2017年 8月 観光施設休館日・催事案内
【青森市街】
施設名

★施設名をクリックすると各施設のホームページが見られるようになりました(一部施設除く）

休館日

開館時間

ねぶたホール/9:00～19:00
ねぶたの家
ワ・ラッセ
(☎017-752-1311)

（最終入館受付 閉館30分前）
8/9、10
（展示ねぶた入替
ショップ/9:00～19:30
の為全館休館）

レストラン/11:00～20:00

青森県観光物産館
アスパム
(☎017-735-5311)

八甲田丸
(☎017-735-8150)

1階 お土産コーナー/9:30～19:00
地場セレクト/9:00～19:00
2階 市町村ホール/9:00～19:00
無休
エネルギー館/9:00～18:00
〈エネルギー館の休館日 13階 展望台/9:00～19:00

8/28〉

無休

A-FACTORY
(☎017-752-1890)

無休

新鮮市場
(アウガ地下１階）
（☎017-718-0151）

8/23

青森魚菜センター
(のっけ丼)
(☎017-763-0085)

8/1、15、22、29

青森県立郷土館
(☎017-777-1585)

青森県立美術館
(☎017-783-3000)

8/14、28

三内丸山遺跡
縄文時遊館
(☎017-781-6078)

9:00～19:00
(最終入館 18:00)
※8/7のみ 9:00～17:00
（最終入館16:30）
ショッピング/9:00～20:00
(一部店舗異なります）
レストラン
1階/11:00～20:00(L.O19:30)
2階/11:00～21:00（L.O20:30）
※8/7のみ全館22:00まで営業

5:00～18:30
7:00～16:00
※8/13のみ 7:00～15:00

・8/1～8/27
常設展のみ休館 9:00～18:00
・8/28～H30/3/31 (最終入館受付 閉館30分前）
全館休館
無休

無休

催事等
・土日祝限定☆ねぶた囃子の生演奏＆ハネト体験ショー
（①11:00②13:00③15:00)
・平日限定☆おまつり体験(①11:10②13:10③15:10)
・青森ねぶた祭り/上映時間10分（ねぶたホール）
9時30分/10時/11時/12時/13時/14時/15時/16時/17時/18時
(※土日祝は、9時30分/10時/12時/14時/16時/17時/18時)
・紙貼り体験（①10時②14時）
・8/11～13、27 「ワ・ラッセ工房スペシャル」
（①10:30～12:00 ②13:30～15:00 ※有料）
・7/28～8/16 「もつけどじょっぱりの魂ッこ展」
・8/1～5 「ぶるーnebuta」
（①14:00～②17:00～ 8/1は16:00公演のみ ※有料）
・8/2～7、11～13 「ねぶたん・ハネトンとあそぼう！」（13:30～14:00）
・8/11～19 「ワ・ラッセ企画展」（※8/19は12:00まで）
・津軽三味線音色頒布会 1Fフォレステージ
（①11:30～ ②14:00～）
・8/6、20、27 「青森の民話を語る」

・8/1～7 「アスパム夏まつり」
・8/26～27 「あおもりフラワーフェスティバル2017」
（10:00～17:00 ※最終日は15:00まで）
※8/1～7 一部営業時間の変更有
詳細は別紙参照

(お店によって時間帯は異なります)

棟方志功記念館
(☎017-777-4567)

2017年 7月26日（8月10日更新）調査

・7/1～10/31 企画展「青函連絡船救難協同訓練写真展」
・7/15～8/23 『青森港「海の日」図画コンクール展覧会』
・8/27 「青函連絡船救難協同訓練講演会」（13:30～14:30）

・6/9～8/31 「BEER TERRACE 2017」(※時間要問合せ）
※8/1～8は除く

・8/4～16 「NURIEライブペイント」（11:00～18:00）
・8/23～29 「ほっかいどう×あおもりマルシェ」
※新鮮市場内「りんご箱」の定休日は8/23です。
但し、その他貸切りになる場合がありますので直接お問合せください。

※のっけ丼は、ご飯が無くなり次第終了いたします。
※のっけ丼のお持ち帰り、宅配はできません。
・7/8～8/27 特別展「神の手・ニッポン展」
※8/28～H30/3/31 全館休館（館内収蔵庫改修工事の為）

9:00～17:00

・6/20～9/24
夏の展示「自由な色彩・闊達な描写-倭画」

9:00～18:00
（最終入館受付17:30）

・7/8～9/10 常設展第Ⅱ期「コレクション展 2017-2」
・7/28～9/10 企画展「遥かなるルネサンス」

9:00～18:00
(最終入館受付 閉館30分前)

・3/11～9/3
企画展「遺跡北端部の発掘－第四十次調査最新情報展－」
・7/3～9/15 「平成29年度三内丸山遺跡発掘現場公開」
（平日9:00～12:00、13:00～17:00
※8/10、14、15はお休み。雨天中止の場合あり）
・8/11、12 「縄文夏祭り」

青森県近代文学館
(☎017-739-2575)

8/24

9:00～17:00

・6/2～11/29
エクステンド常設展示「太宰治と今官一」
・7/8～9/18 「葛西善蔵生誕130年特別展」
・8/27 「日曜午後の朗読会」（13:30～14:00）

青森市森林博物館
(☎017-766-7800)

