
 

　　　　　　　　◆◇◆お問い合せ◆◇◆
     社団法人　青森観光コンベンション協会社団法人　青森観光コンベンション協会社団法人　青森観光コンベンション協会社団法人　青森観光コンベンション協会
  〒038-0012
  青森市柳川1-4-1 青森港旅客船ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ2F
  TEL.017-723-7211  FAX.017-723-7215
  ホームページ  http://www.atca.info/

ATCA NEWS  vol.124

Aomori Tourism & Convention Association 平成23年10月号

　東日本大震災の影響により特別ダイヤで運
していた東 新 が、 全 し、通

ダイヤでの運 となりました。通 ダイヤに る
ことで「はやぶさ」「はやて」が東 ー新 間
で約20分間短縮されることになります。
　新 ー東 間の 時間は、 5 「は
やぶさ」の登場により最短で3時間10分とな
り、2012 には時 最 320 、
3時間5分 となる 定です。

◆お囃子生演奏＆ハネト体験　　　　土日祝　11:00～,13:00～,15:00～
　　　　太鼓をたたける体験コーナーもあります
　※10/8(土)のみ11:30～、14:00～、16:00～
◆やさしいねぶた学　　　　10/2(日)　13:30～　入場無料
　講師／ねぶた師　千葉作龍さん *2011優秀制作者賞受賞

◆ワ･ラッセ工房の日　10/9(日)、10(月･祝)　10:30～、13:30～
　金魚ねぶたキットやミニねぶた面の色付け等、3種類のメニュー
　から選べます。
◆初心者向けねぶた囃子体験教室　10/12(水)、19(水)　19:00～
　予約制ですので、電話でお申込ください。
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９月２３日　東北新幹線通常ダイヤへ
～つながる、ひろがる、東北新幹線～

9 17日、18日に い で『 ・東 -1 ラン n 』が開催され、 の中64,500
の方にご 場いただ ました。 では のさらなる を する イベント
『AOMORI　FOOD　PARK』が同時開催され、七子八珍の会で”ほたて貝焼き味噌”を販売したところ、
500食以上を販売。全国各地からお越しになった方々に、七子八珍をPRするいい機会となりました。
12 から の「食べある フ 」を 施しますので、ど お楽しみに！

うまいものパーク＆みんなのステージ　＜ い ＞
日時　10 8日 　10:00 20:30

の まいもの、楽しいイベントが ュッと まった「 まいものパー 」。
お買い求めいただいた食材をその場で焼いて食べる「バーベキューコー
ナー」もあります。
また、仮装コンテストやよさこいなど楽しいパフォーマンスがたくさんの「み
んなのステージ」も開催します。

光のパレード　＜新町通りほか＞
日時　10 8日 　16:30 18:30

楽 や ・ による 楽やダンスによる
ウォーキングパレードと、 、 などが に装 や
を施したフロートパレードが れます。また、 の イン
をもとに、ねぶた の さんが したフロートもありますので、
お楽しみに！

ス ー 　＜ セン ーあ ねす＞
日時　10 9日 日 　10:00 18:00

りんごやカシスのスイーツを中心とした限定スイーツを販売します！光の
パレードに参加したフロートも展示！

１０月８日(土)
　　　～１０月９日(日）

ねぶたの家ワ・ラッセ　℡ 017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

※この他、ねぶたホールでは毎日『青森ねぶた祭2011』の映像を上映
　しています。10:00から1時間おき10分間上映／最終17:00



■平成23年9月22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。

・新 八甲田地 をま る 回バスが10 17
日まで運 されます。 は大 2,000円で、八甲田地
回のみの場合は1,000円となります。
バス は、 の 光 セン ーと
新 のあおもり 光 セン ーで販売しています。

【お問合せ先】
八甲田総合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀ-　☎017-764-5507
八甲田振興協議会事務局   ☎017-734-5153

からでも 日参加で る 「はまなすツ
ーバスの 」は、 の 光バスの 運 として8
8日から ・日・ 日に 施しています。9 23日 10

31日まで「ねぶたとりんご り ツ ー」、11 1日
24 2 29日まで新コースが運 されます。 日
は、新 のあおもり 光 セン ーで販売してい
ます。
　
【 】光 ツー スト　☎017-739-5589

日帰り 青森市内の「見たい」を巡る

　

　

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/1 平成23年度第10回医療・看護安全文化推進大会 13:00～ - 青森市民ホール （社）青森県看護協会

10/8 11:00～

10/9 9：00～

10/12 13:00～

10/13 9:00～

10/16 第20回青森県長寿研究会 10:00～ - 青森市民ホール 青森県医師会

10/20 第46回青森県養護教員研究大会 10:10～ - 青森市民ホール 青森県養護教員会

10/27 12:30 新青森県総合運動公園

10/28 9:30 ホテル青森

10/29 平成23年度第40回青森県看護学会 9:40～ - 青森市民ホール （社）青森県看護協会

11/1
第5回植物病害診断研究会及び平成23年度植物病理学
会東北部会

9:15～ 300 青森市民ホール 日本植物病理学会

11/7 平成23年交通安全青森県民大会 13:00～ - 青森市文化会館 青森県交通対策協議会

11/15 第60回青森県社会福祉大会 12:30～ - 青森市文化会館 青森県社会福祉協議会

2,500

平成23年度第80回全国民生委員児童委員大会 2,500 青森県民生委員児童委員協議会

第17回全国難聴者・中途失聴者福祉大会ｉｎあおもり 300 青森グランドホテル
全日本難聴者・中途失聴
者団体連合会

第6回全国市議会議長会研究フォーラムｉｎ青森 青森市文化会館 全国市議会議長会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/9～
10/10

青森県立美術館開館5周年記念「光を描く印象派展－美
術館が解いた謎－」

9:30～ - 青森県立美術館 印象派展実行委員会

10/2 第9回浅虫温泉オータムトレッキングinほたる湖 8:30～ - 浅虫ヨットハーバー管理棟前 青森観光コンベンション協会 浅虫支部

10/2 フリーマーケットｉｎガーラタウン 10：00～ - スポーツデポ前特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

10/6・12/1
「青森・温故知新塾」　青森県史・民俗編を読む
－青森県の『人の一生』－

19：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10/8・9 青森公立大学学園祭フリーマーケット 10：00～ -
青森公立大学
学生食堂内特設会場

みちのくリサイクル運動市民の会

10/8～11/20 企画展「詩人・村次郎展」 9:00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

11/1～
11/29

階段ギャラリー　「ハンドメイド・クリスマスの世界へようこ
そ」

9:00～ － 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

11/30～
12/4

平成23年度第4回青森市所蔵作品展 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

土・日・
祝日運行


