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観光コンベンションニュース
あおもり秋のイベント情報
しんまちフェスタ

旬感遊楽

青い森のハロウィン

あおもり秋の大収穫祭

新町通りを会場とした「青い森のハロウィン」
が１０月６日（土）に開催されます。
イベントは１１時から１６時まで行われ、パレー
ドや仮装コンテスト、青森のゆるキャラが大集合
したりと楽しい催しがたくさん予定されています。

スタンプラリー対象イベントに来場し、スタン
プを５個集めて応募すると、合計で１２０名の方
に青森の特産品が当たります。

▼お問合せ
・新町商店街振興組合（月〜金／ 9：00 〜 17：00）
ＴＥＬ：０１７−７７５−４１３４
・まちまちプラザ（１０月６日当日のみ）
ＴＥＬ：０１７−７２１−１５８１

＜お楽しみコース＞１００名様
青森市特産品の中からひとつプレゼント

▼ホームページ
http://www.jomon.ne.jp/~sinmati1/

奥入瀬渓流マイカー交通規制のお知らせ
１０月２７日 （土） ・ ２８日 （日） はマイカー （含レンタカー）
通行不可となります。
期間中は焼山駐車場、休屋駐車場からシャトルバス ( 有料）
が運行されますので、 奥入瀬渓流へお出かけの際にはそち
らをご利用ください。
規制日時／１０月２７日 （土） ２８日 （日） 9 ： 00 ～ 16 ： 00
規制区間／国道１０２号惣辺交差点～子ノ口交差点
詳
細／ http://www.eco-oirase.com/

＜あおもり満喫コース＞２０名様
旬の青森市特産品を１年間（年６回）お届け

★１０月の対象イベント
10/7・8
青森秋祭り（合浦公園）
10/12・13 大地の感謝祭しんまち新鮮産直
決め手くん市場（青森駅前公園）
10/13・14 西部市民センターまつり（同ｾﾝﾀｰ）
10/14
あおもりマルシェ（真青森駅前広場）
10/20・21 浪打銀座秋祭り（浪打銀座通り）
10/27・28 食と産業まつり（浪岡駅あぴねす）
10/27・28 大野市民センターまつり（同ｾﾝﾀｰ）
▼お問合せ
青森市あおもり産品販売促進課
ＴＥＬ：０１７−７３４−５３３５
※詳細につきましては、青森市役所ホームページをご覧ください。
http://www.city.aomori.aomori.jp/

１０月イベント情報
親子ｄｅワ･ラッセ塾
スペシャルＤＶＤ観賞やハネト体験、元大型ねぶた
制作者が指導する本格的な金魚ねぶた作りなど、親子
でねぶた漬けの一日を過ごしませんか？
お問合せ・お申込はワ･ラッセまでお電話ください。
開催日：１０月６日（土）～８日（月・祝）
時 間：９：２５～１５：４５（受付９時～）
対 象：小学生以上 ※定員に達し次第受付終了
料 金：お一人様１，５００円（昼食・教材費込）
場 所：ワ･ラッセ１階交流学習室２

ねぶた囃子の生演奏＆ハネト体験
日時：土日祝日
①１１時〜 ②１３時〜 ③１５時〜
やさしいねぶた学 講師：千葉作龍
日時：１０月７日（日）
１３：４５〜１４：４５
初心者向けねぶた囃子体験教室 ※要申込み（前日まで）
日時：１０月１０日（水）・１７日（水）
１９：００〜２１：００
ワ･ラッセ工房
日時：１０月１４日（日）
①１０：３０〜 ②１３：３０〜

ねぶたの家ワ ・ ラッセ 青森市安方１－１－１ TEL:017-752-1311 FAX:017-752-1312 http://www.nebuta.jp/warasse/

１０月５日 （金）
～６日 （土）

街歩き・食べ歩き

『あおもりバル街』開催！

１０月２１日まで運航
青森駅、新青森駅から出発し八甲田地区の観光スポット・
施設等を巡回する「八甲田山巡回バス」が１０月２１日（日）
まで運行されます。
これまで自家用車やレンタカーなどでしか行くことができ
なかった東八甲田（田代平地区）へも気軽に訪れることがで
き、ゆっくりと八甲田を楽しむことができます。
料金は大人２，０００円で、八甲田地区巡回のみは１，０
００円です。
乗車券は青森市観光交流情報センター（青森駅前）、あお
もり観光情報センター（新青森駅構内）、八甲田地区各施設
でご購入いただけます。

