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観光コンベンションニュース観光コンベンションニュース
青森春まつり　4/25(土)～5/6(水)

　今年の桜は平年よりも８日早く４月１８日に開花し、２２日に満開となりました。祭り期間前半は満開の桜
を楽しめそうです。

第４回AOMORI春フェスティバル　5/4(月)・5(火)
　「ねぶた祭」と「よさこい」が融合した、春恒例のイベント「ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル」は今年で４
回目を迎えます。ねぶたとよさこいに加えてサンバが初登場！華やかに、賑やかに、盛り上がりそうです。

桜とお祭りが彩る春

５月４日(月)　１７：００～１９：４５　新町通り会場・昭和通り会場

５月５日(火)　１３：００～１８：４５　新町通り会場・昭和通り会場

　　　    　　　　１０：００～１２：００　駅前公園

　　　    　　　　１９：００～２０：３０　『ジャズコンサート』柳町通り会場
※詳しい日程はホームページ http://www.harufes.com でご覧いただけます。
※公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ(300円)は青森駅前｢青森市観光交流情報センター｣他で販売中！

合浦公園　　ボンボリ点灯　１８：００～２３：００
　　　　　　 駐車場（１回５００円）　８：３０～１８：００

野木和公園　ボンボリ点灯　１８：００～２１：００
　　　　　　 駐車場（１回３００円）　９：００～１７：００

うちわを制作して青森ねぶた祭健全化をＰＲしよう！

平成２０年度の事業報告ならびに収支決算の
ご報告をいたします。是非ご出席ください。

５月２６日(火)午後４時～ 国際ホテル

5/26(火)に通常総会を開催

問い合わせ先　青森商工会議所　新幹線・まちづくり対策部（TEL.017-734-1311）

             新町商店街振興組合内（TEL.017-775-4134）

　今年も、ねぶた祭の健全化うちわの協賛社を募集いたします。表面にはねぶたがデザインされ、裏面には広告
協賛スペースと祭りへのハネトの正装参加の呼びかけを掲載しています。※詳細はお問い合せください。

◆サイズ:横240mm×高さ343mm
◆仕　様:両面カラー印刷、プラスチックエコ骨使用
◆製作本数:200本以上～
◆協賛社スペース
　　サイズ:横135mm×高さ50mm以内
　　刷り色:１色またはカラー
◆締　切:平成２１年６月４日(木)まで
　　　　 但し、表面フリーデザインは６月２日(火)まで(原稿もご準備願います)

協賛スペース・１色印刷 協賛スペース・カラー印刷

２００本 ２３，６００円(＠１１８）２４，８００円(＠１２４)

３００本 ３２，４００円(＠１０８) ３４，２００円(＠１１４)

４００本 ４０，８００円(＠１０２) ４３，２００円(＠１０８)

５００本 ４９，０００円(＠　９８) ５２，０００円(＠１０４)

５００本を越える場合は別途お見積もりいたします

【料金表】

ねぶた祭観覧席情報－予約状況お知らせ－
団体観覧席(１０名様以上)二次募集《予約》4/24現在
　　　○予約可能……８／２、３、６、７
　　　△残りわずか…８／４、５

※一次募集《買取》は終了いたしました。
※個人観覧席(９名様以下)は７月１日(水)より市内旅行社他
　で、７月４日(土)より全国のコンビニエンスストア他で販
　売予定です。詳細は６月中旬頃にお問い合せください。

　問い合わせ先　青森春秋まつり実行委員会事務局（市観光課TEL.017-761-4467）

　　　　　　　　　　　 祭り期間中は、青森春まつり案内所（TEL.017-741-8115）

飲食店マップへ広告協賛しませんか？
当協会会員の飲食店を紹介した『めぇ店ナビ S-
map(ｴｽﾏｯﾌﾟ)』は、広告協賛社を募集しています。
７月中旬完成予定、１枠５,０００円です。掲載
ご希望の方は事務局までご一報ください。



■平成２１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。
■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。

イベント情報

　３月２９・３０・３１日の３日間にわたり開催した「第
１９回八甲田ウォーク」は、大きな天候の崩れもなく、総
勢８１２名のご参加をいただきました。
　暖冬の影響により雪の壁は例年よりもやや低かったもの
の、天候に恵まれ、特に初日は快晴の青空の下、参加者も
気持ち良さそうにウォーキングを楽しんでいました。
　今後とも、青森の春・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。

