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◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益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ビル 2F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

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

青森市観光キャラクター　ねぶたん

個人観覧席 先行抽選販売 ５月１日から
青森市で開催される東北六魂祭のメインイベント「東北六魂祭パレード」
観覧席を①５月１日（日）～②５月２９日（日）～の２回に分けて販売します。

ｅ＋（イープラス）ウェブサイトに会員登録（無料）のうえ、お申込みくだ
さい。電話や店頭でのお申込みはできません。当選した場合のお支払・発
券はファミリーマートのみとなりますのでご注意ください。

■ｅ＋（イープラス）で購入／ファミリーマート店頭、インターネット
■チケットぴあで購入／店頭（ぴあのお店・サークルＫサンクス・
　　　　　　　　　　　   セブンイレブン）、電話予約、インターネット

【日　　　時】6/25（土）17:00 ～ 19:30（予定）

【日　　　時】6/26（日）12:30 ～ 14:45（予定）

【会　　　場】パレード…青い森公園前～青森銀行本店前

【会　　　場】有料観覧エリアは青い森公園～柳町交差点（予定）

【観覧席料金】お一人様 2,600 円（税込）

【申 込 枚 数】１～９枚

≪お問合せ先≫六魂祭について：青森市観光課☎017-734-1111 ㈹
　　　　　　　観覧席について：青森観光コンベンション協会☎017-723-7211

４/２９（金・祝）～５/８（日）
■期間■

ＧＯ！ＧＯ！ウィーク２０１６

★ねぶたん・ハネトンと遊ぼう
①10:00 ②14:00

★被災地へ届けよう！ぬりえ１００円募金
　9:00 ～ 16:00

★ねぶたポスター展 第２弾
　9:00 ～ 18:00

★ワ・ラッセ工房スペシャル
①10:30 ～ 12:00 ②13:30 ～ 15:00

★ねぶた囃子実演＆ハネト体験
①11:00 ②13:00 ③15:00

被災地へ届け !! 津軽の魂
津軽三味線スペシャルライブ
5/3 ～ 5/5  13:45 ～ 14:30

【出演者】

■毎日開催 ■特別開催

5/2,6 はお休み

ねぶたの家ワ・ラッセでは、４月２９日 ( 金・祝) ～５月８日 ( 日) のゴールデンウィークを「ワ・ラッセＧＯ！ＧＯ！
ウィーク」とし、様々なイベントを開催します。ぜひご来館ください！

６/２５（土）・２６（日）

■開催日■

｝※変更となる
　場合があります

①プレオーダー（先行抽選）受付期間/５月１日（日）１０：００～５月８日（日）１８：００

②一般発売（先着順）受付期間/５月２９日（日）１０：００～６月１９日（日）１８：００
※予定枚数に達した時点で終了

インターネットの利用ができない、お近くにファミリーマート店舗がないなどの理由でプレ

オーダーをご利用いただけない場合は、5 月 29 日からの一般発売（先着順）へお申込みください。

※詳しい購入方法はホームページ「あおもり案内名人」をご覧ください※

8/2・3

8/7（昼のみ）

8/4・5・6

8/7（昼夜セット）

◎ 空席あり

△ 残りわずか

４月２１日現在

料金／お一人様２，６００円
　　　※税込、パンフレット付
人数／１０名以上
申込／申込用紙に必要事項を記入し
　　　FAX にて申込みください。用紙
　　　は青森ねぶた祭オフィシャルサ
　　　イトからダウンロードできます。
ＨＰ／ http://www.nebuta.jp/

青森ねぶた祭
団体観覧席受付状況

10名～
申込人数

※申込方法に応じて別途手数料等がかかります。

ねぶた祭オフィシャルサイトのバナー広告
を募集いたします。６月～８月の３ヶ月契
約と年間契約がございます。

青森ねぶた祭オフィシャルサイトに
バナー広告を掲載しませんか？

◆トップページ上部

　３ヶ月契約（６～８月）…97,200 円

　年間契約…194,400 円

◆トップページ下部

　３ヶ月契約（６～８月）…32,400 円

　年間契約…64,800 円

料金（税込） ６月～８月は
３０万アクセス !!

5/3 渋谷幸平、5/4 下山昭義

5/5 津軽三味線日本一決定戦

　　 新チャンピオン（5/4 決定）

５/３～５は全世界の小・中学生入場無料 !!
・・・

「こどもの日」スペシャル

個人観覧席（９名以下）は７月上旬に発売予定

入場無料!!