チケットを購入し、お店でバル限定の「バルメ
ニュー」を堪能しながら、参加店をまわって食べ歩
く『あおもりバル街』が開催されます。
チケットは１セットで３軒利用でき、料金は前売
券２，３００円、当日券２，４００円。前売券は市
内プレイガイド、協力店で販売されるほか、電話・
ネット予約もあります。当日券は両日１０時からパ
サージュ広場のみでの販売。
参加店は、和・洋・中と様々ありますので、ホー
ムページでご確認ください。
開催期間／平成２４年１０月５日 （金） １７時～２２時
６日 （土） １１時～２２時
開催場所／青森市中心市街地エリア
お問合せ／青森商工会議所 TEL.017-734-1311
（前売受付）
http://www.syokumeguri-omise.com

▼お問合せ
・八甲田総合インフォメーションセンター
ＴＥＬ：０１７−７６４−５５０７
・八甲田振興協議会事務局（青森市観光課）
ＴＥＬ：０１７−７３４−５１５３

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

10/2

第49回全国林材業労働災害防止大会

12：30～

10/12

第25回巨木を語ろう全国フォーラムin青森大会

13：00～

10/16

第65回新聞大会

10/18

第17回日本看護サミット青森'12

10/19
10/25
10/27

第63回全国漁港漁場大会
第33回全国歯科保健大会

11/17・18 第30回東北理学療法学術大会～理学療法イノベーション～

会場

参加人数

1,000 リンクステーションホール青森
- 市民ホール

主催・問い合わせ
青森県林業協会・青森県木材協同組合

巨木を語ろう全国フォーラム
in青森大会実行委員会

13：00～
18：00～
9：50～
13：30～
9：30～

700
600
2,000
500
-

10：00～

2,000 マエダアリーナ

12：30～

1,300 リンクステーションホール青森 第33回全国歯科保健大会事務局

9：30～

リンクステーションホール青森

ホテル青森

（一社）日本新聞協会

リンクステーションホール青森

青森県看護協会

ホテル青森
リンクステーションホール青森

（社）全国漁港漁場協会

1,200 リンクステーションホール青森 （一社）青森県理学療法士会

イベント情報
開催日

イベント名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

10/5

昔っこからのおくりもの

13：30～

-

アウガ5F AV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

10/6

「それは特別でしょうか？変でしょうか？」同性愛などへの理解のために

10：00～

-

アウガ5F 研修室

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

10/6

しんまちフェスタ「青い森のハロウィン」

11：00～

-

新町通り商店街

青森市新町商店街振興組合

-

スポーツデポ前特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

10/7

フリーマーケットinガーラタウン

10：00～

10/12～15 骨董＆棚卸大市
10/14

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

10：00～

-

青森産業会館

-

イオンタウン青森浜田駐車場 みちのくリサイクル運動市民の会

㈲祭

10/20・21 省エネフェア

-

青森産業会館

青森県観光生活部環境政策課

10/27・28 ＡＴＶ中古車フェア

-

青森産業会館

㈱青森テレビ
青森朝日放送㈱

11/3・4

ＡＢＡ秋のディーラー合同中古車フェア

11/3～29 階段ギャラリー 川柳「風の会」作品展
11/7

第3回青森の民族を知る「『裂織』～仕事着の観点から～」

11/10・11 ぜ～んぶあおもり大農林水産祭
11/17・18 あったか暖房フェア

-

青森産業会館

9：00～

-

働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

18：30～

-

アウガ5F 研修室

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

-

青森産業会館

ぜ～んぶあおもり大農林水産展
実行委員会

-

青森産業会館

あったか暖房フェア実行委員会

11/23

メディセオ医療機器フェア

-

青森産業会館

㈱アクティブイエロー

11/25

おでかけライブｉｎ青森

-

青森産業会館

㈱ユウメディア

■平成２４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。