－青い空に白い雪の壁が映える－

『八甲田ウォーク』で雪の回廊を体感

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

5/19 青森県養護教員会総会並びに研修会 10：00～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県養護教員会

5/26～29 平成21年度　子ども体力向上指導者養成研修 - 各日350 県民福祉プラザ･アピオあおもり他 独立行政法人 教育研修センター

6/5 青森県食生活改善推進員連絡協議会総会 10：30～ 1,400 青森市文化会館
青森県食品生活改善推進
員連絡協議会

6/10 平成21年度　全国すし連東北ブロック会議 - 120 ホテル青森 青森県すし業生活衛生同業組合

6/11
平成21年度　青森県高等学校家庭クラブ連盟役員会・総
会・指導者養成講座

10：30～ 1,200 青森市文化会館 青森県家庭クラブ事務局

6/13 平成21年度　(社)青森県看護協会通常総会及び職能集会 10：00～ 500 青森市民ホール 社団法人青森県看護協会

6/20 第6回日本褥瘡学会 東北地方会学術集会 10：00～ - 青森市民ホール
日本褥瘡学会東北地方会
学術集会実行委員会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

3/3～5/6 「サムライ・チャンバラ博覧会－武の実像と虚像」 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

4/24～5/31 展示「せかいをてくてく おはなしさがし」 9：00～ - 青森県立図書館　児童展示室 青森県立図書館

4/25～6/7 企画展「今官一生誕100年展」 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

4/25～5/6 2009アスパム春まつり 10：00～ - アスパム１階イベントホール他 (社)青森県観光連盟

5/1～30
階段ギャラリー「五戸修美とゆかいな仲間たち～パッチ
ワーク展　ハウスがいっぱい～」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

5/2・3 第3回津軽三味線日本一決定戦 10：00～ 各2,000 青森市文化会館
津軽三味線日本一決定戦
実行委員会

5/2～6 2009三内丸山縄文春祭り 9：30～ - 三内丸山遺跡 縄文時遊館

5/4 平成21年度　全国吟詠コンクール　青森県大会 10：00～ 150 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県吟剣詩舞道総連盟

5/4・5 八甲田丸BIGフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

5/5 第9回　アウガ将棋大会 10：00～ 150 アウガ５階ＡＶ多機能ホール アウガ　青森将棋センター

5/6
NPO法人「音楽ネット青森」第39回コンサート本多武久テ
ノールリサイタル

14：00～ - 青森市民ホール NPO法人「音楽ネット青森」

5/9 映像の日　－映画を無料で鑑賞「4分間のピアニスト」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

5/9
ライオンズクラブ国際協会332-A地区　第55回年次大会
記念講演アクティビティ　演題：「みんな地球に生きるひ
と」　講師：アグネス・チャン氏

13：30～ 1,400

5/10 ライオンズクラブ国際協会332-A地区　第55回年次大会式典 13：00～ -

5/10 家族でチャレンジ！「図書館の達人講座」 13：00～ 親子20組 青森県立図書館　集会室 青森県立図書館

5/10～5/19 特別企画 「新発見　津軽領の元禄国絵図」 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

5/15～17 第39回世界児童画展青森展 10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)美育文化協会

5/16 ハンガリー・デー　ｉｎ　あおもり 14：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県ハンガリー友好協会

5/17 おかあさんコーラス「春のフェスティバル」 13：00～ 300 青森市民ホール 青森県おかあさん合唱連盟

5/17 企画展「今官一生誕100年展」にともなう日曜講座 14：00～ - 青森県立図書館4階　研修室 青森県立近代文学館

5/20～24
平成21年度　第1回青森市所蔵作品展～二人の油彩画
家～小館善四郎・阿部合成展

10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

5/24 第2回 青い森県民俳句大会 13：00～ 150 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県現代俳句協会

6/3～28 階段ギャラリー「日常を楽しむ籐工芸～三上愛子作品展～」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

6/7
NPO法人「音楽ネット青森」第40回コンサート野宮淳子ソ
プラノリサイタル

14：00～ - 青森市民ホール NPO法人「音楽ネット青森」

6/12 きちんと伝えるための会話力養成講座 17：00～ 40 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 男女共同参画プラザ「カダール」

6/19～21 第11回青森県写真連盟展 10：00～ - 青森市民美術展示館 青森県写真連盟

青森市文化会館
332-A地区第55回年次大
会事務局


