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観光コンベンションニュース
ＧＯ！ＧＯ！ウィーク２０１７

◆

期
間
◆

青森市観光キャラクター
ねぶたん

4/29 （土・祝）
～ 5/7 （日）

４月２９日（土・祝）～５月７日（日）のゴールデンウィーク期間中を「ワ・ラッセＧＯ!ＧＯ! ウィーク」とし、
さまざまなイベントを開催します。ぜひご来館ください！

◎毎日開催

★ねぶた囃子実演＆ハネト体験
ハネト体験はもちろん、囃子体験もできます！（太鼓・手振鉦）
◇時 間 ①１１：００ ②１３：００ ③１５：００ 各回３０分
◇会 場 ねぶたホール（有料コーナー内）

★ねぶたん・ハネトンと遊ぼう
ねぶたん、ハネトンと触れ合ったり、写真を撮って遊ぼう♪
◇時 間 ①１０：００ ②１４：００ ※５/３（水・祝）はお休み
◇会 場 ワ・ラッセ館内・外

ゴールデンウィークは
ワ ・ ラッセへ GO ！

★ワ・ラッセ工房スペシャル
ミニ金魚ねぶた、ミニねぶた面などを制作できます。
◇時 間 ９：００～１５：００ ※５/１（月）・５/２（火）はお休み
◇会 場 １階エントランス

★被災地へ届けよう ぬり絵１００円募金
◇時
◇会

間
場

９：００～１５：００
１階エントランス

◎特別開催

★津軽三味線スペシャルライブ【5/3（水・祝）～5/5（金・祝）】
津軽三味線の全国大会優勝者をはじめ、実力ある奏者が迫力の演奏を披露します！
津軽の魂を思う存分味わってください。
入場無料！
◇時 間 １３：４５～１４：３０
◇会 場 ２階イベントホール
◇出演者 ３日 / 下山昭義さん ４日 / 渋谷幸平さん
出演者 ５日 / 第１１回津軽三味線日本一決定戦日本一の部優勝者（前日に決定）

★ねぶたクイズラリー［小中学生限定］
【5/5（金・祝）】
ねぶたに関するクイズに答えて、ワ・ラッセ特製グッズをもらおう！（先着１００名様）
◇時 間 ９：００～１８：３０（最終入場）
◇会 場 ねぶたミュージアム（有料コーナー内 市内小中学生は入場無料！）

ねぶたの家ワ ・ ラッセ囃子体験教室参加者募集
小学生以上対象の初心者向け囃子教室を開催しています。
月２回の講習で楽しくお囃子を覚えられますので、ぜひご参加ください。
◇日時 /４月～７月各月第２・第３水曜日 １９時～２１時（※事前予約制）
◇定員 / 各月各パート２０名（太鼓、笛、手振鉦）
ねぶたの家 ワ・ラッセ 〒030-0803 青森県青森市安方 1-1-1
TEL: 017-752-1311 FAX: 017-752-1312 http://www.nebuta.jp/warasse/

下山昭義さん

渋谷幸平さん

青森ねぶた祭オフィシャルサイトバナー広告募集！
青森ねぶた祭オフィシャルサイトの協賛バナー広告を募集しています。
ねぶたシーズン（６〜８月）には約３０万ものアクセスがあり、効果的な
ＰＲが可能ですので、ぜひご活用ください。
トップページ
トップページ上部
３ヶ月契約
（６～８月）

トップページ下部

年間契約

３ヶ月契約
（６～８月）

◆◆◆

団体観覧席受付状況

◆◆◆

【4 月 26 日現在】

◎ 受付中

8/2・3・6・7（昼のみ）

△ 残りわずか

8/4・７（昼夜セット）

× キャンセル待ち 8/５
料金 /２～６日・７日（昼のみ）

3,000 円

７日（昼夜セット）

7,000 円

年間契約

【税込・パンフレット付き】

料 金 97,200 円 194,400 円 料 金 32,400 円 64,800 円
サイズ 縦 60px× 横 200px
サイズ 縦 60px× 横 200px

