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観光コンベンションニュース
協会事務所移転のお知らせ
当協会の事務所が青森駅前アウガ西となりの青森商工会議所会館内に移転し、10 月 15 日より新住所
にて営業いたします。※電話番号・FAX 番号に変更はございません。
＜新住所＞ 〒030-0801 青森市新町 1-2-18 青森商工会議所会館 4F

あおもり秋のイベント情報
青森秋まつり

同時 秋の緑と花の市
秋野菜・花の販売、フリーマーケット、出店、
開催 【問合】市公園河川課 ☎017-761-4558
ステージイベントなどイベント盛りだくさん。
秋のふれあいお茶会
みんな大好き！棒パンコーナーや木登り体験会
合浦亭
【会期】10/6
（土）～ 10/８（月・祝）
もあります。家族そろって遊びに来てね♪
開催
【会期】10/７（日）～ 10/８（月・祝）
【時間】10:00 ～ 16:00（12:00 ～ 13:00 昼休憩）
【時間】9:00 ～ 16:00（８日は 15:00 まで）
【会場】合浦亭 【料金】500 円（和菓子付）
【会場】合浦公園
【問合】リンクステーションホール青森
【問合】パークメンテ青い森グループ ☎017-741-6634
☎017-773-7300

雲谷新そばまつり

むつ湾感謝祭 2018

モヤヒルズで収穫した新そばを味わえます。
むつ湾フードコートやフォーラム、出張浅虫水族館
そば打ち体験会（要事前申込）や、そば粉・そば打
＆ホタテ釣り、シーカヤック体験など開催。みんな
ち道具を使ったお菓子の販売も行われます。
でむつ湾のすばらしさを体感しよう。
【会期】10/６（土）～８（月・祝）・13（土）・14（日） 【会期】10/13（土）【時間】10:00 ～ 17:00
【時間】10:00 ～ 16:00 【会場】モヤヒルズ
【会場】ねぶたの家ワ・ラッセ / ワ・ラッセ西の広場
【問合】モヤヒルズ ☎017-764-1110
【問合】実行委員会事務局 ☎017-721-2480

１０月イベント情報

青森市観光キャラクター
ねぶたん

あおもりマスコットキャラ秋の体育祭
青森市の「ねぶたん」をはじめ、県内のマスコットキャラが集まり、秋恒例の大運動
会が催されます。かわいいマスコットキャラたちが、障害物競争やだるまさんがころ
んだ等の競技を繰り広げ、「体育の日」を楽しみます。競技終了後には記念撮影も
できますので、ぜひお越しください！
◆日時／ 10 月 8 日（祝・月）
①11:30 ～ 12:00 ＰＫ合戦＆障害物リレー
②13:30 ～ 14:00 かけっこリレー＆だるまさんがころんだ
◆会場／ワ・ラッセ 西の広場

昨年の様子

第８回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール作品募集中
全国の小・中学生の皆さまを対象にオリジナルねぶた下絵を大募集！
最優秀賞を受賞した作品（小学生・中学生各部門１点ずつ）は、現役
ねぶた師の監修のもとで中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。
◆締切／１１月１８日（日）必着
※詳しくは、ワ・ラッセのホームページをご覧ください。

第７回最優秀賞作品 【小学生部門】 第７回最優秀賞作品 【中学生部門】

✿第７回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール アンコール展 10/1 ～ 11/11 開催✿
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

２０１８東北復興大祭典なかの

今年も八甲田紅葉バス運行！
八甲田山雪中行軍遭難史実関連地を巡り、紅葉の睡蓮沼、
地獄沼、城ヶ倉大橋を楽しめます。
【運行日】10/6（土）・７（日）・8（月・祝）・ 13（土）・
14（日）・20（土）・21（日）
【ルート】ワ・ラッセ→幸畑墓苑→雪中行軍遭難記念像
→田代高原→谷地温泉→睡蓮沼→地獄沼→
酸ヶ湯温泉→城ヶ倉大橋→ホテル城ヶ倉→
八甲田ロープウェー→萱野高原→ワ・ラッセ
【参加料】 大人 2,500 円・小学生以下 1,000 円
要事前申込（各日定員 45 名）
【申込】JTS みちのく㈱ ☎017-752-1705

東日本大震災及び熊本地震からの復興を支援する
ため開催されている「東北復興大祭典なかの」が
今年も開催されます。特産品販売やグルメブース
のほか、パレードでは中型ねぶた「降臨・鹿島大
明神」（制作：内山龍星）が運行されます。
【ねぶた運行スケジュール（予定）】
日時／ 10 月 27 日（土）17：30 ～ 18：30
10 月 28 日（日）13：00 ～ 14：00
会場／中野四季の森公園北側
問合／中野区復興広域協働推進担当
☎03-3228-7868

