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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・ラッセへ行こう♪

ねぶたの家ワ・ラッセ ＧＯ！ＧＯ！ ウィーク
ゴールデンウィーク期間中、様々なイベントを行います！青森市観光キャラクターねぶたん、ハネトンが館内外に
登場するほか、津軽三味線青空ライブなど様々な年代の方にお楽しみいただけます。
ぜひゴールデンウィークはワ・ラッセへお越しください！

■4/29 ～ 5/6 開催イベント

・ねぶたん・ハネトンと遊ぼう ①10:00 ～ ②14:00 ～
・被災地へ届けよう ぬり絵 100 円募金
・小倉泉山 ねぶた切り絵展＆教室
展示 9:00 ～ 18:00 ／教室 10:00 ～ 12:00
・ワ・ラッセ工房スペシャル ①10:30 ～ ②13:30 ～

■4/29・5/3 ～ 5/6 開催イベント

・ねぶた囃子の生演奏＆ハネト体験スペシャル

■5/3 ～ 5/5 開催イベント

★こどもの日スペシャル★
5/3 ～ 5/6 は
全世界の小中学生
入場無料 !!

①11:00 ～ ②13:00 ～ ③15:00 ～

・津軽三味線青空ライブ ①11:30 ～ ②12:30 ～ ③13:30 ～ 各 20 分
・被災地へ届け 津軽の魂 13:45 ～ 14:45

お問合せ：ねぶたの家ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

☎017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse/

2014 あおもり春イベント情報
青森春まつり
会期

第 8 回津軽三味線
日本一決定戦

4/26（土）～ 5/6（火） 会期
（場所：合浦公園）
場所
4/29（火）～ 5/6（火） 問合
（場所：野木和公園）
問合 パークメンテ青い森
☎017-741-6634

5/3（土）～ 5/4（日）
ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森
実行委員会事務局
☎090-7525-6047

第 9 回 AOMORI
春フェスティバル
会期
場所
問合

http://www.tsugaru-syamisen.com/

5/4（日）～ 5/5（月）
5/4：アスパム西駐車場
5/5：新町通り 他
青森商工会議所
☎017-734-1311
http://www.harufes.com/

http://www.park-mente.jp/

※5/4 は
前夜祭

5 月 24 日

土 ・25

日

日

開催地：山形市
東日本大震災により犠牲となられた多くの魂の鎮魂と復興を祈願し、東北の元気を全国
に発信するため、東北を代表する祭りが集結する東北六魂祭が今年は５月２４日（土）・
２５日（日）山形市で開催され、青森ねぶた祭も参加します。
東北六魂祭に出陣するねぶたは、ねぶた師・穐元和生さん制作「復興祈願

不動明王」

東日本大震災からの復興に立ち向かう被災地の皆さんの様々な苦労や障害を断つように、
外面は厳しくても、内心で我が子を見つめる父親のように慈しむ「不動明王」に心から
復興を願う想いを託します。
【 昨年のねぶた運行の様子 】

東北六魂祭ホームページ：http://www.rokkon.jp/
f a c e b o o k：https://www.facebook.com/rokkonsai

日本の火祭り
青森

青森観光コンベンション協会

ねぶた祭情報

定時総会を開催します
平成２５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。

■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３０万件のアクセスがあり、効果的な
アピールができますので、是非この機会にご利用ください。

■団体観覧席受付状況
お一人様
２，６００円

◎ 受付中
8/6・7（昼＆夜）
△ 残りわずか
8/2・3
× キャンセル待ち 8/4・5

個人観覧席は６月下旬発売予定

4月18日現在

お問合せ：青森観光コンベンション協会

日時

パンフレット付
（税込）

場所

５月２７日（火）
１５時３０分～
青森国際ホテル
３階 萬葉の間

☎ 017-723-7211

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

5/21～23 第42回日本血管外科学会学術総会
5/29、31、6/1

第63回日本理学療法学会

6/6～8

日本交通心理学会 第79回青森大会

会場

参加人数

9:00

2,000

9：30
※29日
は15：00

ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森
ホテル青森

主催・問い合わせ
弘前大学大学院医学研究科

300 青森市民ホール

全国病院理学療法協会

200 青森市民ホール

日本交通心理学会

イベント情報
開催日

イベント名

時間

会場

主催・問い合わせ

5/1～7

平成26年度第1回青森市所蔵作品展

10：00～20：00 青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

5/3

フリーマーケットinドリームタウンアリー

10：00～14：00 ドリームタウンアリー

みちのくリサイクル運動友の会

5/6

フリーマーケットinガーラタウン

10：00～14：00 ガーラタウン

みちのくリサイクル運動友の会

5/11

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

ユウメディア

5/24～26 骨董＆棚卸大市

10：00～

青森産業会館

祭

5/31～6/1 VWA EXPO 2014

9：00～

青森産業会館

Volkswagen、Audi

6/3～6/20 階段ギャラリー「色えんぴつサークル作品展」

9：00～21：00

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

6/20～23 日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～

青森産業会館

タス

6/28～29 ATV中古車フェア

9：00～

青森産業会館

青森テレビ

■平成２６年４月１８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。

