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◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1
　　　　　  青森港旅客船ターミナルビル 2F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

仮装パレードやダンスバトル、仮装コンテストなどの楽しいステージイベントのほか、

カボチャマンジャンケンウォーク＆スタンプラリーも開催。

日時：10 月 5 日（土）11：00 ～ 16：00　※交通規制あり

場所：新町通り　　問合：新町商店街振興組合　Tel. 017-775-4134

よさこい、三味線演奏のステージイベントや

乗馬体験会、振る舞い鍋など、子どもから大

人までご家族で楽しめるイベントが盛りだく

さん。

日時：10 月 13 日（日）～ 14 日（月・祝）

　　　9：00 ～ 17：00（14 日は～ 16：00）

場所：合浦公園

問合：管理事務所　Tel. 017-741-6634

専用チケットを前売（3,500 円）・当日

（4,000 円）で購入すると、5 店舗の「バルメ

ニュー」を味わえます。前売券は市内プレイガ

イドで販売中。

日時：10 月 24 日（木）～ 25 日（金）

　　　14：00 ～ 24：00

場所：青森市中心商店街エリア

問合：青森商工会議所　Tel. 017-734-1311

マグロ解体ショー・販売会やご当地グルメ販

売、青森ゆるキャラ応援隊大集合などステー

ジアトラクションもあります。

日時：１１月９日（土）～１０日（日）

場所：青森産業会館

問合：同実行委員会　Tel. 017-777-4616

農産物の販売、東青地域および道南の物産展。

日時：11 月 22 日（金）～ 24 日（日）

　　　10：00 ～ 16：00（24 日は～ 15：00）

会場：青森産業会館

問合：同実行委員会　Tel. 017-739-1811

あおもり秋のイベント情報
あおもり　　秋感動プロジェクト

★しんまちフェスタ～青い森のハロウィン～

★青森秋まつり ★あおもりバル街VOL.2

★ぜ～んぶあおもり大農林水産祭 ★津軽海峡ブランド博

ワ ・ ラッセ西の広場を会場に、 ゆるキャラ大運動会を開催します！

五所川原市やつがる市、 鰺ヶ沢町など、 青森県内各地のゆるキャラが地元の代表選手として

かけっこやだるまさんが転んだ、 色別対抗リレーで競い合います！！

ゆるキャラ秋の大運動会

13 142013.10/ 日 月祝

①かけっこ　　　　　　10：10 ～ 10：30
②だるまさんが転んだ　12：00 ～ 12：20
③色別対抗リレー　　　14：00 ～ 14：20

■開催日時■

青森市からはねぶたんとハネトンが出場！

温かいご声援をお待ちしています！！青
森
市
代
表

・

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ　青森市安方 1-1-1　TEL.017-752-1311　FAX.017-752-1311　http://wwww.nebuta.jp/warasse/



★青森市観光案内所ブログ
　http://aomori-city-guide.at.webry.info/
★あおもり街てくブログ
　http://ao-machiteku.at.webry.info/
★ねぶたの家ワ ・ ラッセブログ
　http://blog.goo.ne.jp/warasse

イベント情報

コンベンションカレンダー

■平成２５年９月２４日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、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。

★青森観光コンベンション協会 Facebook
　https://www.facebook.com/atcainfo
★青森ねぶた祭 Official Facebook
　https://www.facebook.com/aomorinebuta

酸ヶ湯～田代高原シャトルバス

あおもり紅葉見頃情報あおもり紅葉見頃情報

運行ルート　　停留所　　　ＪＲバス湖号
　八甲田の交通の利便性の向上をはかり、より多くの方々にお
越しいただくため、昨年度に引き続き青森駅を起終点として、
八甲田地区を周遊するシャトルバスが運行されます。
　運行期間中は、「秋の八甲田祭り２０１３」として様々なイ
ベントが開催されますので、ぜひご利用ください。

10月 20日(日)まで

運行期間

　日時／①10 月 5 日（土）～ 6 日（日）

　　　　②10 月 12 日（土）～ 14 日（月・祝）

　　　　10：00 ～ 16：00

　場所／モヤヒルズ　TEL. 017-764-1110

　モヤヒルズで収穫された「雲谷そば」を使用して

　のそば打ち体験や石臼体験、そば関連商品の販売。

　日時／ 10 月 12 日（土）～ 14 日（月・祝）

　場所／酸ヶ湯温泉　TEL. 017-738-6400

　駐車場にテントを設置し、新鮮な野菜、果物、

　生姜味噌おでんなどを販売します。

■雲谷新そばまつり ■酸ヶ湯物産テント市

チケット
販 売 所

青森市観光交流情報センター
TEL. 017-723-4670

お問合せ
八甲田振興協議会事務局（市観光課内）
TEL. 017-734-5153

※青森駅始発バス当日券はＪＲバス案内所
　（センター内）でお買い求めください。

◆八甲田山◇山頂…１０月上旬◇中腹…１０月中旬◇山麓…１０月下旬
◆田代湿原…１０月上旬～中旬◆酸ヶ湯温泉…１０月上旬◆睡蓮沼…１０月上旬
◆城ヶ倉大橋…１０月中旬◆十和田湖…１０月２０日～下旬
◆奥入瀬渓流…１０月２８日頃◆弘前城…１１月上旬◆中野もみじ山…１０月下旬

～シャトルバスで行こう～

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/3 第30回法人会全国大会 14:00 2,000 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森、ﾎﾃﾙ青森 青森県法人会連合会

10/4 平成25年度地方消費者グループフォーラム東北ブロック 10:00 200 青森グランドホテル 青森県消費者協会

10/11・12 第30回日本心電学会学術大会 8:45 1,200 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森、ﾎﾃﾙ青森 日本心電学会

10/18 8:45

10/19・20 8:00

10/18～20 日本放射線影響学会　第56回大会 未定 500 ホテルクラウンパレス青森 弘前大学大学院保健学研究科

11/14 平成25年度第62回東北地区算数・数学教育研究（青森）大会 14:00 - ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森 実行委員会

日本放射線腫瘍学会　第26回学術大会 2,000 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森、ﾎﾃﾙ青森
弘前大学大学院
医学研究科放射線科学講座

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/6 フリーマーケットin青森シニアフェスティバル 12:00 - 県民福祉プラザ みちのくリサイクル運動市民の会

10/13 八甲田丸フリーマーケット2013 9:00 - 八甲田丸 みちのくリサイクル運動市民の会

10/16 傾聴のススメ2013 18:30 - 男女共同参画プラザカダール 男女共同参画プラザカダール

10/20 フリーマーケットinイオンタウン青森浜田 9:30 - イオンタウン青森浜田 みちのくリサイクル運動市民の会

10/26 初の女性ねぶた師　北村麻子～トークと映像でおくる挑戦の軌跡～ 13:30 - 男女共同参画プラザカダール 男女共同参画プラザカダール

11/3 フリーマーケットin青森コロナワールド 11:00 - 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

・弘前城　　　　10/18 ～ 11 月中旬　日没～ 21 時まで
・中野もみじ山　10/13 ～ 11/10　　17 時～ 21 時まで（予定）

ライトアップ
情 報

※その他のイベントについては、
　　ＨＰ「あおもり案内名人」 をご覧ください。