個人観覧席（９名以下）は６月下旬発売です。
詳細は６月号でご案内いたします。

※いずれも税込価格

【お申込み・お問合せ】青森観光コンベンション協会

TEL: 017-723-7211

htttp://www.nebuta.jp

東北飲食店応援キャンペーンのご紹介

定時総会のご案内

台湾・香港向け日本観光情報サイト「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」東
北版において東北への誘客のため「東北飲食店応援キャンペーン」が実施
されます。「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」は、月間ユーザー数が１００
万人にのぼる台湾・香港最大の訪日観光メディアです。
「東北飲食店応援キャンペーン」の内容は、クーポンを提供した飲食店の店
舗紹介記事を１年間無料で制作・翻訳・掲載するものです。
詳細とお申込み方法については下記ＵＲＬをご参照ください。

来る６月１４日（水）に ( 公社 ) 青
森観光コンベンション協会定時総会
を開催いたします。
後日ご案内と総会資料を送付いたし
ますので、ご出席くださいますよう
お願いいたします。

【詳細・お申込み】https://goo.gl/dERGrN

■日時 / 6 月 14 日（水）16 時
■会場 / 青森国際ホテル

青森市ゴールデンウィークイベント情報
●青森春まつり

とき / 開催中～５月７日（日）
ところ / 合浦公園 ・ 野木和公園
夜にはぼんぼりが点灯され夜桜も
楽しめます。
【問合せ】 パークメンテ青い森グループ
☎017-741-6634

●第１１回津軽三味線日本一決定戦

とき /５月３日（水 ・ 祝）～５月４日（木 ・ 祝）
ところ / リンクステーションホール青森
全国の津軽三味線奏者が腕を競い合う２日間。
津軽三味線の日本一が決まります。
【問合せ】 事務局 ☎090-7525-6047

●八甲田丸ゴールデンウィークイベント

とき /５月３日（水 ・ 祝）～５月７日（日）
ところ / 八甲田丸
青函ワールドクイズや船内スタン
プラリー、 気動車内の特別見学
などが行われます。 期間中船上
にはたくさんの鯉のぼりが掲揚され
ます。
【問合せ】 八甲田丸 ☎017-735-8150

●２０１７アスパム春まつり

とき /４月２９日（土）～５月７日（日）
ところ / 青森県観光物産館アスパム
屋台村やカレーまつり、 お楽しみ抽選会などイベント盛りだくさん。
【問合せ】 アスパム ☎017-735-5311

●「道の駅」 ゆ～さ浅虫感謝祭

とき /５月３日（水 ・ 祝）～５月５日（金 ・ 祝）
ところ / 「道の駅」 ゆ～さ浅虫
特設テント村や押し花体験など、 子供から大人まで楽しめます。
【問合せ】 「道の駅」 ゆ～さ浅虫 ☎017-737-5151

●２０１７アウトドアフェスタ

とき /５月３日（水 ・ 祝）～５月７日（日）
ところ / モヤヒルズ
そば打ち体験会や乗馬体験会、 パラグライダー体験会などさま
ざまな催しが行われます。（要事前申込）
【問合せ】 モヤヒルズ ☎017-764-1110

第１２回ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル

とき /５月５日（金 ・ 祝）
ところ / 青森駅前公園・昭和通り・新町通り・BLACK BOX など
今年で１２回目の開催︕大型
ねぶたとよさこいのコラボレーション
を楽しめます。
【問合せ】 青森商工会議所
☎017-734-1311

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

5/11～5/12 日本塗装工業会東北ブロック会 第57回定時総会
第27回日本臨床工学会及び
5/20～5/21
平成29年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会
青森県保健協力員会等連絡協議会
5/22
平成29年度総会・保健協力員研修会

- リンクモア平安閣市民ホール
リンクステーションホール青森、
2,000
ホテル青森、ホテルクラウンパレス青森
123 青森中央学院大学

9:30
9:00

平成29年度公益社団法人青森県看護協会通常総会及び職能集会

主催・問い合わせ
日本塗装工業会東北ブロック会

2,300 リンクステーションホール青森、ホテル青森 八戸市立市民病院臨床工学科

12:45

5/26～5/28 経営学史学会 第25回全国大会
特定非営利活動法人日本歯科保存学会
6/8～6/9
2017年度春季学術大会（第146回）
6/11
第40回全日本おかあさんコーラス東北支部大会
6/17

