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〜今年の春は桜だけじゃない〜

〜春はやっぱりお花見！〜
４／２７日(金)〜５／７(日)

５／４(木)･５(金)

今年の桜は平年より遅めの開花予想となってお
り、ゴールデンウィーク中お花見が楽しめそうで
す。会場では電飾入りのボンボリを設置し、祭り
の雰囲気を盛り上げます。

今年のゴールデンウィークは、新町商店街・昭和通り商店
街で新しいイベントが登場します。ねぶた＆よさこいのコ
ラボレーション!!新しいお祭りの誕生です。

合浦公園
ボンボリ点灯４／２５〜５／７ 18:00〜23:00 迄
○４／２７ 9:00〜 開会式
野木和公園
ボンボリ点灯４／２７〜５／５ 18:00〜21:00 迄

問い合わせ先
実行委員会事務局（市観光課内 TEL.017‑761‑4467）
まつり期間中は、
青森春まつり案内所（TEL.017‑744‑0186）へ

５月４日(木)
《新町通り会場》○パレード(自衛隊マーチングバンド・
ねぶた・よさこい)…12:00〜12:40
○大型ねぶた・よさこい演舞
…12:40〜16:00
《昭和通り会場》○よさこい演舞…17:00〜21:00
５月５日(金)
《新町通り会場》○大型ねぶた・よさこい演舞
…17:00〜21:00
《昭和通り会場》○よさこい演舞…17:00〜21:00
問い合わせ先
実行委員会(新町商店街振興組合内 TEL.017‑775‑4134)
青森商工会議所まちづくり対策課(TEL.017‑734‑1311)

青森の特産品があたる！

期間中、八甲田山中の温泉に入浴すると、２回目・
３回目の日帰り入浴が１００円割引（子どもは５０円
割引）になる「湯めぐり天国パスポート」がもらえま
す。各温泉でスタンプが１つ押されます。
３ヶ所分のスタンプを集めて応募すると、抽選で
「ペア温泉宿泊券」
「青森の特産品」が当たります。
※パスポートは各温泉のフロントに用意しております。

団体観覧席(１０名様以上)二次募集<予約> 4/18 現在
○予約可能……８／２．６．７(昼のみ、昼＆夜セット)
△残りわずか…８／３
×満席…………８／４．５
‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

※一次募集（買取り）は終了しました。
※個人観覧席(９様以下)は７／３より発売予定です。

【期間：２００６年３月２９日〜５月３１日】

対象となる温泉は…
①ホテルヴィラシティ雲谷 ②ホテルフジサ
ワ八甲田 ③ホテル城ヶ倉 ④酸ヶ湯温泉
⑤猿倉温泉(４月下旬より営業) ⑥谷地温泉
⑦蔦温泉 ⑧八甲田温泉「遊仙」

ねぶたの写真がついている名刺台紙を新しく製作
しました。
（表面が白無地・裏面がねぶた写真）
県内外の方々へねぶた祭のＰＲ、青森のＰＲに是非
ご活用ください。
１箱(100 枚入)
1,000 円(税込)
限定１００箱

コンベンション誘致のための懇談会を開催

会員
限定
当協会ホームページ『あおもり案内名人』は月間トップ
ページビュー数２０，０００件。トップページに設けてい
る『お特情報』の紹介は、当協会会員だけが無料で投稿す
ることができます。
貴社のセール情報等といったイベント情報を、ホームペ
ージから入力し簡単に掲載することができますので、ぜひ
ご利用ください。
※入力するためのパスワードを発行しておりますので
詳細については、事務局までお問い合わせください。
『あおもり案内名人』http://www.atca.info/

青森県内の大学・学校関係、農林・漁業団体、
経済団体に呼びかけ、４月２８日(金)にホテル
青森にて「大会・会議等コンベンション誘致懇
談会」を開催いたします。２０１０年度の新幹
線新青森駅開業を控え、より多くのコンベンシ
ョン開催を目指し、理解が広がることを目的と
しています。

通常総会を５月２４日(水)に開催
平成１７年度事業報告ならびに収支決算のご
報告をいたします。ご案内は後日お送りいたし
ますので、是非ご出席ください。
５／２４(水)午後３時３０分〜 ホテル青森

〜青森の魅力を大いにＰＲ〜
３月２９日〜３１日まで青森市を取材していただくため、台湾ランド社・雑誌
社４名と東京の新聞社・雑誌社６名をお招きしました。
プレスの方々には、青森県立美術館・三内丸山遺跡・八甲田ロープウェーなど
を取材していただきました。
特に今年７月にオープンする県立美術館は、美しい
外観・内装に「すばらしい」とプレスの方々も感嘆の
声を上げていました。
また、春の幕開けイベント『八甲田ウォーク』の体
験では、雪の壁の高さと春の吹雪の寒さに驚き、感動
していました。
青森市の宿泊・観光施設の皆様との懇談も開催し、
プレスの方々と交流を深めていただきました。
効果的な情報発信の場として、これからも継続的に
プレスの方をお招きし、青森のＰＲに努めて参ります。

３月２９日・３０日・３１日の３日間にわたり開催しました「第１６回八甲田ウォー
ク」は、あいにくの悪天候の中でしたが、総勢８４１名のご参加をいただきました。
県外の参加者は、北は北海道から南は沖縄まで１９６名で、そびえ立つ雪壁の高さに
驚いていた様子でした。
今度とも、青森の春・観光の幕開けを県内外に広く宣伝して参りたいと考えておりま
すので、より一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

