
◆あおもりマスコットキャラ秋の体育祭【10/10(月・祝)】
　時間 / 11:30 ～ 12:00、13:30 ～ 14:00　場所 / 西の広場

　青森市のねぶたん、ハネトンなど県内外のマスコットキャラによる大運動会。

　かわいいマスコットキャラたちが、かけっこやチーム対抗リレーなどの競技で

　“スポーツの秋”を盛り上げます。記念撮影＆握手会も開催。

◆やさしいねぶた学「展示ねぶたを語る」【10/2(日)】
　時間 / 13:45 ～ 14:45　場所 / 交流学習室 (３)

　ねぶた師 竹浪比呂央さんを講師にお招きし、ワ・ラッセ館内に展示中のねぶ

　たについて解説していただきます。制作時のエピソード等、ここでしか聞けない内容が盛りだくさんです。

◆ワ・ラッセ工房　【10/9(日)・10/23(日)】
　時間 / 10:30 ～ 12:00、13:30 ～ 15:00　場所 / エントランスホール

　ミニ金魚ねぶたなどの工作（教材費有料）。
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子どもたちの「こんなねぶたを見たい、創りたい」を応援します。最優秀賞を受賞

した作品（小学生・中学生各部門１点ずつ）は、ねぶた師監修のもと中型ねぶた、

ミニねぶたに仕上げます。完成したねぶたは、ワ・ラッセに１年間展示いたします。

◆対　象　全国の小・中学生および特別支援学校に在学する児童・生徒

◆サイズ　四切サイズ（38cm×54cm）

◆締　切　平成 28 年 11 月 20 日（日）必着

第６回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール作品募集中！

青森秋まつり

【会期】 10/9（日）10/10（月・祝） 

【時間】 9：00 ～ 16：00

（10 日は 15：00 まで）

【会場】 合浦公園

【内容】 秋野菜や花卉類の販売及び

ステージイベント、フリーマーケッ

ト等が行われます。

【問合せ】TEL.017-741-6634

雲谷新そばまつり

【会期】 10/8（土）～ 10/10（月・祝）、

10/15（土）～ 10/16（日） 

【会場】 モヤヒルズ

【内容】 収穫したての新そばを使用し

たおそばの提供、そば打ち体験など。

【問合せ】TEL.017-764-1110

あおもり秋イベント情報
星空・夜景ロープウェー

【会期】 9/17（土）～ 10/10（月・祝） 

【会場】 八甲田ロープウェー

【内容】 営業時間を延長し、星空と夜

景が楽しめます。

【問合せ】TEL.017-738-0343

 

山頂：７分色づき（10 月上旬）

中腹：色づき始め（10 月 10 日ころ）

山麓：色づき始め（10 月中旬～下旬）

9/27 現在
（）内は見頃予想

詳しい応募方法についてはワ・ラッセホームページをご確認ください。

平成２７年度第５回最優秀賞作品
【小学生部門】

「青森県の海の幸」
大湊小学校６年（当時）真勢 孝哉さん

八甲田紅葉バス

【運行日】10/1（土）～ 10/16（日）までの土日祝日

【時間】8：30 ～ 17：00 ころ　【参加料】2,000 円

【ルート】青森市街地→八甲田雪中行軍遭難資料館→遺体安置所跡地→雪中

行軍遭難記念像→田代高原→グダリ沼→城ヶ倉大橋→青森市街地

【内容】八甲田雪中行軍遭難事件ゆかりの地をガイドの解説を聞きながら、

八甲田の紅葉とあわせてお楽しみいただけます。

【問合せ】TEL.017-764-5153（青森市観光課）

あおもり秋まつ里メインイベント

【会期】 10/8（土）～ 10/9（日） 

【時間】 10：00 ～ 18：00

【会場】 八甲田丸及び周辺

【内容】 人気グルメ店が集結。あおも

り新丼ぶりコンテストや甲板ナイト（９

日のみ）などイベントが盛りだくさん。

【お問合せ】TEL.017-734-2328

　　　　　　　（青森市交流推進課）

八甲田山紅葉情報

青森市観光キャラクター　ねぶたん



■平成２８年９月２１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

コンベンションカレンダー

日時／ 10 月 29 日（土）10:00 ～ 20:00

　　　（ねぶた運行 17:30 ～ 18:30）

　　　10 月 30 日（日）10:00 ～ 17:00

　　　（ねぶた運行 13:00 ～ 14:00）

会場／中野サンプラザ広場、中野駅北口暫定バスロー

　　　タリー、中野区役所前広場・区役所１階ロビー

２０１６東北復興大祭典なかの
東日本大震災からの復興を継続的に支援する催し「２
０１６東北復興大祭典なかの」が今年も開催されます。
今年は熊本地震への支援として、東北各県のほか熊本
県の観光・文化のＰＲや物産販売が行われます。
また、中型ねぶた「風雲児　信長」（制作：柳谷優浩）
の運行も行われます。

