
主催︓太宰プロモーション会議・青森県西北地域県民局　　　　　共催︓太宰ミュージアム運営委員会
事務局︓特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部　電話︓０１７３－５４－１６１６（津軽三味線会館内）

平成２９年１０月１３日（金）～２９日（日）
太宰ウィーク

年中どこかで何かが面白い。

どっぷり‶太宰„に浸かろう︕

太宰らうめん 根曲り竹増量 Week
内　容　太宰の好物若たけ汁を模したらうめん。
　　　　太宰ウィーク期間中根曲り竹を増量します。
価　格　７５０円
場　所　⓬太宰らうめんと郷土料理「はな」
期　間　平成２９年１０月１３日（金）～２９日（日）
時　間　お食事１１︓００～１７︓００
電　話　０１７３－５４－１１６０バナナ大好き太宰が食べたかも

バナナボート
内　容　地元で人気の大きなバナナボートです。
価　格　２２０円
場　所　⓮外崎菓子店
時　間　８︓００～１８︓００
　　　　（数量限定のためお問い合わせください）
電　話　０１７３－５２－２２４３

太宰治の好物
すじこ納豆と奴とうふ定食
内　容　津軽のすじこ納豆を金木産のごはん、奴と
　　　　うふ（湯豆腐といっしょにいただきます。
価　格　１，０００円
場　所　❸かなぎ元気村「かだるべぇ」内 茶房「鄙家」
期　間　平成２９年１０月１３日（金）～２９日（日）
時　間　10:00 ～ 17:00（16:00L.O 水曜定休日）
電　話　０１７３－５２－２８８２

ひなや

太宰餅・斜陽羹
内　容　餅の中にクルミを練りこんだ
　　　　柚餅子（ゆべし）です。生家斜陽館に
　　　　ちなんだ羊羹も人気です。
価　格　６個入８７４円（単品１０８円から）
場　所　⓰ふしみ菓子店
時　間　７︓００～１９︓００
電　話　０１７３－５３－３１０７

太宰昆布羊羹
内　容　太宰の故郷をイメージした昆布羊羹です。
価　格　１本７４０円
場　所　⓯しらはる菓子店
時　間　７︓００～１８︓３０
電　話　０１７３－５３－２５２２

若生昆布おにぎりと津鉄汁セット
内　容　太宰が食べた若生昆布おにぎりに
　　　　オリジナルの汁ものをセット
価　格　６５０円
文豪ストレイドッグス・石炭クッキー
内　容　ストーブ列車内だるまストーブ燃料の石炭
　　　　そっくりなクッキーが文豪ストレイドッグ
　　　　スとコラボしました。
価　格　１，０８０円
場　所　⓳コミュニティカフェでる・そーれ
時　間　１０︓００～１６︓００
電　話　０１７３－３４－３９７１
ＵＲＬ　www.delsole-aomori.jp/

太宰の好物を詰め込んだ
だざい弁当 （期間限定）
内　容　太宰治の妻・津島美知子「回想の太宰治」
　　　　の中に紹介された、太宰の好物をお弁当に
　　　　しました。
価　格　１，１００円
場　所　⓲津軽鉄道五所川原駅
期　間　平成２９年１０月１３日（金）～２９日（日）
申　込　2 個から。3 日前までに要予約
電　話　津軽鉄道０１７３－３４－２１４８
ＵＲＬ　tsutetsu.com/ekiben.html

食

特別展

進　　　行　石田　　悟　外ヶ浜太宰会会長
パネリスト　齋藤三千政　太宰治まなびの家館長　柳澤　良知　小泊の歴史を語る会会長
　　　　　　津島　克正　太宰治「思ひ出」の蔵　　白川　公視　太宰治疎開の家「旧津島家新座敷」主人　
　　　　　　木下　　巽　金木太宰会会長　　　　伊藤　一弘　太宰治記念館「斜陽館」館長
　　　　　　長谷川勝則　つがる野文庫の会理事

故郷で出会う、
　　　　　もう一つの太宰治物語
内　容　太宰一家が戦時中から疎開した津島家
　　　　新座敷では、２３作品を書き上げてい
　　　　ます。当主の白川さんのソフトな語り
　　　　口が人気です。
会　場　❷太宰治疎開の家「旧津島家新座敷」
時　間　９︓００～１７︓００　入館料　５００円
電　話　０１７３－５２－３０６３（臨時休館あり）

ガイド

伊藤忠吉記念図書館特別展
「紙上の太宰」

内容　「フィクションや論評に書かれた太宰」を
　　　テーマに展示。期間中毎日先着５名様に
　　　「斜陽館色紙」か「特製太宰治ポストカー
　　　ド」をプレゼント。太宰銅像で有名なコー
　　　ト（二重廻し）を着て撮影した写真をその
　　　場でカードにしてプレゼント。
会　場　❹伊藤忠吉記念図書館
期　間　平成２９年１０月１３日（金）～２９日（日）
時　間　９︓３０～１７︓００
休館日　１０月１９日（木）。期間中は月曜休館無し。
電　話　０１７３－５３－３０４９

津軽半島観光アテンダント推進協議会
「太宰列車 2017」運行

内　容　津軽鉄道の列車内で太宰治の作品を紹介
　　　　します。
場　所　津軽鉄道列車内
開催日　平成２９年９月１5 日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　～１１月３０日（木）
時　間　津軽五所川原駅発１０︓３０～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 日 4 往復（予定）
電　話　０１７３－２６－７５２０
ＵＲＬ　t-ate.com/

『太宰が生きた時代と金木町
　　　　～伊藤忠吉記念図書館』
期間　平成２９年１０月１３日（金）
　　　　　　　　　　　　　～１０月２９日（日）
内容　太宰が生きた時代からの金木町を紹介
場所　金木観光物産館マディニー
時間　９︓００～１８︓００
電話　０１７３－５４－１１５５
URL　www.madeny.jp

