「サイギ、サイギ」の掛け声を響かせ、毎
年旧暦8月1日、岩木山に集団登拝して
津軽の秀峰 岩木山 古代から津軽の象徴として崇められて 御来光を拝むのが「お山参詣」。五穀
きた、青森県の最高峰岩木山（標高1625m）。山頂が三峰に分か 豊穣、家内安全を祈願する津軽最大の
れ、巌鬼山と鳥海山は外輪山の一部で、鐘状の中央火口丘が岩木 秋まつりで、御神体である岩木山と一体
山。津軽平野のどこらかでも眺めることができます。
となり自己の浄化を目指します。

弘前市立観光館

TEL：0172-37-5501
弘前市観光案内所

TEL：0172-26-3600

平成の大工事、弘前城本丸石垣修理

食

弘前市のりんご生産量は日
本一を誇っています。
りんご
公園では、8月～11月にりんご
の収穫体験ができます。
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弘前市マスコット
キャラクター
「たか丸くん」

三種町
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能代市

弘前城は現在、本丸の石垣修理事業が進行中です。平
成27年8月、約100年ぶりに天守の曳屋（お城の移動）
が行われ、高さ14.4m、総重量400トンの弘前城を２か
月かけて78ｍ動かしました。移動先では天守の背景に
岩木山が広がり、展望台からの眺めが観光名所になって
います。

■津軽まちあるき観光推進実行委員会
（公社）弘前観光コンベンション協会内
℡：0172-35-3131（受付時間9：00〜17：00／土日祝休み）

縄文時代から変わらぬ森は、教えてくれます。

生き物のめぐり、人と森の関わり、豊さとは何かを。

白神山地の真の魅力を感じる体験を探しにお越しください。

弘前城雪燈籠まつり
２月中旬

冬

メイン会場
弘前公園四の丸
※夜間特別照明 〜21:00

宿

岩木山周辺の温泉

岩木山周辺には10種類の
源泉があり、硫黄泉、炭酸
水素泉、塩化物塩泉など、
さ
まざまな泉質を楽しむことが
できます。

白神山地ビジターセンター

西目屋村産業課

暗門の滝

世界遺産「白神山地」の魅力をつぶさに紹介するとともに、自然との共生をテーマに考察・学習する
施設です。センターには、実際に山に入ることなく、臨場感あふれる大型映像で白神の自然を広く体
験できる映像体験ホールと、ブナについての総合解説、白神山地の動植物、マタギ社会に代表される
森とともに生きる人々のほか、自然遺産・自然保護活動などを紹介する展示ホールがあります。

水陸両用バス

白神山地の名勝のひとつ。滝までの渓谷ルートは、
ブナの
ほか、
カエデや松などの老樹が生い茂り、常に神秘的な雰
囲気を漂わせています。

︻世界自然遺産白神山地データ︼

世界自然遺産登録面積：16,971ha
核心地域：10,139ha
（ほとんど人の手が加えられていない、特に優れた環境が残る地域）

緩衝地域：
：6,832ha

白神山地のブナ林の誕生：約8,000年前（縄文時代早期）
ブナの寿命：約300年

産
物

爽快感とともに水しぶきを上げて湖へ飛び込んだバスは、白神
の清風を浴びながら、湖上をゆったりと進みます。

昆虫：2200種以上

固有種：アオモリマンテマ、
：
シラガミクワガタ等
発見された酵母：白神こだま酵母

かんしらかみ

【環白神エコツーリズム推進協議会】
わ

白神山地をぐるりと巡る環のエコツーリズム推進団体です。青森県深浦町、鰺ヶ沢町、西目屋村、
弘前市、秋田県八峰町、藤里町、能代市の7つの自治体で構成されています。

広域エリア内を活用した企業研修、教育プログラムなどご遠慮なくお問い合わせください。
発

行

日 2020年3月（第6版）

発

行

者 環白神エコツーリズム推進協議会
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問い 合わ せ 窓

口 ☎ 0185-79-3005（白神山地世界遺産センター藤里館内）

事務局 ☎ 0185-79-2115（藤里町商工観光課内）
FAX 0185-79-2116

〒 018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴８番地

ブナの里白神館

「白神館」は源泉かけ流し
の温泉施設を備えたホテル
です。白神山地を散策する
際に利用するシャトルバス停
留所まで徒歩１分とアクセス
も便利な施設です。旬の
食材を利用した料理も堪能
できます。