120 青森国際ホテル

9:00

5/26～5/27 一般社団法人茶道裏千家淡交会 第58回東北地区大会

会場

参加人数

12:00

1,300 リンクステーションホール青森、

青森県国民健康保険団体連合会
(一社)茶道裏千家淡交会青森支部
経営学史学会
(一財)口腔保健協会コンベンション事業部

10:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県合唱連盟

-

- リンクモア平安閣市民ホール

(公社)青森県看護協会

イベント情報
開催日
4/22～5/7
4/29～5/7
4/29～5/7

イベント名
青森春まつり
ワ・ラッセGO!GO!ウィーク2017

開始時間
9：00～

4/29～6/18 ヴィジョン・オブ・アオモリvol.5 福田紗也佳「積績を履む」

10：00～

4/29～6/18 青森市所蔵作品＋ふるさかはるか展覧会「土のことづて」
5/1～5/26
アコール階段ギャラリー「手仕事二人展」
*5/14休館
5/3
縄文の学び舎・小牧野館 開館2周年記念スペシャルデイ

10：00～

5/3～5/4

第11回津軽三味線日本一決定戦

5/3～5/5

「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫 感謝祭

5/3～5/7

八甲田丸ゴールデンウィークイベント

5/3～5/7

モヤヒルズ アウトドアフェスタ

5/5

第12回AOMORI春フェスティバル

5/7

フリーマーケットin青森コロナワールド

5/12

ママとベビーのタッチでなかよし（要申込）

5/12～5/14 桃葉会書展
5/12,17,26

ママとベビーのタッチでなかよし（要申込）

5/13

食べられる山野草観察会（要申込）

5/13～5/14 青森市浪岡りんご花まつり
5/13～5/14 東酸総合展
5/17

原木シイタケ作り体験（要申込）

5/17

丸大冷蔵・小田川合同展示商談会

5/17

プロ講師の指導による社交ダンス講座（要申込）

5/19～5/22 ラッセン原画展/Dream Art World 2017/ファンタジーアート展

会場
合浦公園
野木和公園

主催・問い合わせ
パークメンテ青い森グループ

ねぶたの家ワ・ラッセ

ねぶたの家ワ・ラッセ

国際芸術センター青森（ACAC）

国際芸術センター青森（ACAC）

国際芸術センター青森（ACAC）

国際芸術センター青森（ACAC）

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10：00～

縄文の学び舎・小牧野館

縄文の学び舎・小牧野館

10：00～

リンクステーションホール青森

津軽三味線日本一決定戦実行委員会

10：00～

「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫

「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫

9：00～

9：00～

八甲田丸

八甲田丸

10：00～

モヤヒルズ

モヤヒルズ

9：30～
11：00～
①10：30～
②13：30～
10：00～
要問合せ

青森駅前公園、新町通り 他

青森商工会議所

青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

青森市民美術展示館

桃葉会

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：50～

県立自然ふれあいセンター

青森市森林博物館

10：00～

道の駅なみおかアップルヒル

浪岡りんご花まつり実行委員会

9：00～
10：00～
9：00～
10：00～
9：00～

青森産業会館

㈱東酸

合子沢記念公園

合子沢記念公園管理事務所

青森産業会館

㈱丸大冷蔵

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

アールビバン㈱

5/20～5/21 第47回世界児童画展・青森県展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

(公財)美育文化協会

5/21

10：00～

イオンタウン青森浜田

みちのくリサイクル運動市民の会

5/25～5/28 第43回大日本書芸院青森地区連合書道展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

大日本書芸院青森地区連合

5/25,6/1,6/8 男性の料理入門講座～料理の基本 イチ・ニのサン～（要申込）

18：30～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

6/1～6/25
*6/11休館
6/2～6/4

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

第36回日本教育書道会全国学生展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

日本教育書道会

6/4

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

㈱ユウメディア

6/9～6/11

第25回くらしの美行事 沖縄と九州の民陶展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

青森県民芸協会

6/9～6/11

第36回青森県かな書展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

青森県かな書道展

6/10～6/11 青森ドラッグストアショー2017
6/14
HCF食彩展
6/16～6/18 第30回青森県彫刻会展

10：00～
10：00～

青森産業会館
青森産業会館
タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

㈱丸大サクラヰ薬局
服部コーヒーフーズ㈱
青森県彫刻会

6/22～6/25 日本水彩画会青森県支部展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

日本水彩画会青森県支部

6/23～6/25 第25回全日本写真連盟青森支部写真展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

全日本写真連盟青森支部

青森産業会館

「青森の正直」商談会実行委員会

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

全日本写真連盟青森県本部写真展

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

アコール階段ギャラリー「温故知新～戦前の青森市～写真展」

6/28

2017「青森の正直」商談会

6/30～7/2

全日本写真連盟青森県本部写真展

9：00～
10：00～

■平成２９年４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いたします。