文豪ストレイドッグス × 青森・太宰ゆかりの地めぐり
等身大スタンディを太宰ゆかりの地に設置します。（１５カ所）
期　間　平成２９年１０月１３日（金）～２９日（日）
設置施設
　❶太宰治記念館「斜陽館」
　❷太宰治疎開の家「旧津島家新座敷」
　❸かなぎ元気村「かだるべぇ」（水曜休館）
　❹伊藤忠吉記念図書館 （10/19（木）休館）
　❺太宰治「思ひ出」の蔵
　❻太宰の宿　ふかうら文学館
　❼小説「津軽」の像記念館 （月曜火曜休館）
　❽龍飛岬観光案内所 （水曜休館）
　❾太宰治まなびの家
　❿赤い屋根の喫茶店「駅舎」（水曜定休）
　⓳でる・そ～れ
　⓲津軽鉄道津軽五所川原駅
　　津軽鉄道金木駅
　　津軽鉄道津軽中里駅
　⓭金木観光物産館「マディニー」

(C)2016 朝霧カフカ・春河 35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/
文豪ストレイドッグス製作委員会

太宰治
太宰治（描き下ろしバージョン）
中島敦
フランシス・F
芥川龍之介
坂口安吾
泉鏡花
中原中也
江戸川乱歩
ジョン・S
国木田独歩
織田作之助
宮沢賢治
谷崎潤一郎
ラヴクラフト

太宰治ゆかりの地ネットワークシンポジウム

開催日　平成２９年１０月２８日（土）１７︓００開演
主　催　青森県西北地域県民局地域連携部
問合せ　０１７３－３４－２１７５
料　金　無料
会　場　❶太宰治記念館「斜陽館」　
電　話　０１７３－５３－２０２０

太宰治ゆかりの施設等の代表が集まり、平成３１年の太宰生誕１１０年を見据えて、大いに太宰を語り合います。

　平成２８年度に五所川原市金木地区を博物館に見立てた「太宰ミュージアム」を舞台に、
太宰治をテーマとするショートムービー制作に係るシナリオを募集し、優秀作品を３作品選
定しています。今年７月から撮影を開始し、地域の皆様のご支援・ご協力により、３作品が
完成しました。平成３０年１月から１年間、太宰治記念館「斜陽館」で公開予定です。
　このたび先行して完成試写会を開催しますので、ぜひご覧ください。
開催日　平成２９年１０月２１日（土）１８︓００開演
会　場　津軽三味線会館多目的ホール
料　金　無料
電　話　０１７３－５４－１６１６

三輪晴香　奥田由美
長尾真紀子

キャスト
是川詩乃
脚本・監督

片山慎三
監督

船渡高
脚本

石田法嗣　木下瑠音
キャスト

浅川徳義
脚本・監督

『太宰治への伝言』『ニンゲン、シッカク』『斜陽のこころ』

ショートムービー完成試写会
～斜陽館と金木の町を舞台にした家族・絆の物語～
「太宰治への伝言」ショートムービー完成試写会

～斜陽館と金木の町を舞台にした家族・絆の物語～
「太宰治への伝言」

青森発
太宰の小説「津軽」の旅
行　程
　青森市内 9:30→太宰治「思ひ出」の蔵→
　津軽五所川原駅→津軽鉄道乗車→芦野公園駅→
　芦野公園散策・太宰治文学碑→
　斜陽館・旧津島家新座敷→青森市内 15:30

お好きな日を選べるプライベートタクシープラン
期　間　平成 29 年 10 月 13 日（金）～ 29 日（日）
料　金　小型タクシー（4 人乗り）6時間利用1台24,000円
　　　　（昼食代、鉄道運賃、入館料は含まれません。）
締　切　ご希望日の 3 日前まで
申込先　また旅くらぶ　０１７－７５２－６７０５
ＵＲＬ　matatabi-club.com
五所川原発
タクシーで巡る小説「津軽」の名シーン
①修ッちゃあ・幼年の思い出編 （所要 2 時間）
行　程　五所川原地区のゆかりの地→
　　　　津軽鉄道に沿って金木地区へ→
　　　　斜陽館など金木地区のゆかりの地→
　　　　芦野公園内文学碑など→五所川原着
②感動の再会・クライマックス編 （所要 4 時間）
行　程　五所川原駅→
　　　　津軽鉄道に沿って金木地区へ→
　　　　金木地区のゆかりの地→十三湖→
　　　　小泊地区の太宰治ゆかりの地→
　　　　五所川原着
申込・問合せ
　　　　五所川原交通株式会社
　　　　０１７３－３４－３２３２
ＵＲＬ　http://www.g-kt.com/　

タクシープラン
タクシー

うた

うた

太宰は鳥を自分でさばけたんだよ
青森シャモロック・斜陽の詩
価　格　青森シャモロック　燻製　３９０円～
　　　　斜陽の詩（大豆焼酎）１，６００円
場　所　⓱大豆焼酎と青森シャモロックの店　斜陽の詩
時　間　９︓００～１７︓００
電　話　０１７３－５２－３５７１　　



すくすくこどまり館

稲荷神社

木村菓子店隣
太宰治文学碑
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ517456176*43

診療所跡地
太宰治文学碑
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ517457219*27

ふれあい運動場
太宰治文学碑
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ517457112*05

龍神様
太宰治文学碑
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ517457177*04

小説「津軽」の像
記念館
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ51745726*68

折戸公園
太宰治文学碑
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ517396219*07

ライオン岩展望所
太宰治文学碑
ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ517395553*20
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太宰治「思ひ出」の蔵太宰治「思ひ出」の蔵
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