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平成２９年１０月号

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

１０月イベント情報

申

青森市観光キャラクター　ねぶたん

あおもり秋イベント情報あおもり秋イベント情報
青森秋まつり
秋野菜・花の販売、フリーマーケット、露店、
ステージイベントなど家族で楽しめるイベン
トが盛りだくさんです。
【会期】 10/8（日）~10/9（月・祝）
【時間】 9:00~16:00（9 日は 15:00 まで）
【会場】 合浦公園
【問合】 パークメンテ青い森グループ

☎017-741-6634

雲谷新そばまつり
雲谷地区で採れた新そばを味わいません
か。 そば打ち体験会（要事前申込）や、
そば粉 ・ そば打ち道具を使ったお菓子の
販売も行われます。
【会期】 10/7（土）~10/9（月・祝）

10/14（土）~10/15（日）
【時間】 10:00 ～ 16:00
【会場】 モヤヒルズ
【問合】 同上　☎017-764-1110

あおもり秋の大収穫祭スタンプラリー
市内各地で行われる食に関連した対象イベントをめぐりスタンプを集めると、 市特産
品があたる抽選に応募できます。
【会期】 9/12（土）~11/26（日）
【対象】 市場まつり（10/1）、 青森秋まつり（10/8~9）、 アップルヒル秋の大収穫祭

（10/7~9）、 あおもりマルシェ（10/15）、 新そばまつり（11/3~4）、 大農林水産
祭（11/11~12）、りんご大市（11/22~23）、アップルヒルりんごの祭典（11/25~26）

【問合】 あおもり産品販売促進協議会　☎0172-26-6102

八甲田紅葉バス
八甲田山雪中行軍遭難史実関連地を巡り、 八甲田の紅葉を楽しめます。
【運行日】 10/7（土）~10/15（日）の土日祝日
【ルート】 市街地→八甲田山雪中行軍遭難資料館 ・幸畑墓苑→雪中行軍遭難

記念像・鹿鳴庵→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→青森市街地

【申込】 JTS みちのく㈱　☎017-752-1705

八甲田
紅葉情報
9/26 現在

山頂 :見頃

中腹 :４分色付き（見頃予想１０月１０日前後）

山麓 :４分色付き（見頃予想１０月中旬～下旬）

●あおもりマスコットキャラ秋の体育祭
青森市のねぶたんなど県内のマスコットキャラによる大運動会。

かわいいマスコットキャラたちがかけっこ競争やチーム別対抗リレーの競技を繰り広げ、

“スポーツの秋”を盛り上げます。

記念撮影＆握手会も開催！

◇日時／１０月９日（月・祝）　①１１：３０～１２：００　②１３：３０～１４：００

◇会場／西の広場

●第７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・中学生の皆様を対象にオリジナルねぶた下絵を大募集！

入賞作品はワ・ラッセで展示公開されるほか、最優秀賞を受賞した作品２点（小学生部門・

中学生部門各１点）は、ねぶた師監修のもとで中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。

詳細はねぶたの家ワ・ラッセホームページをご覧ください。

◇募集締切／１１月１９日（日）必着

●ワ・ラッセ工房
ミニ金魚ねぶたなどの工作（教材費有料）

◇日時／１０月８日（日）・１０月２２日（日）

　　　　①１０：３０～１２：００　②１３：３０～１５：００

◇会場／１階エントランスホール

第６回最優秀賞作品【小学生部門】

第６回最優秀賞作品【中学生部門】



■平成２９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。

イベント情報

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

10/7～9 第44回JCOA研修会　日本臨床整形外科学会～北のまほろば青森～ 16:00 340 リンクステーションホール青森、ホテル青森 第44回JCOA研修会北のまほろば青森実行委員会

10/11～13 第635回建設技術講習会 - 350 リンクステーションホール青森 (一社)全日本建設技術協会

10/13 第58回全国専修学校各種学校総連合会東北ブロック青森大会 13:30 100 国際ホテル 青森県専修学校各種学校連合会

10/15 第26回青森県長寿研究会 9:00 - リンクモア平安閣市民ホール (公社)青森県医師会

10/21 第56回日本薬学会東北支部大会 8:00 200 青森大学 第56回日本薬学会東北支部大会実行委員会

10/25 第26回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会 13:30 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県暴力追放県民センター