宿

あおいけ

青森県

その 名 のとおり、
透きとおった群青
色 の 水 面 をのぞ
かせているのが、
「青池」
と呼ばれる
「十二湖」の代名
弘前市
詞ともいえる名湖
です。面積約９７５
㎡、最大深度約９
ｍほどで、十二湖
の 湖 沼 群 のなか
では特に大きい方ではありませんが、倒れたブナや遊泳する小魚
が透けて見え、
「青インクを流し込んだような」
と形容される。
その美
しい青さの秘密は、現代科学でも解明することができておらず、訪
れる人々を神秘と幻想の世界へと導いています。

お問い合わせ先
観光課

TEL：0173-74-4412八峰町

エコツアー・体験プログラム

道の駅 津軽白神 Ｂｅｅｃｈにしめや

農産物直売所には白神山地の恵みを受けた産直の農産
物や山菜等、季節ものがたくさん並んでいます。レストラ
ンでは地元産のそば粉を使用した白神そばを始め、西目
屋村のそれぞれの名勝をイメージしたオリジナルメニュー
もあり、西目屋村の味を堪能することができます。

世界遺産の径ブナ林散策道コース

NISHIMEYA
（ガイド有。要予約。料金応相談）

◆お問い合わせ先
アクアグリーンビレッジＡＮＭON
TEL：0172-85-3021

明治の文人、大町桂月は大正１
１年
この地を訪れ、西海岸の十二湖の
風景を観て絶賛し、
「山の中 三十
三湖 紅葉かな」の一句を残し句
碑が十二湖を代表する青池の入
口広場に建てられている。

青森県西津軽郡深浦町大字松神字下浜松14
TEL 0173-77-3311

マグロの水揚げ量は深浦町が青森県
No１！深浦町産の天然本マグロを刺
身や片面焼き、両面焼きと３つの小ど
んぶりで楽しめます。産地ならではの
マグロ尽くしどんぶり御膳。町内７店
舗で提供しています。提供店舗はの
ぼりが目印です。

問合せ先 深浦マグロ料理推進協議会事務局
（深浦町観光課内）電話0173-74-2111

能代市

夏 秋

毎年８月13日に行われ、五穀豊穣、家
内安全などを祈願し、祖先の霊や馬霊
を慰めるため、正装した駒６頭が笛や
太鼓、歌い手を従えて勇壮に踊り回り
ます。

白神山地・二ツ森登山
二ツ森は 秋 田県と青 森
県の県 境に広がる白神
山 地の中の「世 界遺 産
地域」西側にあたる標高
1,086ｍの山です。二ツ
森 頂 上までは登 山口か
ら徒 歩で約50 分。山頂
からは、白神山地のブナ
天然林が見渡せるほか、
白神岳、向白神岳、岩木
山、日本 海も遠くに見る
ことができます。

ハタハタずし

日本海の波打ち際にある露
天風呂が全国的にも人気
の宿。

高台にあり、大展望浴場か
らの雄大な日本海を眺める
ことができる宿。

青森県西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎338-42
TEL 0173-74-3511

夏
秋

ガイドの申込み：八峰町白神ガイドの会（TEL：0185-70-4211）

黄金崎不老ふ死温泉

深浦観光ホテル

春

みこしの滝浴び

毎年８月1日の白瀑神社の例大祭に行
われるみこしの滝浴び。白装束の男衆
が御輿を担いだまま、滝つぼをうねり
ながら回る様は、まさに勇壮そのもの
です。

6月から10月は、日本海で遊ぶマリンレ
ジャーがお薦めです。その中でもシーカ
ヤックは、3人乗りと2人乗りがあり、ガイ
ドが指導するので初心者でも楽しむこと
ができます。ほかにも海水浴、スノーケリング、
磯釣り、浜辺の自然観察なども人気です。体験メ
ニューによってガイド料金が異なりますので、お
問い合わせください。

こが ね ざ きふろうふしお ん せ ん

青森県西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15
TEL 0173-74-3500

八峰町の“んめもの（おいしいも
の）”が一堂に会する収穫祭。旬
の野菜や名物「峰浜梨」をはじ
め、
ご当地のグルメも多数登場し
ます。秋の味覚がたっぷりと堪
能できるほか、各地の郷土芸能
も披露されます。

