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観光コンベンションニュース
あおもり

秋 感 動 プ ロジ ェクト

あ お も り 秋 の大収穫祭
ス タ ン プラリー

秋イベント情報

市内各地で開催される対象イベントへ行ってスタンプを集めて応募すると
抽選であおもり産品が当たります。

■あおもり秋まつ里メインイベント
10/4（土）～ 5（日）
ねぶたの家ワ ・ ラッセ

■市場開放デー
10/11（土）
青森市中央卸売市場

■あおもりマルシェ
10/12（日）～ 13（月 ・ 祝）
新青森駅前公園

■青森秋まつり
10/12（日）～ 13（月 ・ 祝）
合浦公園

■奥津軽まるっと市場
10/18（土）～ 19（日）
青森駅前公園

■ﾁｬﾘﾃｨｰﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ& 秋の大収穫祭
10/19（日）
青森総合流通団地共同会館

お 問 い合 わ せ 先 ： あ お も り産品販売促進協議会 ☎017- 734- 5413

あ お も り 温 泉 体験まつ り

青森市、 平内町、 今別町、 蓬田村、 外ヶ浜町で開催される体験交流
イベントで す。 「温泉」 「人」 「食」 「自然」 「文化」 などお楽しみください。

■棟方志功と浅虫についての講話
10/5（日）・ 12（日）・ 19（日）
浅虫温泉椿館

■浅虫水族館 「裏方見学会」
10/4（土）・ 11（土）・ 18（土）
浅虫水族館

■蓬田の新そばでそば打ち体験
10/12（土）
蓬田村ふるさと総合センター

■カンタン！ヨガ体験 !!
10/18（土）
よごしやま温泉運動室

この他にも
たくさんの体験メニューが
あります !!

■旬の魚で炭火焼干しを作ろう！
10/18（土）
外ヶ浜物産

お 問 い合 わ せ 先 ： 参 加 受 付窓口（㈱協同） ☎017- 777- 4191

アフロハーフリレーマラソン開催 !!

家族で！友人同士で！職場の仲間で！
参加チーム募集中 !!!

青森ウォーターフロント活性化協議会では、秋のウォーターフロントをお楽しみいただくためハーフリレーマラ
ソンを開催致します。1 チーム人数を 5 〜 20 人とし、1 周 750m のコースをリレー方式で 28 周（ハーフマラソン）
完走を目指していただきます。仮装して走るもよし、小さいお子様と伴走しながら走るのもよし、海をバックに
楽しく走りませんか？皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお申し込みください！
★開催日 平成 26 年 10 月 25 日（土）
★会
場 ワ・ラッセ西の広場
★参加料 お一人様 1,000 円（保険料込）
★申込締切 平成 26 年 10 月 15 日（水）
★問合先 青森ウォーターフロント活性化協議会 TEL.017-723-7211 http://www.awfro.jp/

あおもりマスコットキャラ
秋の体育祭

酸ヶ湯～田代高原シャトルバス運行中 !
お得で便利な「酸ヶ湯〜田代高原シャトルバス」が運行
されています。チケットは①青森駅⇔八甲田地区周遊
（2 日間有効）2,000 円②八甲田地区周遊（当日のみ有効）
500 円の 2 種類ございますのでご利用に合わせてお求め
ください。小学生以下は半額、6 歳未満は無料です。チケッ
トは青森市観光交流情報センター（青森駅前）で販売し
ております。普段バスが通らない東八甲田地区も運行し
ますのでこの機会に是非ご利用ください。
■運行期間■

9/20（土）～ 10/5（日）の土日
10/11（土）～ 10/26（日）の全日

問 八甲田振興協議会事務局（青森市観光課）☎017-734-5153

体育の日特別イベント「秋の体育祭」を開催します。
地元キャラクター 6 体が大玉転がしやだるまさんが
転んだ、あるくリレーで競い合います。競技の後は
撮影＆握手会も行いますので、ぜひお越しください。
出場選手など詳細につきましてはねぶたの家ワ・ラッ
セホームページをご覧ください。
●日時
●会場

10/13（月・祝）
11:30 ～ 12:00 ／ 13:30 ～ 14:00
ワ・ラッセ西の広場

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ ☎017-752-1311 http://www.nebuta.jp/warasse/

青森ねぶたを大阪で組立＆展示！
大阪にある「ヒルトンプラザウエスト」「ハービス PLAZA ENT」
の 10 周年記念企画において、大型ねぶたの公開組み立てや展
示が行われます。今回派遣されるねぶたは今夏ねぶた祭出陣の
「那智の滝 文覚と不動明王」（制作：千葉作龍）です。青森ね
ぶたが大阪へ派遣されるのは 1990 年の「国際花と緑の博覧会」
以来 24 年振りとなります。
●公開組み立て
10/14（火）～ 19（日）
●完成披露式典
10/20（月）
●ねぶた展示
10/20（月）～ 11/3（月・祝）

