
観光コンベンションニュース

April 2015
平成27年4月号

観光コンベンションニュース

ATCA NEWS vol.166
Aomori Tourism & Convention Association

◆◇◆ 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

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ
TEL.017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

８月２日（日）～８月７日（金）まで開催される青森ねぶた祭の団体観覧席を販売いたします。
詳細につきましては、同封の要項をご覧いただき、ご不明な点がございましたらお問合せください。

■受付期間　　①一次募集【買取】…申込人数が確定している団体向け

　　　　　　　　4 月 7 日（火）～ 4 月 13 日（月）

　　　　　　　②二次募集【予約】…申込人数が変更になる場合がある団体向け

　　　　　　　　4 月 16 日（木）～完売まで

■申込人数　　10 名以上

■販売内容　　一次募集、二次募集ともに次の観覧席を販売します。

　　　　　　　○8 月 2 日（日）～ 6 日（木）ねぶた観覧席

　　　　　　　　料金：お一人様 2,600 円（税込・パンフレット付）

　　　　　　　○8 月 7 日（金）昼ねぶた観覧席

　　　　　　　　料金：お一人様 2,600 円（税込・パンフレット付）

　　　　　　　○８月 7 日（金）昼ねぶた＆花火大会・ねぶた海上運行セット券

　　　　　　　　料金：お一人様 6,600 円（税込・パンフレット付）

青森ねぶた祭 団体観覧席 ４/７ （火） から販売開始

４月１０日から２８日までの間、青森空港を発着する
台湾チャーター便が１６便運航されます。１６便のう
ち２便は、台湾・函館間の定期便と青森空港のチャー
ター便との組み合わせとなり、ツアー客が青森県と道
南を周遊します。

小学生以上を対象とした初心者向けの囃子教室を開催。
全２回の教室で楽しくお囃子を覚えられます。

ねぶた囃子体験教室

３月１０日（火）に開催いたしました理事会において、平
成２７年度事業計画ならびに収支予算が承認されました。
詳細につきましては、６月１６日（火）開催の定時総会で
ご説明いたします。
資料を同封いたしましたので、ご質問等ございましたらご
連絡くださいますようお願いいたします。

定時総会　日時　6 月 16 日（火）16：00
　　　　　会場　青森国際ホテル 3 階「萬葉の間」
　　　　　　　　※追ってご案内申し上げます

青森観光コンベンション協会　TEL. 017-723-7211　青森ねぶた祭オフィシャルサイト http://www.nebuta.jp/

１～９枚までお
買い求めいただ
ける個人観覧席
は、６月下旬発
売予定です。
詳細は、６月中
旬以降にオフィ
シャルサイトを
ご覧ください。

◎台湾チャーター便が昨年比倍増

◎クルーズ客船１８隻が寄港

今年度は１８隻のクルーズ客船の青森寄港が予定され
ており、４月２６日に１隻目となる「クリスタル・シ
ンフォニー」が新中央埠頭に寄港します。 専務理事兼ねぶたの家ワ・ラッセ館長　　　櫻　田　　　稔

（専務理事）

ねぶたの家ワ・ラッセ副館長兼総務部長　　瓜　田　尚　毅
（青森銀行から出向）

青森市観光交流情報センター長　　　　　　工　藤　正　之
兼あおもり観光情報センター長
（ねぶたの家ワ・ラッセ施設事業部長）

ねぶたの家ワ・ラッセ施設事業部長　　　　高　坂　麻　子
（総務部総務課長
兼青森市観光交流情報センター長
兼あおもり観光情報センター長）

企画事業部企画事業課長　　　　　　　　　関　　　一　生
（企画事業部企画事業課係長）

総務部総務課長　　　　　　　　　　　　　成　田　かおり
（総務部総務課係長）

企画事業部企画事業課係長　　　　　　　　油　布　幸　大
（企画事業部企画事業課主査）

企画事業部企画事業課主事　　　　　　　　小山内　由　衣
（企画事業部企画事業課嘱託職員）

任期満了
ねぶたの家ワ・ラッセ館長　　　　　　　　黒　滝　久　可
ねぶたの家ワ・ラッセ総務部長　　　　　　平　山　　　晋

●日時　４月～７月　各月第２、第３水曜日
　　　　１９：００～２１：００
●定員　各月各パート２０名
　　　　（笛、太鼓、手振鉦）

平成２７年度事業計画 ・収支予算決定

公益社団法人青森観光コンベンション協会人事

（平成２７年４月１日付）

（平成２７年３月３１日付）

お申込・お問合せは
ねぶたの家ワ・ラッセまで



AOMORI 春フェスティバル　期間　5/4（月・祝）～ 5/5（火・祝）　場所　4日ワ・ラッセ西の広場・5日新町通り他　問合　☎ 017-734-1311
今年で 10周年！大型ねぶたとよさこいのコラボレーションを楽しめます。

