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 合浦公園  ボンボリ点灯と桜のライトアップは、４月２５日～５月５日

○４月２６日 １０：００～ 開会式 

○５月 ５日 「第３０回一日わんぱく広場」開催。トランポリン体験や凧あげ、人気

相撲大会など。元気なちびっこの参加をお待ちしています。 
 

 野木和公園  ボンボリ点灯は、４月２５日～５月５日 午後６時～午後９

○４月２６日 ８：３０～ 開会式 

○５月 ３日～５月５日  １０：００～ 特設ステージイベント（バンド演奏や踊

 ○５月 ５日 早朝より  野木和魚つり大会（一人１匹大物を競い合います。） 
 

※この他のゴールデンウィークイベント情報は別紙をご覧ください。 

 

春の観光の幕開け『第１３回八甲田ウォーク』で

＝青森ねぶた祭観覧席情報＝ 
●団体観覧席（１０名様以上） 

８月２，６日分はご予約できます。是非ご利用ください。

３，４，５日分は現在キャンセル待ちとなっております。

●個人観覧席（１０名様未満）…７／１より発売致します。
詳しくは６月中旬以降にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       

                               

 ３月２９日・３０日・３１日の３日間にわたり開催致しまし

た「第１３回八甲田ウォーク」は、事故もなく無事成功裡に終

了することができました。 

 今回は、昨年を５９４名上回る、４歳から８６歳までの老若

男女総勢１，４０５名のご参加をいただきました。 

 青森の豊かな観光資源とあわせて情報発信したことにより、

県外参加者は昨年より１４８％増加の４９２名を数え、４月

１日八甲田・十和田ゴールドライン一般開通を大いにＰＲでき

たものと考えております。 
  これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物と深く感謝申し

上げます。 

 今後とも、青森の春の観光の幕開けを県内外に広く宣伝して

参りたいと考えておりますので、より一層のご支援ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あおもり案内名人　お得情報」

を是非ご利用ください。

会 員

限 定

 

 
当協会ホームページ『あおもり案内名人』では、４月３日よ

り会員専用のイベント投稿ページを設けております。早速ご登

録をいただき、ありがとうございました。    

当協会会員の方は、ホームページから簡単に無料で、貴社の

セール等、イベント情報を掲載することができますので、是非

ご利用ください。 http://www.atca.info/ 

 
 

●アスパム開館記念「１日観

●青い森セントラルパーク 

●スカイマークエアラインズ

●モヤヒルズ グリーンシー

●浅虫海つり公園 ４月２９

●まちなかレンタサイクル開

 貸出は、パサージュ広場か

１回１００円。 

●定期観光バス開始（青森市

「棟方志功生誕１００年記

４月２９日～７月２７日ま

※但し、４月２９日～５月

 

 

 

 

 

 

◆観光とコンベンションのお問い合せ◆

社団法人 青森観光コンベンション協会

〒030-0822 青森市中央 1-25-9 

アクサ青森ビル 6F 

TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215 

ホームページ http://www.atca.info/
月２６日(土)～５月５日(月・祝)

青森市合浦公園・野木和公園 

 午後６時～午後１１時迄 

の棒パン、抹茶、おもちゃ作り、

時迄 

り等） 

大自然を満喫！

高さ７ｍにも及ぶ 

雪の大回廊に参加者も

ビックリ！！ 

首都圏の出版社やテレ

ビ局の方々12 名は、

3/29 に青森市を訪れ、

「三内丸山遺跡・縄文

時遊館」を見学。3/30

は「八甲田ウォーク」

に参加し実際に歩き、

参加者の声を聞きなが

ら、楽しく取材をして

いました。 

   

  

覧料金無料ＤＡＹ」 ４月２４日 

４月２５日オープン 

 ４月２５日青森－羽田線就航 

ズン ４月２６日オープン  

日オープン 

始 ４月２６日～１０月３１日 

青森駅となり市営自転車等駐車場で。

営バス） 

念号」・「三内丸山遺跡号」 

での日・祝運行 

５日までは毎日運行。 



  

 

 