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

10/4

第61回日弁連人権擁護大会シンポジウム
日本の社会保障の崩壊と再生ー若者に未来をー

12:30

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県弁護士会

10:00

1,200 リンクステーションホール青森

青森県弁護士会

10/5

第61回日本弁護士連合会 人権擁護大会 ｉｎ ＡＯＭＯＲＩ

10/11～12

第32回東北ブロック軽費老人ホーム施設長及び職員研究大会青森大会

10/11～12

第23回東北精神科看護学術集会

10:00

180 リンクモア平安閣市民ホール

（一社） 日本精神科看護協会青森県支部

10/15～16

全国環整連 第44回全国大会ｉｎ青森

11:30

900 ホテル青森

青森県環境整備事業協同組合

-

100 ホテル青森

軽費老人ホーム和幸園

10/20

第25回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム

9:00

- リンクステーションホール青森

㈱メッド

10/21

第27回青森県長寿研究会

9:30

- リンクモア平安閣市民ホール

公益社団法人 青森県医師会

10/24

手話言語フォーラムｉｎあおもり

12:45

- リンクモア平安閣市民ホール

（一社）青森県ろうあ協会

10/25

第53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

10/25

第60回全国社会教育研究大会青森大会

12:30

- リンクステーションホール青森

青森大会実行委員会事務局

10/27

日本木材青壮年団体連合会東北地区協議会 東北地区会員青森大会

15:30

10/29

第67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

社会福祉法人 青森県社会福祉協議会

11/1

第23回全国高等学校総合学科教育研究大会青森大会

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県高等学校長協会総合学科部会

11/3～4

第36回東北理学療法学術大会

11/10

第47回（平成30年度）青森県看護学会

11/10～11

平成30年度 日臨技北日本支部 医学検査学会

11/13

平成30年交通安全青森県民大会

11/26

平成30年度 青森県農業委員会大会

11/30

第28回ＪＡ青森県大会

-

100 ホテル青森

日本木材青壮年団体連合会東北地区協議会

900 ホテル青森

(公社)日本理学療法士協会東北ブロック協議会

9:40

- リンクモア平安閣市民ホール

（公社）青森県看護協会

9:30

800 リンクステーションホール青森

13:00

- リンクステーションホール青森

青森県環境生活部県民生活文化課

12:30

- リンクステーションホール青森

一般社団法人 青森県農業会議

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県農業協同組合中央会

一般社団法人 青森県臨床検査技師会

イベント情報
開催日

イベント名

10/1～31
アコール階段ギャラリー 「あおもり感動写真展」
*14日は休館
瀬地山 角 講演会「笑って考えよう！仕事のこと、家庭のこと、未来のこと」
10/6
10/6～8

秋の軽自動車まつり

開始時間

会場

9：00～ 働く女性の家アコール
13：45～ アウガAV多機能ホール
9：00～ 青森産業会館
①10：00～
②13：30～ アウガAV多機能ホール
③18：00～
14：30～ リンクモア平安閣市民ホール

10/6

カダール映画の日2018
「デザートフラワー」無料上映会

10/9

青森市市制施行120周年記念式典

10/11

「音楽でこころもからだもリフレッシュ」

13：30～ アウガAV多機能ホール

10/12～14

第39回青森県高等学校総合文化祭 書道部門

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

10/13～14

新車ディーラー合同 秋の中古車大商談会

9：30～ 青森産業会館

働く女性の家アコール
青森市男女共同参画プラザ カダール
㈱サンライズモータース
青森市男女共同参画プラザ カダール
青森市企画調整課
青森市男女共同参画プラザ カダール
青森県高等学校文化連盟
新車ディーラー中古車フェア実行委員会

10/19～21

平成30年度 第54回青森市民文化祭 展示部門（前期）

10/21

第28回あおもりマルシェ（若手農家の産直市）

10/22・29

講座「畳のヘリ・おしゃれトート」アンコール講座（２回連続講座）

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10/26～28

平成30年度 第54回青森市民文化祭 展示部門（後期）

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森市民文化祭実行委員会

10/27

第4回「あおもり男女共同参画川柳かるた」世界大会

13：30～ アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ カダール

10/27～28

水まわり電化リフォームフェア

10：00～ 青森産業会館

㈱ヒトト

11/2

女性の再就職・チャレンジ支援講座

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

18：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森県立青森商業高等学校

11/5
青森県立青森商業高等学校吹奏楽部 第20回定期演奏会
11/12～30
アコール階段ギャラリー 「～おもいをかたちに～私たちの手づくり絵本展」
*11日は休館

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

主催・問い合わせ

9：00～ わくわく広場（青森市スポーツ広場）

9：00～ 働く女性の家アコール

青森市民文化祭実行委員会
青森マルシェ実行委員会

働く女性の家アコール

■平成 30 年 9 月 20 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。

