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観光コンベンションニュース
あおもり秋イベント情報
飛び出せ！津軽笑っせ劇場 in 八甲田 10/3（土）13:00～15:00 八甲田ロープウェー山麓駅前
ねぶたの家ワ・ラッセで定期開催されている「津軽笑っせ劇場」がワ・ラッセを飛び出して特別公演を行います。
１００食限定で貝焼き味噌の振る舞いもあります。

雲谷新そばまつり

10/3（土）,4(日),10（土）,11(日）10:00～16:00

モヤヒルズ

そば打ち体験会（要申込：1 組 2,000 円 /1 組 4 人まで / 日曜のみ）、新そばを使ったそばの販売など

レッツ !! 縄文ものづくり 10/12（月・祝） 小牧野の森どんぐりの家
小牧野遺跡周辺の自然の中で、縄文時代をイメージしたものづくりを行います。料金：500 円

「餅と団子の村宣言」イベント

10/17（土）,18（日）10:00 ～ 15:00

細野山の家

山間の集落のお婆ちゃん・お母さんが作る津軽地域伝承伝統の餅「豆こごり」をヒントに、しとぎ餅の販売や大福、
バサラコーンポタージュ餅等の餅と団子の食べ放題、地元りんごジュースやお茶も飲み放題のイベント。
料金：大人 1,000 円、小学生以下 500 円（山の湯入浴券付き）

第 6 回ぜ～んぶあおもり大農林水産祭＆2015 津軽海峡ブランド博

11/7（土）,8（日） 産業会館

県産の農林水産物や加工品の販売、ご当地グルメの紹介・販売など
詳しいイベント情報は「あおもり秋まつ里」ホームページをご覧ください。http://aomoriakimatsuri.jp/

第２回

アフロハーフリレーマラソン
参加チーム募集！！
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
ラソンを開催します。
1 チーム人数を 5 〜 20 人とし、アフロカツラをたすき
に 1 周 750m のコースをリレー方式で 28 周（ハーフリ
レー）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、ぜひご参加ください。
開 催 日／平成 27 年 10 月 24 日（土）
会
場／ワ・ラッセ西の広場
募集チーム／ 50 チーム（1 チーム 5 ～ 20 人）
参 加 料／お一人様 1,000 円（傷害保険料込み）
受付締切／平成 27 年 10 月 19 日（月）
※定員に達し次第締め切ります
申込方法／所定の申込書を HP からダウンロード
してご利用いただくか、事務局までお
問合せください。
青森ウォーターフロント活性化協議会事務局
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
体育の日特別イベント「あおもりマスコットキャラ秋
の体育祭」を開催します。
青森市観光キャラクターねぶたん、ハネトンの他、地
元キャラクター６体がかけっこやだるまさんが転んだ、
チーム対抗リレーで競い合います。
競技の後には撮影＆握手会も行いますので、ぜひ会場
までお越しください。
開 催 日／平成 27 年 10 月 12 日（月・祝）
会
場／ワ・ラッセ西の広場
内
容／午前の部（11:30 ～ 12:00）
開会式、かけっこ、だるまさんが転んだ、
撮影＆握手会
午後の部（13:30 ～ 14:00）
チーム対抗リレー、だるまさんが転んだ、
撮影＆握手会
出場選手／青森市観光キャラクター「ねぶたん」、
「ハネトン」、「ほたてん」、鯵ケ沢名物
「ヒラメとヅケどん」、アウガ「あうにゃ」
ラムダプロジェクト「マギュロウ」
ねぶたの家 ワ ・ ラッセ TEL.017-752-1311 FAX.017-752-1312
青森市安方 1-1-1 http://www.nebuta.jp/warasse/

２０１５東北復興大祭典なかの

ツーリズム EXPO ジャパン JAPAN NIGHT
東京・丸の内でねぶた運行

東京青森県人会主催「青森人の祭典」と中野区主催「東
北復興記念展」が「2015 東北復興大祭典なかの」として
中野サンプラザ・中野駅北口暫定広場・区役所前広場に
おいて今年も合同開催されます。
青森県の農水産品と観光・文化を全国に発信する機会と
して、物産やグルメの出店や津軽三味線、ねぶた囃子の
演奏等が終日開催されるほか、青森ねぶたの運行も行わ
れます。