10/26
10/27

第81回全国学校歯科保健研究大会
13：00
9：15

1,000 リンクステーションホール青森 (一社)日本学校歯科医会

10/28～29 第7回東北放射線医療技術学術大会 - 500 リンクステーションホール青森 (公社)青森県診療放射線技師会

11/6～9 第18回核融合炉材料国際会議（ICFRM-18） 9:00 リンクステーションホール青森 ICFRM-18組織委員会

11/11 第46回（平成29年度）青森県看護学会 未定 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県看護協会

11/24 平成29年度青森県農業委員会大会 12:30 - リンクステーションホール青森 青森県農業会議

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

9/30～10/1 古川市民センターまつり＆古小まつり 古川市民センター 古川市民センター

9/30～10/1 中央市民センターまつり 中央市民センター 中央市民センター

10/1 第15回浅虫温泉オータムトレッキングinホタル湖（要申込） ほたる湖 浅虫温泉観光協会

10/1 キッズアンガーマネジメント講座（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/1 田代高原きのこ祭り 又兵衛の茶屋・銅像茶屋 東八甲田観光開発協議会

10/2～/30
*8日は休館

アコール階段ギャラリー「大川伴子写真展
Colorful Flowers～あおもりを彩る可憐な花たち～」

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/7
青森市男女共同参画都市宣言記念月間事業ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ
＆水無田気流講演会「居場所のない男、時間のない女」

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

10/7～10 雑貨バーゲン 青森産業会館 グットヒル

10/7～9
10/14～15

雲谷新そばまつり モヤヒルズ モヤヒルズ

10/8～9 青森秋まつり 合浦公園 パークメンテ青い森グループ

10/12 イキイキ笑顔で楽しく!!子育て応援講座（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/12～15 第47回青森県教職員美術展覧会 協同組合タッケン美術展示館（青森市民美術展示館） 青森県教育厚生会

10/14～15 新車ディーラー合同中古車フェア 青森産業会館 ㈱RABサービス

10/20・21 DV被害―女性や子どものトラウマとその支援 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

10/26
カダール映画の日2017
「海角七号　君想う、国境の南」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

10/28 誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/29 親子パン教室　自家製天然酵母を使ったホットケーキ作り（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/29 おでかけライブin青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア

11/2～29
*12日は休館

アコール階段ギャラリー「MIMY作品展　スイーツデコ」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/4～11/5 秋のディーラー合同中古車フェア 青森産業会館 青森朝日放送

11/11 男の生き方塾①青い森病院院長講演会「元気の出る話」他 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

11/11～12 第8回津軽海峡交流圏　大農林水産祭 青森産業会館 ぜ～んぶあおもり大農林水産祭実行委員会

11/15・22 ステンドグラス講座　クリスマスのミニランプ（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/18 男の生き方塾②映画鑑賞＆しゃべり場 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

11/21 2017世界最強タッグ決定リーグ戦 青森産業会館 全日本プロレスリング

11/25 男の生き方塾OP「うたごえ“おやじ喫茶”」 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

11/25～27 日本海骨董＆大蔵ざらえ 青森産業会館 タス10：00～
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２０１７東北復興大祭典なかの

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。
イベントでは、中型ねぶた「独眼竜」（制作：内山龍星）が
運行されます。
【ねぶた展示・運行スケジュール】
日時／１０月２８日（土）１７：３０～１８：３０予定
　　　１０月２９日（日）１３：００～１４：００予定
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

青森＆南北海道を盛り上げる女性グループ「津軽海峡
マグロ女子会」が青函エリアの魅力発見イベント「マ
グ女のセイカン♡博覧会」を開催します。まち歩き、
グルメ、手作り体験などの多彩なプログラムを、地元
を知り尽くした「マグ女」がご案内します。プログラ
ムの内容等詳細はホームページをご覧ください。

期間／１０月１日（日）～１１月１７日（金）

ＨＰ／ http://magujyo.link/

秋は多くの学会・大会が開催されるコンベンションシーズンです。“おもてなし”の心でお迎えしましょう。