青森市の浅虫沖にある湯ノ島で、「湯の島カタクリ祭り」が開催

されました。 

４／１２～４／２０までの期間中、随時湯ノ島まで渡し船が出

ており、約３分で到着します。湯ノ島はもともとカタクリの群生

地でしたが、祭りを開催したのは今年が初めて。頂上に近づくにつれ、カタクリの花も多くな

り、可憐な花が見事に咲き誇っています。自然そのままの島なので、整備されてない急な斜面

の道を頂上まで登っていくことになりますが、その苦労をした分美しい風景を楽しむことがで

きます。 

一般的なカタクリの花は、濃い紅紫色です。黄色い種類のものもあります。しかし、「白いカ

タクリ」はめったに見つかることがなく、とても珍しいとされていますが、湯の島にはまれに

「白いカタクリ」が咲いています。カタクリの花の見頃は４月中旬まで。それが終わると、北

限の椿が山を彩ります。 

湯ノ島では、一木一草たりとも『掘らず・手折らず・踏みつけず』を合い言葉に、豊かな自

然を守っていくよう皆様に呼びかけています。 

■お問い合わせ先■ 青森観光コンベンション協会浅虫支部 TEL．０１７－７５２－３２５０ 

 

５月イベント・コンベンションカレンダー 
■平成１５年４月２３日現在の情報です。都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。 

■掲載されている情報は、抜粋した情報になります。この他にもイベント等の情報がございますので、お気軽にお問い合わせください。 

■平成１５年６月イベント・コンベンションカレンダー速報版をご希望の方はご連絡ください。 

■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。 

開催日 大会・イベント名 時間 参加人数 会場 主催

～5 青森春まつり - 合浦公園・野木和公園 青森春まつり実行委員会

～5 アスパムスプリングフェスタ2003 9：00～ -
アスパム１階イベントホール
２階フロア他

青森県観光物産館アスパム

～6/1 なつかしの青森写真展（昭和30年代～40年代） 9：00～ - 道の駅「ゆ～さ浅虫」 道の駅「ゆ～さ浅虫」

～6/15
小学生のための学習室「くらしの道具」
～大正・昭和の民具～

9：00～ -
青森市歴史民俗展示館「稽
古館」

青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

4 チャリティー民舞歌謡ショー 11：00～ 2,000 青森市文化会館 青森津軽民謡愛好会

8～9 チャイルドパーク２１（公立保育所児童作品展） 9：00～ - アウガ５階・ＡＶ多機能ホール 青森市しあわせ相談室

9～11 和紙で描く四季の花（ちぎり絵） 9：00～ - アスパム２階 エネルギー館 片山　睦子

11 第2回医療・看護安全文化推進大会 10：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 青森県看護協会

11 青森県登山囃子東青支部大会 11：00～ - アスパム１階イベントホール 青森県登山囃子東青支部

14～16 第32回都市交通計画全国会議 13：30～ 1,000 ぱ・る・るプラザ青森他 青森市都市整備部都市政策課

16～20 野の鳥たち’03　バードカービング展 9：00～ - アスパム２階 エネルギー館 木精の会

17 第13回東北青少年音楽コンクール青森地区予選会 10：00～ 250 青森市民文化ホール 東北青少年音楽コンクール委員会

17 「裁判員」ドラマ上映会 13：00～ 300 アウガ５階・ＡＶ多機能ホール 青森県弁護士会

18 八甲田丸船内フリーマーケット 9：00～ - 八甲田丸 みちのくリサイクル運動市民の会

22～25 心と心を結ぶ　はがき絵・絵手紙展 9：00～ - アスパム２階 エネルギー館
NHK青森文化センターは
がき絵講座

22～26 絵画展（仮称） 11：00～ 300 青森産業会館 グランプリアート

23・24
平成15年度文部科学省委託事業民教協東北・
北海道地区研究協議会

13：30～ 1,000 ホテル青森 青森放送株式会社

23～25 (社)日本盆栽協会青森支部「第22回春季盆栽展」 9：00～ - アスパム１階イベントホール (社)日本盆栽協会青森支部

25 第３回フェスティバルシティ・アウガ将棋大会 10：00～ 150 アウガ５階・ＡＶ多機能ホール 青森将棋センター

25 おかあさんコーラス春のフェスティバル 11：30～ 800 青森市文化会館 青森県おかあさん合唱連盟

28 第2回森林組合あおもり通常総代会 13：00～ 200 ぱ・る・るプラザ青森 森林組合あおもり

30 青森県神社庁関係者大会 12：00～ 1,000 青森市文化会館 青森県神社庁

31～6/1 第16回青い森祭り「リサイクルを検証する」 9：00～ -
アスパム１階イベントホール
フリマ：青い森公園

青い森祭り実行委員会

31～6/1 あおもりウォーターフェア 10：00～ - アウガ５階・ＡＶ多機能ホール 青森市水道部総務課総務係