石川駒踊り

青森県西津軽郡深浦町大字舮作字鍋石226-1
TEL 0173-75-2261

FUKAURA
深浦マグロステーキ丼

TEL：0185-76-4100

宿泊コテージやドーム型展
望温泉をはじめレストラン・
物産館・ガラス工房など南
欧風をイメージした建物が
並ぶリゾート施設です。

OMOTENASHIご当地グルメ

食

八峰町観光協会

雄嶋花火大会 日本海に浮かぶ雄嶋から
打ち上げられ、夜空を飾る花火と海面に映
る花火のコントラストがとても美しく、毎年多
くの観客を楽しませています。毎年８月１５
日に行われる八峰町の夏の風物詩です。

ウェスパ椿山

世界自然遺産白神山地主峰「白神岳」登山

ふ か うら 雪
人 参 は 、世
界遺 産白 神
山 地と日 本
海 に 面した
高台にある自然ミネラル成分が多い土地
で栽培された人参。毎年1月から3月まで
の冬期間に収穫するため、雪の下で自ら
凍らないように糖度を上昇させることか
ら、糖度10度以上の甘さをもった人参と
なります。みずみずしいフルーツのような甘
さは野菜スティックやにんじんジュースと
して活用され、非常に人気があります。

八峰町

お問い合わせ先

食

民謡秋田音頭でも謡われる
八森ハタハタ。
その新鮮なハ
タハタを秋田米と塩や刻んだ
野菜などと漬け込み、発酵さ
せたの が「ハタハタずし」で
す。一度食べたらくせになるほ
どの美味しさです。

宿

HAPPOU

シイタケのオイル漬け

八峰町産のしいたけをたっぷり
使ったオイル漬けです。 味付け
には秋田の魚醤「しょっつる」
が 使 わ れており、旨 味 たっぷ
り。それぞれ違った風味と食感
で、パスタに合わせるなどアレ
ンジも自由自在にお楽しみい
問：オイル漬け専門店 ノルテ カルタ
ただけます。
TEL：０１８５-５７-３４４４

TEL：0185-88-8802

湯らくの宿のしろ

白神山地の麓にあり、
日本海まで徒歩約１０
分。日替わりで２種類
の大浴場を楽しむこと
ができます。

白神山地周辺 四季別イベント情報

はっぽう“んめもの”まつり

マリンレジャー
「シーカヤック」

十二湖散策の拠点。本格
的なログコテージやレストラ
ン、温泉などを備えた充実し
たリゾート施設です。

舮作台地からの白神山地

ふかうら雪人参

八峰町

きみまち阪と米代川、
対岸にはパワースポッ
トとしても知られる七座
山に囲まれた自然豊
かな場所。

NOSHIRO宿
◆お問い合わせ先
NPO法人能代観光協会

祭

十二湖は、江戸時 代・宝永元年（1704
年）の大地震で沢がせき止められて形成
されたといわれています。その時にでき
た湖沼群は33を数えましたが、大崩の
頂上から眺めると大きな池が12見えるこ
とから「十二湖」と名付けられました。

アオーネ白神十二湖

白神岳への登山は、深
浦町からのルートがお
すすめで山頂まで１,２３５
ｍあり、海岸から直立
している白神岳は、海
抜０ｍから登れる山とし
て古くから親しまれてき
ました。JR五能線白
神岳登山口駅は海岸
間近で、国道１０１号が
並走しています。
国道から３ｋｍ登ると登山口へ到着します。駐車場広場には、
トイレ、休憩所が整備さ
れています。

深浦町

十二湖誕生

へ なしだ いち

クロスカントリースキーのように２本のポールを使いながらウォーキ
ングすることで腕を振る動作が簡単になり、歩幅を大きく、それで
いて下半身への負担が軽減できるので長距離を歩けるようになり
ます。通常のウォーキングでは使わない上半身を動かすことからエ
ネルギー消費量が高くなり、また膝や腰への負担をかけずに心肺
機能や全身の筋肉を強化できます。
日本最大の規模を誇る「風の松原」には、木材チップを敷き詰めた
「健康づくりのみち」が整備されており、フカフカして足への負担
が軽く歩きやすいため、ノルディックウォーキングにも大変適してお
ります。

FUJISATO
エコツアー・
体験プログラム

宿

青森県の「私たちの名水」にも認定され、訪れ
る観光客や地域の人々に大変親しまれていま
す。白神山地の隣接地である津軽国定公園内
にあり豊かな自然を楽しむことができます。こ
の名水を利用して、近くにある「十二湖庵」で
は、抹茶の無料サービスが受けられます。

