島家の菩提寺「南台寺」、戦
時中の疎開で暮らした「旧津島家新
座敷」など、太宰との関わりの深い
箇所が金木町の中心部に集中してい
ます。
中でも「旧津島家新座敷」は近年
になって公開されました。ここは太

太宰治記念館「斜陽館」
に た ぼ う

あらうま

宰治の長兄で青森県知事も務めた津

仁太坊、郷土芸能の荒馬踊りにちな

島文治が1922年（大正11年）の結婚

む名がついていています。

を機に新築した邸宅。太宰が終戦直

街中を散策して興味をそそられる

前の1945年７月から翌年11月まで、

のが食の店。長さ15センチのビッグ

妻子とともに疎開暮らしをし、新聞

なバナナボードや見た目もかわいい

小説や戯曲、エッセーなど23作品を

パンダ焼き、金木名産・霜降り馬刺

執筆したとされています。

の握り寿司、太宰が好んだ食材を使

「太宰ミュージアム」では、この

った太宰らうめん等々、個性豊かな

太宰探訪

をより楽しむために、
まちなか

金木町中心部の

街中探索

も併せ

てオススメします。

旧津島家新座敷

メニューがいっぱいです。
そして太宰探訪、街中探索の締め
くくりはやっぱり津軽三味線会館。

中心部の主要な通りは「太宰通り

目の当たりにする迫力ある生演奏

商店街」「斜陽館通り」「メロス坂通

で、津軽三味線発祥の地ならではの

り」「仁太坊通り」「荒馬通り」と、

醍醐味をたっぷりと味わうことがで

太宰や三味線の始祖といわれる

きます。
太宰ゆかりの地でスタンプラリー

生の演奏が楽しめる津軽三味線会館

NPO法人かなぎ元気倶楽部が運営する「太宰ゆ
かりの地かなぎ文学散歩」は地元ガイドと巡る企
画で、中心部の街歩きには最適。料金は１人
2400円で申し込みは２人以上から。詳細は同法
人（TEL0173-54-1616）まで。

斜陽館周辺の郷土色豊かな居酒屋

津軽三味線会館のステージ

いりんご」のジャムとジュース、金
木特産の馬肉を使って開発したふか
ば

しまんじゅうの「馬 まん」、十三湖
五所川原市を中心とする奥津軽
は、食材の宝庫でもあります。
日本海で獲れる豊かな海産物、十
三湖名産のシジミ貝、つがる市

のシジミ汁など、地元ならではの味
覚が勢揃い。
お昼時には「黒石つゆ焼きそば」
と「八戸せんべい汁」の店の前は長

びょうぶさん

屏風山地区のスイカとメロン、鶴田

蛇の列。また、太宰Ｔシャツなどの

町のブドウ、中里町のブルーベリー、

太宰グッズや特産を売る物産店は、

そして五所川原市と板柳町のリンゴ

お土産を求めるツアー客の人気を集

など、海や湖の幸、里の幸が実に豊

めていました。

富なのです。

ツアー客の横浜市在住の60代男

「太宰ミュージアム」プレオープニ

性は「普段お目にかかれない食べ

ングフェスタ会場には、これら奥津

物が一つの場所で集結して味わえ

軽のグルメが一堂に会しました。こ

るのはとてもいい」と強調してい

れに

ました。

Ｂ級グルメ

として人気急上

昇の「黒石つゆ焼きそば」と「八戸
せんべい汁」も加わりました。

プレオープニングフェスタ開催２
日間の来場者は、ツアー客1400人余

30店が軒を連ねる出店コーナー

りを含む約１万人でした。今後「太

は、大勢の来場者でごったがえしま

宰ミュージアム」は、さらにまち歩

した。

きの魅力を高める取組を進めなが

リンゴ、メロン、スイカ、ブドウ

ら、オフィシャル・ガイドブックと

といった果物の直販。五所川原市で

ホームページ（http://dazai.or.jp）を

誕生した果肉、花、枝、若葉までも

作成して、2010年秋、グランドオー

赤いという世界的にも珍しい「赤〜

プンします。

※動画をダウンロードする際にパケット料金が発生します。
※この動画を見ることができない機種もございます。
動画配信システム提供：NPO法人青森編集会議（http://aomori-ec.jp）

