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観光コンベンションニュース
ゴールデンウィークは
ワ ・ ラッセへＧＯ！

ＧＯ！ＧＯ！ウィーク
4/27（土）

4/28（日）

■ねぶた囃子実演＆ハネト体験

①11:00 ②13:00 ③15:00

■ワ・ラッセ工房スペシャル

①10:30 ②13:30

■ぬり絵100円募金

4/29（月・祝）

4/30（火）
～5/2（木）

5/3（金・祝）

5/4（土・祝）

5/5（日・祝）

5/6（月・祝）

9:00~16:00

■被災地へ届け 津軽の魂

楽しいイベント盛りだくさん♪
詳細はＨＰをチェック！

■カッチャート

13:45～
①10:00~12:00 ②13:00~15:00

■やさしいねぶた学

13:45~14:45

■ねぶたん・ハネトンと遊ぼう

①10:00 ②12:00 ③14:00

ゆるキャラ大運動会

５月４日 ( 土・祝 ) ～６日 ( 月・祝 )１０：００～

ワ・ラッセ西の広場にてゆるキャラ大運動会を開催します！
青森のゆるキャラ７選手がかけっこや相撲、大玉ころがしで競い合います。
期間中は全世界の小中学生が入館無料！
この機会に、ぜひワ・ラッセに遊びに来てください♪

青森市観光キャラクター

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/

あおもり春イベント情報
青森春まつり

八甲田丸ゴールデンウィークイベント

■日時／ 4/27（土）～ 5/6（月・祝）
■会場／合浦公園・野木和公園
■問合／青森市観光課 Tel. 017-734-5175

■日時／ 4/27（土）～ 5/6（月・祝）
■会場／八甲田丸
■問合／八甲田丸 Tel. 017-735-8150

アスパム春まつり
■日時／ 4/27（土）～ 5/6（月・祝）
10：00 ～ 17：00
■会場／アスパム
■問合／青森県観光連盟 Tel. 017-735-5311

第 7 回津軽三味線日本一決定戦

桜をイメージしたアーチや、
春の花を表現したイルミネーションイベント
「サクラサク春の花イルミネーション」も
4/20（土）～ 5/12（日）まで開催！

第 8 回 AOMORI 春フェスティバル
■日時／ 5/5（日・祝）
10：00 ～ 16：30（会場によって異なる）
■会場／新町通り・柳町通り・昭和通り
青森駅前公園・パサージュ広場
■問合／事務局（青森商工会議所）
Tel. 017-734-1311

■日時／ 5/3（金・祝）10：00 ～ 17：30
5/4（土・祝）10：00 ～ 16：30
■会場／リンクステーションホール青森
■問合／事務局（サンブラッソ atv 内）
Tel. 017-762-7010

青森ねぶた祭団体観覧席受付状況
◎ 受付中
△ 残りわずか
× キャンセル待ち

8/2・6・7（昼）
8/3・4・7（昼＆夜）
8/5

９名様以下の「個人観覧席」は６月下旬販売開始

◆申込人員

10名様以上

◆料

8/2～6 （夜）ねぶた運行

お一人様 2,500円

（昼）ねぶた運行

お一人様 2,500円

４月１８日現在

※所定の申込用紙をホームページから印刷してお使いください。

金

8/7

（昼）ねぶた運行
（夜）ねぶた海上運行・花火大会

※いずれも税込、パンフレット付

セット

お一人様 6,500円

あおもり街てく
ＨＰリニューアル

◎ねぶた祭オフィシャルサイトバナー広告募集！
６月〜８月までの３ヶ月契約と、年間契約があります。
ねぶた祭シーズン中にはおよそ３０万ものアクセスがあり効果的なア
ピールができますので、この機会に是非ご利用ください。

◎ねぶた祭協賛うちわ製作しませんか？
今年も青森ねぶた祭のハネト参加を呼び掛けるうちわを制作します。
表面デザインは３種類の中からお選びいただけます。裏面は、協賛社名
などが入る広告スペースになっています。
料金等、詳細は青森観光コンベンション協会までお問合せください！
青森市柳川 1-4-1-2F

Tel:017-723-7211

知識豊富なボランティアガイドが
無料で街なかをご案内する「あおも
り街てく」のホームページをリニュー
アルしました。
インターネットからガイド申込み
ができるようになったほか、ガイド
や散策コース、街なかの旬な情報も
紹介しています。
ぜひご利用ください！
検索

あおもり街てく

http://www.nebuta.jp/

青森市飲食店ガイド
「食楽青森」掲載店を募集！

定時総会を開催します
平成２４年度の事業報告ならびに
収支決算のご報告を致します。
会員の皆様には追ってご連絡差し
上げますので、ご出席くださいます
ようお願い致します。

毎年、当協会で発行している飲食店パンフレットの
広告掲載店を募集します。
飲食店パンフレットは、観光案内所や宿泊施設、大
会や学会等のコンベンション参加者など、青森にお
越しになったお客様に広く配布します。
詳細につきましては、当協会までお問合せください。

日時 ５月２１日（火）１５：３０
場所 青森国際ホテル

コンベンションカレンダー
開催日
5/15

大会名

時間

全広連創立60周年記念 第61回全日本広告連盟青森大会

9：50～

6/8

第37回全日本川柳2013年青森大会 前夜祭

6/9

第37回全日本川柳2013年青森大会

17:30

第40回医療研究全国集会in青森

13：30～

6/14～16

第40回医療研究全国集会in青森（市民講座）

13：00～

6/15

平成25年度㈳青森県看護協会通常総会・職能集会

6/16

第37回青森人工透析研究会

10：00～

第40回医療研究全国集会in青森

会場

参加人数

1,000 リンクステーションホール青森
200 青森グランドホテル

主催・問い合わせ
第61回全広連青森大会組織委員会

工藤青夏椋

500 リンクステーションホール青森 ㈳全日本川柳大会
1,000 リンクステーションホール青森

第40回医療研究全国集会組織委員会

9：30～
10：00～

青森市民ホール

㈳青森県看護協会

9：30～

青森市民ホール

青森県透析医会

イベント情報
開催日

イベント名

時間

4/27～5/7 青森大恐竜博
5/1～30

階段ギャラリー「中山紀子 写真展」

参加人数

会場

- 青森産業会館

主催・問い合わせ
㈱タイムスリップ

9：00～

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

9：55～

-

10：00～

-

5/3・4

第7回津軽三味線日本一決定戦

5/5

AOMORI春フェスティバル

10：00～

- 青森市中心市街地

青森商工会議所

5/6

フリーマーケットinガーラタウン

10：00～

- ガーラタウン

みちのくリサイクル運動市民の会

リンクステーションホール青森 実行委員会事務局

5/12

おでかけライブin青森

- 青森産業会館

㈱ユウメディア

5/18

東酸総合展

- 青森産業会館

㈱東酸

5/22～26

平成25年度第1回青森市所蔵作品展

- 青森市民美術展示館

(一財)青森市文化スポーツ振興公社

6/1・2

ATV中古車フェア

6/1～6/28 階段ギャラリー「五戸修美とゆかいな仲間たち展」
6/8・9

東京ミシンショー

10：00～

青森産業会館
9：00～

㈱青森テレビ

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
青森産業会館

東北六県裁縫団体連合会

■平成２５年４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。