いちのくら

壱ノ座

ノルディックウォーキング

エコツアーの起 点である「白神山
地世界遺産センター（藤里館）」に
は自然アドバイザーが常駐していま
す。森の教養を深めるならば、こち
らへどうぞ。隣接する「白神山地
森のえき」では観光案内のほか、ツ
アー受付もしています。地元の食材
を使った食事も人気です。

秋田県

食
白神ネギ

エコツアー・体験プログラム

大町桂月の句碑

白神の鼓動に、こころ澄ませて。

しらかみだけ

エコツアー・体験プログラム
世界自然遺産の緩衝地域（バッファーゾー
ン）を散策できるコースで、４月～５月の
ブナの新緑時期には残雪トレッキングも体
験できます。また、６月～９月の深緑、そ
して１０月の黄葉とシーズンごとに表情を変
えるブナの森はとても美しく心地良い散策
を皆様にお約束します。

幻の魚 イトウ

250

白神の恵みをいっぱいに受けたネギは、太くて、軟らかく、
とろけるような味わいでありながら、シャキシャキした歯ご
たえが特徴で、秋田名物のきりたんぽ鍋にも欠かせない
食材です。

自然アドバイザー 菅沼慶太氏

十二湖「青池」

青森県南西部から秋田県北西部にまたがる
１３万ヘクタールに及ぶ広大な山地帯で、
舮作台地から望む白神山地は、雄大で存
在感を漂わせます。

特別天然記念物：ニホンカモシカ
天然記念物：イヌワシ、
：
ヤマネ、クマゲラ

食

魚体が金色に輝い
ている金アユは、花崗
岩に含まれる黄鉄鉱が、アユの食べ
る藻類に付着するからだと考えられ
ています。食味も優れていると好評
です。

わきつ ぼいけの みず

標高：200ｍから1,250ｍ
：

両生類：13種

赤石川の金アユ

平成の名水
「沸壺池の清水」

（核心地域への外部からの影響を和らげる目的で設けられた地域）

30

TEL：0185-73-5075

欧州では高級食材で
もある地 元 産ホゲット
肉や白神ラムは食べる
価値あり。

遺産センターもある湯の沢温泉郷は知る人ぞ知る
美肌の湯です。温泉プールもあるホテルや旅館、民
宿もあります。

鰺ヶ沢を代表する魚「ヒラメ」を
漬けにして、ご飯のうえにたっぷ
りとのせた新ご当地どんぶり。そ
れぞれのお店が、工夫を凝らし
た漬けだれで提供しています。

森林セラピーとは、医学的エビデンス
（証拠）
に裏付
けされた森林浴効果を利用して、森林環境に身を
置くことで得られる“癒し”効果を活かし、健康維持・
増進等を行うことを目的としています。森の中は、
フィ
トンチッドなどリフレッシュ効果のある物質に富んでい
るため、
リラックス効果や免疫力アップが期待できま
す。
また、深い呼吸を繰り返し行うことで、副交感神
経が活性化され、自律神経のバランスが回復され
ると言われています。
そんな十二湖の森に包まれな
がら、心と体を癒す森林セラピー体験をしてみませ
んか？

世界自然遺産登録年月：1993年12月
：

爬虫類：9種

ヒラメのヅケ丼

イカのカーテン

深浦町役場

50

希少な藤里産羊肉

湯元 和みの湯（源泉かけ流しの宿です）

AJIGASAWA
深浦町

18

貴重なブナ林を伐採
から守り保 護するた
め、平成7年に林野庁
と協定を結び「ふたつ
い白神郷土の森」を
設定しました。
世界自然遺産白神山
地に隣接する190ha
のブナ林の中に遊歩
道、休憩所、
トイレなど
を整備しています。
（ガイド有。事前に
ご連絡下さい。）

◆お問い合わせ先
NPO法人二ツ井町観光協会

宿 食

高さ85ｍ、幅15ｍの県内最大級の滝で、日本の滝百選に選ばれて
います。滝を見上げると観音様が合掌しているようにも見えること
から、古くから地元の人たちに大切にされている滝です。

白神十二湖の森で森林セラピー体験

三種町

高等植物：540種以上
哺乳類：35種 鳥類：94種

宿

熊の湯温泉

そのむかし、手負い
熊 が 傷 を 癒 す ため
に浸かっていたとい
う言い伝えのある温
泉での入浴やマタギ
の主 人 が 収 獲した
山菜と川魚がメイン
の 郷 土 料 理を味 わ
えます。