青森＆みなみ北海道を盛り上げる女性グループ「津軽
海峡マグロ女子会」が青函エリアの魅力発見イベント
「マグ女のセイカン♡博覧会」を開催します。
まち歩き、グルメ、手作り体験などの多彩なプログラ
ムを、地元を知り尽くした「マグ女」がご案内します。
プログラムの参加は、電話・ホームページからお申込
みいただけます。
詳しくはホームページをご覧ください。

会　　　　期／ 10/1（土）～ 11/15（火）

問合せ・申込／ TEL　0138-86-7602

　　　　　　　 HP  　http://magujyo.link

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

10/1～27
アコール階段ギャラリー
「MIMY作品展～スイーツデコ・ハローウィンデコレーション～」

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/2 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

10/8～9 あおもり秋まつ里　メインイベント 八甲田丸 青森市交流推進課

10/8～10,15～16 雲谷新そばまつり モヤヒルズ モヤヒルズ

10/8～12/11
青森県立美術館10周年記念「生誕80周年澤田教一：故郷と戦
場」Sawada Kyoichi: From Home to Battle Zone

青森県立美術館 青森県立美術館

10/9～10 青森秋まつり 合浦公園 パークメンテ青い森グループ

10/15 誰にもすぐ親しめる朗読・詩吟講座 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/15～16 ペット＆冬の暮らし応援フェア 青森産業会館 ㈱サンワドー

10/16 フリーマーケットinイオンタウン青森浜田 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

10/21～30 勇気の証言　ホロコースト展　アンネフランクと杉原千畝の選択 青森産業会館 創価学会青森文化会館

10/22
平成28年度青森市男女共同参画都市宣言記念月間事業
ピンクリボンinカダール　宣言から20年
～あなたとあなたの大切な人のために～

アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザカダール

10/30～11/28 アコール階段ギャラリー　書道展「東川桃篁色紙展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/3 おでかけライブin青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア

11/5～6 ABA秋のディーラー合同中古車フェア 青森産業会館 青森朝日放送㈱

11/12～13 第7回津軽海峡交流圏　大農林水産祭 青森産業会館 ぜ～んぶあおもり大農林水産祭実行委員会

11/23 青森市産りんご大市 青森産業会館 あおもり林檎販売促進協議会

11/26～27 住まいの博覧会 青森産業会館 ㈱協同
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開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/6 第60回青色申告会東北ブロック大会 13:00 700 ホテル十和田荘 青森県青色申告会連合会

10/8 8:20

10/9 8:30

10/13 9:20 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ、ﾎﾃﾙ青森、ｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ青森

10/14 9:00 県内学校

10/13～14 全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　東・西ブロック会議 13:00 130 青森国際ホテル 青森市産業振興財団

10/14 第32回青森県私学振興大会 13:30 450 ホテル青森 第32回青森県私学振興大会青森大会実行委員会

10/19 第69回東北経営者大会 10:30 500 ホテル青森 青森県経営者協会

10/20～21

平成28年度東北・北海道地区教育センター協議会及び東北地
区教育研究所連盟「総会・教育研究発表会」青森大会・平成28
年度都道府県指定都市教育センター所長協議会技術・家庭科
分科会（第43回）研究協議会及び研究発表会

8:00 200 青森県総合学校教育センター 青森県総合学校教育センター

10/22～23 第23回東北地区レディースバドミントン大会 8:00 300 カクヒログループスタジアム 青森県レディースバドミントン連盟

10/25～26 平成28年度東北ブロックカントリーミーティングin青森 13:00 250 ホテル青森 青森県老人福祉協会

10/27～28 第55回全日本特別支援教育研究連盟全国大会（青森大会） 10:00 700 リンクステーションホール青森、市内学校 青森県立第二養護学校

11/4
第66回東北六県英語教育研究大会および第64回東北六県中
学校英語暗唱・高等学校英語弁論大会

8:00 300
リンクステーションホール青森、
青森県総合学校教育センター

大会事務局

11/17 11:00

11/18 9:00

第81回日本泌尿器科学会東部総会
～近未来泌尿器科の展望～

1,500
リンクステーションホール青森
ホテル青森

日本コンベンションサービス㈱東北支社

第65回全国へき地教育研究大会青森大会 1,300
第65回全国へき地教育研究大会
青森大会実行委員会

第53回全国衛生化学技術協議会年会 280 ホテル青森 青森県環境保健センター


