
　⽇本気象協会の予想によると、今年の桜は昨年より8⽇遅
い4月26⽇が開花予想⽇、5月1⽇が満開の予想となってい
ます。ゴールデンウィークと⾒ごろがちょうど重なり、⼤勢の⼈で
賑わいそうです。

青森春まつり
４月２４日(土)～５月５日(水・祝)

　　　　　　　　　◆◇◆お問い合せ◆◇◆
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技の極み、頂点に―
今年も全国の津軽三味線奏者が腕を競う「第4回津軽三味
線⽇本一決定戦」（主催：津軽三味線⽇本一決定戦実
⾏委員会ほか）が開催されます。

津軽三味線日本一決定戦
り ５月２日(日)・５月３日(月・祝)

■⽇時　5月2⽇・3⽇　9:30開場／9:45開演
■場所　⻘森市⽂化会館
※⼊場無料
   整理券が必要です。お一⼈様につき、各⽇2枚まで。

　　 【問合せ先】 実⾏委員会事務局 TEL.017-722-3131

AOMORIAOMORIAOMORIAOMORI春フェスティバル
５月４日(火)・５月５日(水・祝)

　春の恒例イベント「AOMORI春フェスティバル」は、今年も「ね
ぶた」と「よさこい」を中心に、ダンス、ファッションショー・ライブ、地
産地消食堂、自衛隊コーナー、アマチュアコンサートが開催され
ます。
■新町会場
（4⽇ 17:00〜19:45／5⽇ 13:00〜18:45）
　パレード、⼤型ねぶた運⾏、よさこい演舞、ベリーダンス、
　地産地消食堂、自衛隊コーナー、フィナーレ総踊り　等
■昭和会場
（4⽇ 17:30〜19:00／5⽇ 13:30〜18:00）
　よさこい演舞、ダンス、ファッションショー、担ぎねぶた・子供
　ねぶた運⾏、常⽥健パネル展　等
■⻘森駅前公園（5⽇ 10:00〜12:20）よさこい演舞
■柳町会場（5⽇ 12:00〜16:00）アマチュアコンサート
■パサージュ広場（5⽇ 10:00〜18:00）新幹線広場

　　詳細はHPをご覧ください。http://www.harufes.com/
 　【問合せ先】実⾏委員会事務局（⻘森商⼯会議所）
 　　 　　　　　 TEL.017-734-1311

今年今年今年今年はははは
ベリーダンスベリーダンスベリーダンスベリーダンス！！！！

　ねぶた祭の正装ハネト参加を呼びかける健全化うちわを制作します。表⾯のデザインは平成21年度ねぶた⼤賞か、⻘森の
夏まつり、またはフリーデザインの3パターンからお選びいただけます。
裏⾯には、御社名などが⼊る広告スペースと、ハネト正装参加の呼びかけを
掲載しています。

■広告スペース　サイズ:W135㎜×H50㎜以内／刷り色:1色またはカラー
■お申し込み　　H22.6月4⽇(⾦)まで　※表⾯のフリーデザインは6月2⽇(水)迄
詳細は、HPをご覧ください。http://www.nebuta.jp

料⾦表
協賛スペース
１色印刷

協賛スペース
カラー印刷

200本 23,600円（@118） 24,800円（@124）
300本 32,400円（@108） 34,200円（@114）
400本 40,800円（@102） 43,200円（@108）
500本 49,000円（@098） 52,000円（@104）

1,000本 92,000円（@092） 98,000円（@098）

■合浦公園
　ボンボリ点灯：4月23⽇〜5月5⽇
　　　　　　　    　露店は4月24⽇〜5月5⽇
　⾏事イベント：棒パンコーナー、ちびっ子茶会、⽊⼯教室、
                    おもちゃ造り、凧揚げ、雪室りんご販売　等
■野⽊和公園
　ボンボリ点灯：4月24⽇〜5月5⽇
　⾏事イベント：4月25⽇〜5月5⽇ 各種ステージイベント

　　【問合せ先】
  　・⻘森春秋まつり実⾏委員会事務局（⻘森市観光課）
  　　TEL.017-761-4467
  　・合浦公園まつり案内所 TEL.017-743-6520

　４月２１日から１０名様以上の団体観覧席の申込受
付が始まりました。
　１０名様以下の個人観覧席については、７月上旬か１０名様以下の個人観覧席については、７月上旬か１０名様以下の個人観覧席については、７月上旬か１０名様以下の個人観覧席については、７月上旬か
ら販売予定ら販売予定ら販売予定ら販売予定です。どうぞご利用ください。

　飲食店マップへの広告協賛社を募集します

当協会会員の飲食店を紹介した「めぇ店ナビs-map」に
広告協賛いただける方を募集しています。ご希望の方は、
事務局までご一報ください。

－ ８月２日～７日までの観覧席を販売 －



　去る3月29⽇・30⽇・31⽇の3⽇間にわたり開催しました
「第20回⼋甲⽥ウォーク」は、無事成功裡に終了することが
できました。
　今回は総勢899名のご参加をいただき、雪の回廊の高さは
約5.7ｍと例年より低かったものの、3⽇目は快晴に恵まれ
参加者は気持ち良さそうにウォークを楽しんでいました。
　今後とも、⻘森の春・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。

(社)青森観光(社)青森観光(社)青森観光(社)青森観光コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション協会協会協会協会