日本一高い天然秋田杉

ふたつい白神
郷土の森

滝の裏側にも行ける銚子の滝

近 海 の 獲 れ たての
魚を 味 わえる 宿 で
す。白神山地や深浦
方 面 へ 行く旅 行 者
には、旅の中継点と
してもご利用いただ
けます。

※公園内は夜間照明あり

弘前市

TEL：0172-85-2800

エコツアー・体験プログラム

弘前市

周縁には古いものが残るといわれています。日本の周縁ともいえる白神山地。

春は桜、秋は紅葉の名所として四季折々の自然が満喫できます。公園の名前の由来は、1881（明治14）年
に明治天皇が訪れた際、宮中の昭憲皇太后からの手紙をこの峠で受け取られたことから名付けられまし
た。園内には屏風岩や夫婦岩などがあり散策も楽しめます。

TEL：0185-73-5075

苔むした巨岩とブナの純林、400年を越える巨木も鎮座する白神山地でも傑出
したトレイルの一つです。トイレ、一部バリアフリーの散策路も完備。

津軽藩の始祖と仰がれる大浦光信公がこの地に入部し、津軽統一
を果たした五代為信公へと続く歴史の一歩がここにあります。当
館は、大浦光信公の遺徳を偲び建てられたもので、前庭には津
軽家の家紋にちなみ、500本のぼたんが植えられています。

西目屋村

藤里町

TEL：0185-79-2518

きみまち阪県立自然公園

NPO法人二ツ井町観光協会

白神の名を初めて記した江戸時代の紀行家です。彼
が和歌に封じ込めた景色をめぐり、時の移ろいを感
じる旅はいかがでしょうか。銚子の滝、峨瓏の滝な
ど町内６箇所に歌碑があります。

民宿東洋赤羽

西目屋村
お問い合わせ先

隠された乙女「小岳」は、関係者をして「何度も振り返りたくなる」と言わせる眺望を誇ります。遺産
センター藤里館から登山口まで２時間弱。奥白神にある本当の静けさを知りたい方はぜひ。

くろくまの滝

種里城跡「光信公の館」

鰺ヶ沢町

ブナ林として希少なものとなっていたのです。

TEL：0185-88-8802

白神山地の美しき山並みに出会う
「小岳」

観光案内所 白神山地森のえき

三種町

深浦町

してきました。気が付いた時、最後に残る白神山地は、東アジア最大の原生的な

会場
弘前城植物園（有料）
9:00〜17:00
（入場券の販売は
16:30まで）

鰺ヶ沢町

深浦町

かつて北日本に広く分布していたブナ林は、時の流れと共に人の手が入り姿を消

エコツアー・体験プログラム

能代市

NPO法人能代観光協会

TEL：0185-79-2115

鰺ヶ沢町

青森県

【白神山地は教えてくれる】

夏
祭

弘前ねぷたまつり
８月１日〜８月７日

HIROSAKI
http://machi-aruki.sakura.ne.jp

環白神エコツーリズム推進協議会

弘前公園本丸、北の郭は
7:00〜21:00まで有料
※夜間特別照明あり

秋

■
「津軽まちあるき」
ホームページ

TEL：0173-72-２１１１

藤里町

TEL：0185-89-2179

藤里町

白神山地を源流とする赤石川には、アユ・サケ・イワナ・サク
ラマスなど多くの川魚が生息しています。特にアユは金アユと
して全国的に有名で、7月1日の解禁日になると多くの釣り客
で賑わいます。川沿いは、新緑、紅葉も楽しめます。

弘前城菊と紅葉まつり
10月下旬〜11月上旬

その土地に刻まれてきた歴史や文化、
そこに暮らす人々が行き交う商店街や
路地裏など、その街の普段を垣間見る
ことができる「津軽まちあるき」。それ
ぞれの“まち”を、個性豊かな地元ガイ
ドと一緒に歩くことで、きっとその旅の
思い出の深さは数倍にもなるはずで
す。コースの詳細・お申込みはホーム
ページからどうぞ。

白神山地に生息する動物の剥製、昆虫の標本、ブナや四季の写真パネ
ル、そして白神山地に深く関わって生きてきたマタギの様子を紹介しています。また、河川公園が隣接
しており、新緑・紅葉の季節には、赤・青・黄に彩られた鮮やかな景色が楽しめます。

自然観察館ハロー白神

鰺ヶ沢町政策推進課観光商工班

お問い合わせ先

能代市観光振興課

藤里町商工観光課

TEL：0173-72-７０００

能代市

赤石渓谷

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日なぬか日 土手町なぬか日コース10:00〜
（夜間運行なし）

