2018年 7月 観光施設休館日・催事案内
【青森市街】
施設名

★施設名をクリックすると各施設のホームページがご覧頂けます(一部施設除く）

休館日

開館時間
ねぶたホール/9:00～19:00
（最終入館受付 閉館30分前）

ねぶたの家
ワ・ラッセ
(☎017-752-1311)

青森県観光物産館
アスパム
（☎017-735-5311）

ショップ/9:00～19:30
無休

無休
<エネルギー館の休館日
7/9>

レストラン/11:00～20:00
※ランチタイム
11:00～15:00(L.O14:30)
※15:00からはドリンクのみ

エネルギー館/9:00～18:00

無休

9:00～19:00
(最終入館 18:00)

A-FACTORY
(☎017-752-1890)

無休

ショップ/9:00～20:00
(一部店舗異なります）
レストラン
1階/11:00～20:00(L.O19:30)
2階/11:00～21:00(L.O20:30)

新鮮市場
(アウガ地下１階）
（☎017-718-0151）

7/25

5:00～18:30

八甲田丸
(☎017-735-8150)

青森魚菜センター
(のっけ丼)
(☎017-763-0085)

7/3、10、17、24、31 7:00～16:00
(お店によって時間帯は異なります)

青森県立郷土館
(☎017-777-1585)

7/2、13

棟方志功記念館
(☎017-777-4567)

無休

青森県立美術館
(☎017-783-3000)

7/9～13
（展示替えの為）

三内丸山遺跡
縄文時遊館
(☎017-781-6078)

無休

青森県近代文学館
(☎017-739-2575)

7/11、26

青森市森林博物館
(☎017-766-7800)
あおもり北の
まほろば歴史館
（☎017-763-5519)

9:00～18:00
(最終入館受付 閉館30分前）

9:00～17:00

9:00～18:00
（最終入館受付17:30）

・土日祝限定☆ねぶた囃子の生演奏＆ハネト体験ショー
（①11:00 ②13:00 ③15:00)
・平日限定☆おまつり体験(①11:10 ②13:10 ③15:10)
・青森ねぶた祭り/上映時間10分（ねぶたホール）
9時30分/10時/11時/12時/13時/14時/15時/16時/17時/18時
(※土日祝は、9時30分/10時/12時/14時/16時/17時/18時)
・紙貼り体験（①10時 ②14時）
・7/8、22 ワ・ラッセ工房
（①10:30～12:00 ②13:30～15:00 ※有料）
・6/29～7/7 七夕ツリー

・6/29～7/1
「あおもり肉゛（にぐ）フェス」(9:00～17:00)※最終日15:00
・7/28、29 第2回「うまい森 青いもりフェア」（9:30～15:00)

・7/15、16 八甲田丸港フェスタ

・6/8～8/31 「BEER TERRACE 2018」17:30～21:00
(フード L.O20:30)
※8/1～8/8は「BEER TERRACE2018」はお休み

※新鮮市場内「りんご箱」の定休日は7/25です。
但し、その他貸切りになる場合がありますので直接お問合せください。

※のっけ丼は、ご飯が無くなり次第終了いたします。
※のっけ丼のお持ち帰り、宅配はできません。
・5/25～7/1 企画展「新収蔵×再発見2018」
・7/14～8/26 岩合光昭写真展「ねこの京都」
・6/19～9/17
夏の展示「沢瀉の風-故郷の土に生まれ、還る」
・5/12～7/8 コレクション展 2018-2
・5/18～7/8 企画展 絵画の絆「フランスと日本」展
モネ、ドガ、ピカソから大観まで－ひろしま美術館コレクション－

・7/14～10/21 コレクション展 2018-3
・7/20～9/2 「めがねと旅する美術展」

9:00～18:00
・7/28、29 三内丸山縄文夏祭り
(最終入館受付 閉館30分前)
9:00～17:00

7/2、9、17、23、30 9:00～17:00

無休

催事等

1階 お土産コーナー/9:30～19:00
・津軽三味線音色頒布会 1Fフォレステージ
(一部店舗異なります）
(①11:30～ ②14:00～）
・7/1、8、15、22
「青森の民話を語る」（13:00～13:30）
2階 市町村ホール/9:00～19:00
13階 展望台/9:00～21:00