開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

5/21～22 第2回日本伐木チャンピオンシップ 9:00 2,000 モヤヒルズ 日本伐木チャンピオンシップ実行委員会

5/22 日本盲人会連合　第69回全国盲人福祉大会「青森大会」 9:45 1,000 リンクステーションホール青森 青森県視覚障害者福祉会

5/28 日本死の臨床研究会東北支部会 14:00 - リンクモア平安閣市民ホール ときわ会病院

5/31
青森県保健協力員会等連絡協議会　平成28年度総会
平成28年度保健協力員研修会

12:45 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県国民健康保険団体連合会

6/3 日本造園組合連合会青年部　第36回総会・全国大会 14:00 180 青森国際ホテル 日本造園組合連合会青年部

6/9 青森県食生活改善推進員連絡協議会　総会並びに研修会 10:30 - リンクステーションホール青森 青森県食生活改善推進員連絡協議会

6/11 9:00

6/12 9:00

6/18 平成28年度青森県看護協会　通常総会及び職能集会 10:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県看護協会

6/18 13:00 ホテル青森

6/19 9:00 リンクステーションホール青森
第53回重症心身障害児（者）を守る会 1,000 全国重症心身障害児（者）を守る会

250 リンクステーションホール青森 日本オストミー協会日本オストミー協会　第28回全国大会（青森大会）

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

～5/5 青森春まつり 合浦公園・野木和公園 パークメンテ青い森グループ

～5/8 ワ・ラッセGO!GO!ウィーク2016 9：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

～5/25 三上強二寄贈資料展 9：00～ 青森県近代文学館 青森県近代文学館

～6/5
青森県立美術館開館10周年記念
「ｵﾄﾞﾛｲﾃﾓ、おどろききれない 森羅万象：棟方志功とその時代」展

青森県立美術館 青森県立美術館

5/1 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

5/1 フリーマーケットin青森コロナワールド 11：00～ 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

5/1～5 モヤヒルズアウトドアフェスタ 10：00～ モヤヒルズ モヤヒルズ

5/3～4 第10回津軽三味線日本一決定戦 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

5/3～5 わくわくペット&グリーンフェスタ2016in青森 10：00～ 青森産業会館 マックエージェンシー

5/4 ワ・ラッセ西の広場

5/5 青森市中心商店街

5/6 津軽笑っせ劇場 ねぶたの家ワ・ラッセ 青森市観光課

5/14 映画上映会「遠足」 14：00～ 県民福祉プラザ 国際芸術センター青森

5/15 フリーマーケットinイオンタウン青森浜田 10：00～ イオンタウン駐車場 みちのくリサイクル運動市民の会

5/18 ㈱丸大冷蔵・小田川合同展示商談会 9：00～ 青森産業会館 丸大冷蔵

5/20～23 日本海骨董&大蔵ざらえ 10：00～ 青森産業会館 タス

6/8 2016HCF食彩展 青森産業会館 服部コーヒーフーズ

6/11～12 青森ドラッグストアショー2016 10：00～ 青森産業会館 丸大サクラヰ薬局

6/25～26 東北六魂祭2016青森 青森市中心部 青森市観光課

6/28
カダール・カンファレンスコーナー学ぼう語ろう男女共同参画
第1回「夫婦別姓」

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

6/30 カダール映画の日2016　「裸足のギボン」無料上映会 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

-

開始時間

18：00～

15：00～

①10：00～
②13：30～
③18：30～

5/31まで9：30～
6/1から9：00～

-

10：00～

-

10：00～

AOMORI春フェスティバル
9：30～

青森商工会議所

■平成２８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致します。

イベント情報

コンベンションカレンダー

まちなかレンタサイクル貸出開始
期間／ 4 月 23 日（土）～ 10 月 31 日（月）

時間／ 10 時～ 17 時 ※駅前駐輪場のみ 9 時～

場所／青森駅前駐輪場、パサージュ広場、

　　　アスパム、ワシントンホテル、ホテル青森

料金／ 1 回 300 円 ※初回利用時のみ身分証明書が必要

ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル 大型ねぶた出陣！５/４・５開催

 ねぶた祭とよさこいが競演する世紀のコラボイベント「ＡＯＭＯＲＩ春フェスティ
バル」が今年も開催されます。ベリーダンスや大型ねぶた展示体験、地産地消食堂
など世代を超えて楽しめるイベントが満載です。４日の大型ねぶた展示と５日のパ
レードには、竹浪比呂央氏制作「つがる新田 信政公と水虎様」が出陣します。

■ワ・ラッセ西の広場
　４日 15:00 ～ 18:00
■柳町通り
　５日 13:00 ～ 16:00

■青森駅前公園
　５日 9:30 ～ 12:00
■パサージュ広場
　５日 13:00 ～ 16:00

■昭和通り
　５日 10:30 ～ 15:30
■新町キューブ
　５日 13:30 ～ 15:00

■新町通り
　５日 12:00 ～ 16:30

各会場イベント開催時間

お問合せ　017-734-1311
ホームページ　http://www.harufes.com/

第14回縄文の杜あおもりツーデーマーチ

八甲田山と<津軽・下北>２大半島ウォークｉｎねぶた
開 催 日：7/31（日）・8/1（月）
主 会 場：八甲田丸広場
申込締切：郵便の場合 7/1（金）必着※直接のお申込は 7/1 以降も随時受付

申込・問合：事務局（日専連旅行センター内）青森市新町 2-7-16
　　　　　TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700

詳細は下記までお問合せください