２０１４東北復興大祭典なかの
１０月２５日 土 ・２６日 日 開催
東京青森県人会主催「青森人の祭典」と中野区
主催「東北復興祈念展」が「2014 東北復興大
祭典なかの」として今年も合同開催されます。
Ｂ級グルメの出店や青森県物産大市が開かれる
ほか、青森ねぶたの運行も行われます。
■開催日

10/25（土）11 時～ 21 時
10/26（日）10 時～ 17 時
中野サンプラザホール・広場
東京青森県人会
TEL. 03-5275-5091

■会 場
■問合先

あおもり紅葉見頃情報
◆八甲田山◇山頂…10 月上旬（現在色づき始め）◇中腹…10 月中旬◇山麓…10 月下旬
◆田代湿原…10 月上旬～中旬 ◆酸ヶ湯温泉…10 月上旬 ◆睡蓮沼…10 月上旬
◆城ヶ倉大橋…10 月中旬 ◆十和田湖…10 月 20 日～下旬
◆奥入瀬渓流…10 月 28 日頃 ◆弘前城…11 月上旬 ◆中野もみじ山…10 月下旬

★紅葉ライトアップ★
◆弘前城
◆中野もみじ山
10/16 ～ 11/9 10/18 ～ 11 月中旬
日没～ 21 時
17 時～ 21 時

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

会場

参加人数

10/2～3

第20回東北地区公立小中学校事務研究大会青森大会

10:15

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

10/4

第13回医療安全文化推進大会

13:00

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

10/4～5

第78回日本皮膚科学会東部支部学術大会

9:10

10/12

全日本民医連 第12回看護介護活動研究交流集会

9:30

10/15～17

全国建設労働組合総連合 第55回定期大会

10/18～19

2014東北地区ユネスコ活動研究会in青森

13:15

500 ホテル青森

主催・問い合わせ
東北地区公立小中学校
事務職員研究協議会

青森県看護協会
弘前大学大学院医学研究科

1,000 リンクステーションホール青森

全日本民主医療機関連合会

1,500 リンクステーションホール青森

青森県建設組合連合会

150 アラスカ

青森県ユネスコ協会

10/19

第23回青森県長寿研究会

9:30

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

10/25

第43回青森県看護学会

9:40

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

11/2

認知症の人と家族への援助をすすめる
第30回全国研究大会ｉｎ青森

9:30

リンクモア平安閣市民ホール
800 （青森市民ホール）

11/5

第23回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会

13:30

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

青森県暴力追放県民センター

11/7

交通安全青森県民大会

13:00

リンクステーションホール青森

青森県

11/12

第63回青森県社会福祉大会

12:45

リンクステーションホール青森

青森県社会福祉協議会

11/12～14

第67回東北盲学校教育研究大会「青森大会」

11/23

第50回青森県PTA研究大会

100 青森県立盲学校
9:30

リンクステーションホール青森

青森県医師会
青森県看護協会
認知症の人と家族の会青森県支部

東北盲学校教育研究大会
青森県PTA連合会

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場

主催・問い合わせ

10/3～6

日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～

青森産業会館

タス

10/4

青森市男女共同参画都市宣言記念月間事業オープニングイベント

13：00～

アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ

10/5

フリーマーケットin青森コロナワールド

11：00～

青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

10/11～13

冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA season 14

10：00～

青森産業会館

ディー・オー・ディー

10/13

八甲田フリーマーケットin2014秋

9：00～

八甲田丸

みちのくリサイクル運動市民の会

10/17～19

第43回青森県にしき石展示会

9：00～

青森県観光物産館アスパム

青森県にしき石愛好会

11/1～2

ABAディーラー合同中古車フェア

10：00～

青森産業会館

青森朝日放送

11/1～3

2014青森県市町村まつりinアスパム

9：00～

アスパム

青森県観光連盟

11/8

水産の朝市！

7：00～

中央卸売市場

青森市中央卸売市場管理課

11/8～9

第5回ぜ～んぶあおもり大農林水産祭

10：00～

青森産業会館

同実行委員会

11/22～23

2014津軽海峡ブランド博

10：00～

青森産業会館

同実行委員会

11/23

青森市産りんご大市

10：00～

青森市役所本庁舎前駐車場

あおもり林檎販売促進協議会

■平成２６年９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。