青函連絡船メモリアルシップ

調査期間： 2018年6月15日～6月24日

9:00～17:00

・6/1～11/28 エクステンド常設展示「北畠八穂」
・7/14～9/24 平成の青森文学
・7/14～8/26 夏休み子供特別企画「昆虫標本と写真展」
・7/21、22 森博夏まつり（10:00～15:00）

・7/21、22 あおもり北のまほろば歴史館
開館3周年記念イベント
作成：あおもり観光情報センター

【青森市街】

★施設名をクリックすると各施設のホームページがご覧頂けます(一部施設除く）

開館時間

調査期間： 2018年6月15日～6月24日

施設名

休館日

催事等

国際芸術センター青森
(☎017-764-5200)

無休

ラウンジ/9:00～19:00
・7/28～9/9 アーティスト・イン・レジデンス2018/夏
ギャラリー/10:00～18:00
「未完の庭、満ちる動き」
（展覧会開催時のみ）

八甲田山雪中行軍
遭難資料館
(☎017-728-7063)

無休

9:00～18:00
(最終入館 17:30）

縄文の学び舎
小牧野館
（☎017-757-8665）

無休

9:00～17:00

小牧野の森
どんぐりの家

無休

9:00～17:00

・5/26～7/29 企画展「小牧野遺跡発掘30年のあゆみ」

【浅虫地区】
施設名
道の駅
「ゆ～さ浅虫」
(☎017-737-5151)

休館日

開館時間

無休

物販/9:00～21:00
ギャラリー/9:00～19:00
ゆ～さ市場/9:00～17:30
レストラン/11:00～19:00（L.O18:30）
展望浴場/7:00～21:00
(最終受付20:30）

催事等
・7/22 ゆーさマルシェ（10:00～15:00）
☆毎月２６日 お風呂の日
＜イルカパフォーマンス＞
平日
①10:00～ ②11:30～ ③13:30～ ④15:30～
土日祝 ②10:00～ ②11:30～ ③13:00～ ④14:30～ ⑤16:00～

青森県営
浅虫水族館
(☎017-752-3377)

9:00～17:00
年中無休

（最終入館受付 閉館30分前）

＜海獣館のお食事タイム＞
平日
①10:30～ ②12:30～ ③14:30～
土日祝 ②10:30～ ②12:00～ ③13:30～ ④15:00～
※＜イルカのお食事タイム＞などの時間は、
ホームページをご確認下さい。
・6/2～7/22 県立郷土館連携パネル展「江戸の博物学、魚図鑑」
・6/9～8/19 35周年記念「いのちを燃やす生き物」クイズラリー
・7/22、23 開館35周年記念セレモニー
・毎週日曜日 「なるほど水族感劇場」（12:30～）

【浪岡地区】
施設名

休館日

青森市中世の館
(☎0172-62-1020)

7/2、9、15、
17、23、30

9:00～17:00

常田健
土蔵のアトリエ美術館
(☎0172-62-2442)

（開館日）
7/12～15
7/26～29

10:00～15:00

道の駅なみおか
「アップルヒル」
(☎0172-62-1170)

無休

青森市浪岡
交流センター
「あぴねす」
(☎0172-88-6363)

無休

開館時間

催事等
・7/28 アフタヌーンコンサート（14:00～ ※有料）
※開館日以外の日にちでも出来るだけ対応いたしておりますが、
ご希望に添えないこともございますので、出来るだけ開館日に
お越しいただきますようお願いいたします。

農産物直売所/8:00～18:00
おみやげコーナー/9:00～19:00 ・7/14～16 アップルヒル22周年祭
レストラン/9:30～L.O18:30

9:00～19:00

・7/20～8/23 「真夏の雪体験！」（10:00～15:00）
・7/21～8/19 「第9回 鉄道模型ジオラマ展
今年もやってきた列車の旅」(10:00～17:00)
☆あぴねすレンタサイクル
・9:00～17:00、無料（身分証明書が必要)

※イベント情報は一部抜粋しております。詳しい情報については各施設のHPをご覧になるか、
直接各施設へお問い合わせ下さい。施設の都合により、内容が変更される場合もございます。
作成：あおもり観光情報センター