エコツアー・体験プログラム

NCHI

春

弘前さくらまつり
４月２３日〜
５月５日

城下町弘前は、シンボルである弘前城
を囲むように数多くの神社や仏閣が建
てられており、現在の弘前のまちなみ
形成の礎となっています。

文明開化の波に乗り、独特の洋館
がつくられた弘前。とんがり屋根
の洋館や煉瓦造の教会など、ノス
タルジックな建物が残されていま
す。

鰺ヶ沢町観光案内所

八峰町

りんご

歴史の街を歩く－神社・仏閣

浪漫の街を歩く－洋館

お問い合わせ先

八峰町
お問い合わせ先

秋田県

日本一高い天然秋田杉がある﹁仁鮒水沢スギ希少個体群落保護林﹂
は︑
広さ約 ｈａ︑平均樹齢は 年︑約３千本の天然秋田杉があり︑
直径１ｍ︑高さ ｍ前後の巨木が林立しています︒
ＪＲ二ツ井駅から車で 分︑林内には木道が整備されています︒

World Natural Heritage Site

お山参詣（国指定重要無形民俗文化財）

お問い合わせ先

西目屋村

SHIRAKAMI-SANCHI

深浦町

弘前市

西目屋村

藤里町

弘前市

鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢町

弘前市

弘前市

白神山地オールマップ

秋田県

鰺ヶ沢町

西目屋村

青森県

深浦町

青森県

八森いさりび温泉
「ハタハタ館」
と
あきた白神体験センター

日本海が一望できる天然温泉
が自慢です。日本海に沈む夕陽
を眺めながらのんびりと癒しの
時間をお過ごしください。客室
は全室オーシャンビューで、
レスト
ラン、大広間、売店を完備してい
ます。
ハタハタ館に隣接する
「あきた白神体験センター」
は、様々な体験
活動をお手伝いします。宿泊棟もあり家族や団体でも利用できま
す。
どちらの施設もあきた白神駅から徒歩3分ほどです。

冬

時

4月
5月
6月

季

7月

8月

9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

イベント内容
素波里園地オープン
（藤里町）、弘前さくらまつり
（弘前市）
新緑「春の33湖」
めぐり
（深浦町）、弘前りんご花まつり
（弘前市）
藤里駒ヶ岳山開き
（藤里町）、二ツ森山開き
（八峰町）
白神山地ブナの森マラソン
（藤里町）

カヌージャパンカップ・白神カップ
（西目屋村）

屋外クラフト展C-POINT（鯵ヶ沢）、古都ひろさき花火の集い
（弘前市）

鰺ヶ沢トライアスロン大会（鰺ヶ沢町）、白神夏まつり
（西目屋村）
白神山地ビジターセンターふれあいデー
（西目屋村）

自然ふれあいスタンプラリー
（西目屋村）、星まつりinそうま
（弘前市）
港まつり能代の花火（能代市）

白瀑神社例大祭「みこしの滝浴び」
（八峰町）

能代七夕「天空の不夜城」
（能代市）、
あわびの里づくり祭り
（八峰町）
LIGHT UP NIPPON in AJIGASAWA（鯵ヶ沢）

あおもり深浦牛BBQまつり
（深浦町）、暗門祭（西目屋村）
藤琴豊作踊り
（藤里町）

鯵ヶ沢イカのカーテンまつり
（鯵ヶ沢）
白神はしぇるライダー(藤里町）

津軽深浦チャンチャンと深浦牛まつり
（深浦町）

紅葉「秋の33湖」
めぐり
（深浦町）、津軽の食と産業まつり
（弘前市）
弘前・白神アップルマラソン
（弘前市～西目屋村）

白神山地ビジターセンターふれあいデー
（西目屋村）

素波里紅葉まつり
（藤里町）、弘前城菊と紅葉まつり
（弘前市）
日本一の大イチョウライトアップ
「ビッグイエロー」
（深浦町）
銀線細工の小岳登山（藤里町）

白神山地ビジターセンタークリスマスフェスタ
（西目屋村）
スノートレッキングツアー
（藤里町）
グルメinふかうら
（深浦町）、弘前城雪燈籠まつり
（弘前市）

乳穂ヶ滝氷祭（西目屋村）、白神山地ケツジョリ世界選手権（藤里町）
滝ライトアップ＆白神雪あかり(藤里町）
白神山地雪山登山！田代岳（藤里町）