来年の八甲田ウォークは 平成１９年３月２９日(木)・３０日(金)・３１日(土)開催

大型外国クルーズ客船「スタテンダム」が、５月７日(日)午前７時に青森港新中央
埠頭に寄港します。
（出向は同日午後４時）
※当日、新中央埠頭は国際テロの阻止を目的としたソーラス条約により関係者以外
は立ち入り禁止となります。
■スタテンダムは、乗船客数１，４００名、全長２２０ｍの大型客船です。

５月コンベンションカレンダー
開催日

大会名

5/10

2006年度 ＪＴＢ旅連東北支部連合会通常総会

13：30〜

時間

5/11

東北表具内装組合連合会青森大会

13：00〜

5/20

全国特定郵便局長会 役員会・懇親会

5/21

全国特定郵便局長会 通常総会

5/26

全国自治体労働組合連合会

10：00〜

100 ホテル青森

東北町役場

5/30

平成18年度 青森市ごみ問題対策市民会議

14：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

青森市ごみ問題対策市民会議

6/5

青森県食生活改善推進員連絡協議会総会

10：30〜

1,000 ぱ・る・るプラザ青森

青森県食生活改善推進員連絡協議会

6/8

平成18年度 全国治水大会青森大会

13：00〜

1,000 ぱ・る・るプラザ青森

6/10

(社)青森県看護協会 通常総会・職能集会

10：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

6/18

第25回東北パイプスモーキング選手権大会

11：00〜

100 ラ・プラス青い森

青森パイプスモーカーズクラブ

6/21

全国管工事業協同組合連合会第46回通常総会全国大会

14：00〜

800 ホテル青森

青森県管工事業協同組合連合会

9：00〜

会場

参加人数

主催

230 ホテル青森

ＪＴＢ旅連東北支部連合会

120 浅虫 海扇閣

青森県表具内装組合連合会

2,500 ホテル青森・青い森アリーナ
6,300 青い森アリーナ

東北地方特定郵便局長会

全国治水期成同盟会連合会
(社)青森県看護協会

５月イベント情報
開催日

イベント名

3/28〜6/25 春の展示「自然の表現−森羅万象−」

5/2

第52回県下高等学校応援団幹部講習会

時間
9：30〜
10：30〜

5/3・4

八甲田丸船内フリーマーケット

5/3〜7

道の駅「ゆ〜さ浅虫」6周年祭

10：00〜

アウガ将棋大会

10：00〜

5/5

参加人数

会場

- 棟方志功記念館
450 青森市民文化ホール

9：00〜

主催
棟方志功記念館
青森県高体連応援団部

- 八甲田丸船内多目的ホール みちのくリサイクル運動市民の会
- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

道の駅「ゆ〜さ浅虫」

150 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森駅前再開発ビル㈱

5/7

大型客船「スタテンダム」歓迎フリーマーケット

9：00〜

- 聖徳公園内特設会場

5/7

全国吟詠コンクール青森県大会

12：30〜

150 青森市民文化ホール

青森県吟剣詩舞道総連盟

5/13

第16回ＮＰＯ法人東北青少年音楽コンクール青
森地区予選会

10：00〜

260 青森市民文化ホール

ＮＰＯ法人東北青少年音楽コ
ンクール委員会

5/13

映像の日 −映画を無料で鑑賞「ピクニック」「草迷宮」

14：00〜

5/14

フリーマーケットｉｎ青い森セントラルパーク

10：00〜

5/14

おかあさんコーラス春のフェスティバル

11：30〜

500 青森市民文化ホール

青森県おかあさん合唱連盟事務局

5/14

茶道文化講演会

13：30〜

400 ぱ・る・るプラザ青森

表千家同門会青森県支部

5/20

琴名流青森琴青会 第18回大正琴発表会

13：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

5/21

八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット

10：00〜

5/23

木村流全日本大正琴青森支部演奏会

13：30〜

5/25

首都圏就職フェアｉｎ青森

11：00〜

5/26

日経就職フォーラム 青森会場

13：00〜

5/27

スプリングコンサート

14：00〜

6/10

映像の日 −映画を無料で鑑賞「カラビニエ」

14：00〜

6/15

多世代交流事業 芸能大会

11：00〜

6/27

マエダファミリーコンサート シュトス弦楽四重奏ｗｉｔｈピアノ

18：30〜

40 国際芸術センター青森
- 青い森セントラルパーク

- 八甲田丸前電車ひろば
200 ぱ・る・るプラザ青森

みちのくリサイクル運動市民の会

国際芸術センター青森
みちのくリサイクル運動市民の会

青森琴青会
みちのくリサイクル運動市民の会
木村流全日本大正琴指導者協会

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール ㈱アイデムコーポレーション
- アウガ５階ＡＶ多機能ホール ㈱ディスコ東北支社
300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール ラブリーミュージックスタジオ
40 国際芸術センター青森
560 青森市民文化ホール
未定

ぱ・る・るプラザ青森

国際芸術センター青森
青森市老人クラブ連合会
㈱マエダ

■平成１８年４月２１日現在の情報です。都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願い致します。

営業時間のお知らせ
◆青森観光コンベンション協会 【月〜金】午前８時３０分〜午後５時３０分（休業日…土日祝・年末年始）
◆青森市観光案内所（TEL.017‑723‑4670）
午前８時３０分〜午後５時３０分（休業日…年末年始）