９月２５日東京・丸の内行幸通りにおいて、ツーリズ
ム EXPO ジャパン「JAPAN NIGHT」が開かれ、大型ね
ぶたが運行されました。
あいにくの雨模様で
したが、ねぶたにか
けられていたビニー
ルが外されると国内
外の観光関係者から
歓声が上がり、青森
ねぶたの運行は大い
に盛り上がりました。

10 月 24 日（土）
10:00 ～ 20:00（ねぶた運行 17:30 ～ 18:30）
10 月 25 日（日）
10:00 ～ 17:00（ねぶた運行 13:00 ～ 14:00）

紅葉見頃情報

八甲田ロープウェー～田代高原
無料シャトルバス運行

９月２５日現在

◆八甲田山◇山頂…10 月上旬（７分色づき）
◇中腹…10 月中旬（３分） ◇山麓…10 月下旬
◆田代高原…10 月上旬～中旬
◆酸ヶ湯温泉…10 月上旬 ◆睡蓮沼…９月下旬
◆城ヶ倉大橋…９月下旬（１分）
◆奥入瀬渓流…10 月下旬 ◆十和田湖…10 月下旬
◆弘前公園…1０月下旬
ライトアップ 10/16 ～ 11 月中旬 日没～ 21:00
◆中野もみじ山…10 月下旬（２分）
ライトアップ 10/15 ～ 11/8 16:30 ～ 21:00

【期

間】9/19（土）～ 10/4（日）の土日祝
10/10（土）～ 25（日）の全日
【停留所】八甲田ロープウェー・萱野茶屋・銅像茶屋
みちのく深沢温泉・八甲田温泉・ 田代高原
【時 間】①ロープウェー 10:30 発→田代高原 11:00 着
②田代高原 11:52 発→ロープウェー 12:30 着
③ロープウェー 13:00 発→田代高原 13:30 着
④田代高原 14:02 発→ロープウェー 14:40 着
【問合せ】青森市観光課 TEL.017-734-5153

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場
青森産業会館

主催・問い合わせ

10/3～4

総合家具館かさい全国産地総力祭

10：00～

かさい

10/10～12

冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA season15

10：00～

青森産業会館

冬スポ事務局

10/12

2016ミスユニバースジャパン青森大会セミファイナル

18：00～

アウガAV多機能ホール

同実行委員会

10/23～26

日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～

青森産業会館

タス

10/31～11/1

ABA秋のディーラー合同中古車フェア

9：30～

青森産業会館

青森朝日放送

11/3～11/29

アコール階段ギャラリー「絵手紙のある暮らし展」

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/3

おでかけライブｉｎ青森

11：00～

青森産業会館

ユウメディア

11/7～8

第6回ぜ～んぶあおもり大農林水産祭 ＆
2015津軽海峡ブランド博

10：00～

青森産業会館

同実行委員会

11/20～21

新型ＧＩＧＡ発売記念展示会

9：30～

青森産業会館

いすゞ自動車東北㈱青森支社

コンベンションカレンダー
開催日
10/2
10/3
10/4
10/6

大会名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

第66回全国敬神婦人大会青森大会

9:00
8:30
9:30
13:00

平成27年度東北・北海道計量大会

13:30

10/15～16

第38回全国土地改良大会青森大会

13:30

10/15～16

第17回全国高等学校文化連盟
北海道・東北文芸大会青森大会

10/29

平成27年度第50回青森県養護教員研究大会

10:10 -

リンクモア平安閣市民ホール

青森県養護教員会

11/8

平成27年度交通安全青森県民大会

13:00 -

リンクモア平安閣市民ホール

青森県環境生活部県民生活文化課

10/8

第34回日本認知症学会学術集会
～Alzheimer's Disease 今後の展望～

9:30

3000

リンクステーションホール青森
ホテル青森、A－FACTORY

1200 リンクステーションホール青森
180 青森国際ホテル
3500 新青森県総合運動公園
300 県民福祉プラザ

日本コンベンションサービス
東北支社
全国敬神婦人連合会
青森県計量協会
青森県土地改良事業団体連合会

高等学校文化連盟全国文芸専
門部北海道東北ブロック

11/12

第64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

11/19

第59回青森県農業委員大会

12:30 -

リンクステーションホール青森

青森県農業委員会

■平成２７年９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。