モヤヒルズアウトドアフェスタ　期間　5/2（土）～ 6（水・祝）　場所　モヤヒルズ　問合　☎ 017-764-1110
そば打ち体験や山菜教室など自然を楽しむイベントをお楽しみください。

アスパム春まつり　期間　4/29（水・祝）～ 5/6（水・祝）　場所　アスパム　問合　☎ 017-735-5311
カレーまつりやご当地グルメ屋台村など、イベント盛りだくさん！

湯の島カタクリ祭り　期間　4/4（土）～ 26（日）　場所　浅虫湯の島　問合　☎ 017-752-3250
カタクリの花が一面に咲く湯の島を専門解説員が案内します。参加料 1,000 円。

■平成２７年３月１９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。

イベント情報

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

4/2～26
アコール階段ギャラリー
「風の花おしゃべりサロン作品展」

9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

4/4～5 第8回Nisshoリフォームフェア 9：00～ 青森産業会館 日昭アルミ工業㈱青森支店

4/5 舞台公演「Breakthrough」 16：30～ アウガAV多機能ホール DANCE STUDIO MOVE ON

4/11～12 ABA春のディーラー合同中古車フェア 9：30～ 青森産業会館 青森朝日放送

4/11～5/31 青森県立美術館特別展「成田亨」 9：30～ 青森県立美術館 青森県立美術館

4/15 寿大学・寿大学院、女性大学・女性大学院　入学式・始業式 13：30～
リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

青森市教育委員会事務局

4/18～19 角弘全社総合グランドフェア 9：00～ 青森産業会館 角弘

4/25～26 ATV中古車フェア 9：00～ 青森産業会館 青森テレビ

5/1～29
アコール階段ギャラリー「あおもり初！高校生と絵と川柳か
るたでコラボ～あおもり男女共同参画川柳ができました!!～」

9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/3～4 第9回津軽三味線日本一決定戦 9：30～ リンクステーションホール青森 同実行委員会

5/10 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

5/26 青森市所蔵作品展「生誕100周年記念　佐藤米次郎展」 10：00～ 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

5/30～31 VWA EXPO 2015 10：00～ 青森産業会館 Volkswagen×Audi Exposition

開始時間

青森春まつり　期間　4/25（土）～ 5/6（水・祝）　場所　合浦公園・野木和公園　問合　☎ 017-741-6634
たくさんの露店が軒を連ねるほか、夜にはぼんぼりが点灯され、夜桜を楽しめます。

ワ・ラッセ GO!GO! ウィーク　期間　4/29（水・祝）～ 5/6（水・祝）　場所　ワ・ラッセ　問合　☎ 017-752-1311
5/3 ～ 6は全世界の小中学生が入場無料！観光キャラクターねぶたん・ハネトンも遊びに来ます。

2015 年 春イベント情報

八甲田春スキーシャトルバス運行 まちなかレンタサイクル貸出開始

八甲田春スキーで東八甲田（田代）方面に滑り降りた
スキーヤー等を対象に、田代高原から八甲田ロープ
ウェーまでのシャトルバスを１日４便運行します。
料金は大人 1,000 円、小学生以下 500 円。乗車券は八
甲田ロープウェー、酸ヶ湯温泉、HOTEL Jogakura、
レストハウス箒場、又兵衛の茶屋、田代高原茶屋、銅
像茶屋で購入できます。

お問合せ：青森市観光課　TEL.017-734-5153 お問合せ：P.M.O　TEL.017-721-2111

運行期間　4/11（土）、12（日）、18（土）、19（日）

　　　　　4/25（土）～ 5/6（水・祝）

まちなか散策やお買い物に便利な自転車の貸出が４月
２５日～１０月３１日まで行われます。
貸出場所は青森市街地にあり、気軽に
利用できます。

貸出場所　青森駅前駐輪場、パサージュ広場

　　　　　アスパム、ワシントンホテル、ホテル青森

貸出時間　10：00 ～ 17：00
　　　　　※青森駅前駐輪場のみ 9 時から貸出

料　　金　1 回 300 円（初回のみ身分証明書必要）

津軽三味線日本一決定戦　期間　5/3（日・祝）～ 5/4（月・祝）　場所　リンクステーションホール青森　問合　☎ 090-7525-6047
「唄づけ伴奏」と「曲弾き演奏」の部門があり、津軽三味線の日本一が決まります。