8/7、14、21、28

9:00～17:00

・7/5～8/31 夏休みこども特別企画「ワクワク世界の昆虫展」
・8/1～9/20 「懐かしの木造校舎水彩画展」

あおもり北の
まほろば歴史館
（☎017-763-5519)

無休

9:00～17:00
作成：あおもり観光情報センター

【青森市街】

★施設名をクリックすると各施設のホームページが見られるようになりました(一部施設除く）

施設名

休館日

国際芸術センター青森
(☎017-764-5200)

無休

雪中行軍遭難資料館
(☎017-728-7063)

無休

9:00～18:00
(最終入館 17:30）

無休

9:00～17:00

無休

9:00～17:00

【
縄文の学び舎
小
小牧野館
牧
野 （☎017-757-8665）
遺
小牧野の森
跡
どんぐりの家
】

開館時間
ラウンジ/9:00～19:00
ギャラリー/10:00～18:00
（展覧会開催時のみ）

2017年7月26日（8月10日更新）調査

催事等
・7/25～9/10 2017年度アーティスト・イン・レジデンス
船井美佐展「楽園/境界～いつかいた場所～」
アルバーノ・アフォンソ「浮遊する影と光」

・7/15～8/20 企画展「心踊るあおもり展」
・8/11 「こまきのヴィレッジまつり」（10:00～15:00）

【浅虫地区】
施設名

休館日

道の駅
「ゆ～さ浅虫」
(☎017-737-5151)

無休

青森県営
浅虫水族館
(☎017-752-3377)

年中無休

開館時間

催事等

物販/9:00～21:00
ギャラリー/9:00～19:00
ゆ～さ市場/9:00～17:00
・8/1～8/30
レストラン/11:00～19:00（L.O18:30）
中野保壽写真展「湖畔の夜明け～小川原湖」
展望浴場/7:00～21:00
(最終受付20:30）
※8/1のみ浅虫花火大会のため
ギャラリー/9:00～14:30
ゆ～さ市場/9:00～21:00
☆毎週土・日曜日 「お買い得市」
レストラン/11:00～14:30(L.O14:00)
☆毎月２６日 「お風呂の日」
展望浴場/7:00～14:30
(最終受付14:00)
＜イルカパフォーマンス＞※8/1～13、8/17～27は土日祝タイム
平日①10:30～②12:00～③13:30～④15:00～
土日祝①10:00～②11:30～③13:00～④14:30～⑤16:00～
※8/14～16は、1日8回開催します。
9:00～17:00
（最終入館受付 閉館30分前） ＜海獣館のお食事タイム＞※8/1～13、8/17～27は土日祝タイム
平日①10:00～②11:30～③13:00～④14:30～
土日祝①10:30～②12:00～③13:30～④15:00～
※8/1～13 9:00～18:00
※8/14～16は、1日8回開催します。
8/14～16 8:30～18:00
※＜イルカのお食事タイム＞＜お魚のお食事タイム＞の時間は、
8/17～8/27 9:00～18:00
ホームページをご確認下さい。
（最終入館受付 閉館30分前）
・7/15～8月下旬 「スルメイカの群泳展示」
・7/14～8/20 「津軽錦とねぶた展示」
・8/5～10/1 県立郷土館特別パネル展「化石って何？③クジラ」
・毎週日曜日 「なるほど水族感劇場」（12:30～）

【浪岡地区】
施設名

休館日

開館時間

青森市中世の館
(☎0172-62-1020)

8/7、14、21、28

9:00～16:00

常田健
土蔵のアトリエ美術館
(☎0172-62-2442)

（開館日）
8/3～6
8/24～27

10:00～15:00

道の駅なみおか
「アップルヒル」
(☎0172-62-1170)

無休

青森市浪岡
交流センター
「あぴねす」
(☎0172-88-6363)

無休

催事等
・8/1～8/9
「ナミオカの芸術家たち展～キャンバスに熱き心を写す～」
・8/1～8/12 「昔のくらし～農具・民具展」
・8/12 「大相撲フェスティバル～元関脇若の里・相撲人生を語る～」
(10:00～16:00 ※有料）
・8/20 「サマーコンサート」（13:30～15:00）
・8/26、27 「ナミオカ名画座2017」
※開館日以外の日にちでも出来るだけ対応いたしておりますが、
ご希望に添えないこともございますので、出来るだけ開館日に
お越しいただきますようお願いいたします。

農産物直売所/8:00～18:00
おみやげコーナー/9:00～19:00
レストラン/9:30～L.O 18:30

9:00～19:00

・7/21～8/24 「真夏の雪体験！」（10:00～16:00）
・7/22～8/20 「鉄道模型ジオラマ展」
（10:00～17:00 ※8/5は16時まで。 8/13はお休み）
・8/10～20 「東日本大震災 写真展」（8/20は17時まで）
・8/11 「あぴフェス開催！」（屋外9:00～13:00、屋内13:15～16:00）
☆あぴねすレンタサイクル（4/16～）
・9:00～17:00 無料（身分証明書が必要）

※イベント情報は一部抜粋しております。詳しい情報については各施設のHPをご覧になるか、
直接各施設へお問い合わせ下さい。施設の都合により、内容が変更される場合もございます。
作成：あおもり観光情報センター