通常総会開催通常総会開催通常総会開催通常総会開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ
　平成２１年度の事業報告ならびに収支決算のご報告を
いたします。会員のみなさまには、追ってご案内申し上げ
ますので、ご出席くださいますようお願いいたします。
　◆日時　平成２２年５月２６日（水）午後４時～
　◆場所　アラスカ　（青森市新町1-11-22）

　経済産業省の補助期間終了後、⻘森⿂菜センターでは、
4月から自主運営にて「のっけ丼」を継続実施しております。
お客さまを迎えるための改装⼯事をしておりますが、通常通り
営業しておりますので、引き続きご利⽤ください。
 ◆⿂菜センター定休⽇:⽕曜⽇　◆のっけ丼の時間:7時〜17時

～８９９名が雪の回廊を体験～

２０１１年も３月２９日・３０日・３１日に開催！

青森魚菜センターで青森魚菜センターで青森魚菜センターで青森魚菜センターで
継続実施中！継続実施中！継続実施中！継続実施中！

■平成22年4月19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。

開催日 大会名 時間 参 加人数 会場 主催・問い合わせ

5/12 平成22年度　東北国道協議会 通常総会 11：00～ 130 ホテル青森 青森市道路建設課

5/13 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部 定期総会 13：30～ 120 ホテル青森 青 森市 選挙 管理 委員 会事 務局

5/18 青森県養護教員会総会並びに研修会 10：00～ - ア ウガ５ 階ＡＶ多機 能ホール 青森県養護教員会

5/19 全国宣伝販売促進会議 13：30～ 700 ホテル青森 (社)青森県観光 連盟

6/1 青森県食生活改善推進員連絡協議会総会 10：30～ 1,000 青森市文化会館 青森県食生活改善推進員連絡協議会

6/15 生協コープあおもり第18回通常総代会 10：30～ - 青森市民ホール 生 活協同組合 コープあおもり

6/19 平成22年度社団法人青森県看護協会通常 総会及び職能集会 10：00～ - 青森市民ホール 社団法人青森県看護協会

開催日 イベント名 時間 参 加人数 会場 主催・問い合わせ

3/25～ 6/27 春のコレクション展　花を描く / 没後20年 工藤 哲巳：前衛芸術家の魂 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

4/10～ 6/13 古代ローマ帝国の遺産 －栄光 の都ローマと悲劇の街ポンペイ 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

4/17～ 5/30 企画展「白木茂生 誕100年展」 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

4/24～5/5 青森春まつり 9：00～ - 合浦公園・野木和公園 市経済部観光課

5/1～30 アコール　階段ギャラリー「幸せパッ チワークキルト～ひまわりがいっぱい～」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

5/2 全国吟詠コンクール青森県大会 10：30～ - ア ウガ５ 階ＡＶ多機 能ホール 青森県吟剣詩舞道総連盟

5/2・3 第4回津軽三味線 日本一決定戦 10：00～ 各2,000 青森市文化会館 津軽三味線日本一決定戦実行委員会

5/2～4 中世の舘　ふれあいジャンボリー 9：00～ - 中世の舘 中世の舘

5/2～5 2010春の山菜＆そばまつり　ｉｎ　モヤヒルズ 10：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

5/4 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八 甲田丸前電 車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

5/4 17：00～ - 新町通り・昭 和通り

5/5 10：00～ - 新町通 り・昭和通り ・青森 駅前公園 他

5/7～11 平成22年度　第1回青森市所蔵作品展 10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

5/13 第14回活彩あおもり小松物産2010 10:00～ 1,000 青森産業会館 小松物産㈱

5/16 青森県おかあさんコーラス「春の フェスティバル」 13：00～ - 青森市民ホール 青森県おかあさん合唱連盟

5/17 映像の日　－映画を無料で鑑賞「 地下室のメロディー 」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

5/21 青森中 央短 期大 学創 立40周年記 念特 別公 開講 座　渡辺 源四 郎商 店「修 学旅 行」 18：30～ - 青森市民ホール 青森中央短期大学

5/21～23 第40回世界児童画展　青森県 展 10：00～ - 青森市民美術展示館 財団法人　美育文化協会

5/21～23 全日本写真連盟青森支部写真展 10：00～ - 青森市民美術展示館 全日本写真連盟青森支部

5/22 キッズルームおはなし会（5月） 14：00～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

5/23 NPO法人「音楽ネット青森」第48回コンサート　クリステーナ・ワレフスカ　チ ェロ演奏会 14：00～ - 青森市民ホール
NPO法人音楽ネット青森・
サンネッ ト青森

5/26 第2回アコール学園「サクサク出来るパッチワーク」～ログキャビンでなべしき～ 10：00～ 15 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

5/27 第3回アコール学園「ひっかかりません！悪質商法」（ゆかいな寸劇つき） 13：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

6/2～29 階段ギャラリー　「四季を楽 しむ折り紙」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

6/4～6 第29回日本教育書道会全国学生展 10：00～ - 青森市民美術展示館 日本教育書道会

6/8・22 アコール サークル体験講座　和紙 で作 る「俵型ポーチ」 9：30～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

6/10・17・24 アコール サークル体験講座　「茶道入門　イ ロハのイ」 10：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

第5回AOMORI春フェスティバル 青森春フェスティバル実行委員会


