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この月間イベント情報は、青森県内の市町村が、青森県観光情報サイト 
「ａｐｔｉｎｅｔ(アプティネット)」に登録した情報を元に作成しており 
ます。 

イベントの詳細等については、記載の[問合せ先]に問い合わせください。 

■津軽笑っせ劇場【青森市】 
■2016 年 7 月 1 日（金） 
津軽民謡や三味線、手踊りなどの津軽伝統芸能が伊奈かっぺい氏のプ 

ロデュースにより披露されます。笑いと感動の公演は必見。前売券が完 
売の場合、当日券の発売がございませんのでご注意願います。 
[会  場]  ねぶたの家ワ・ラッセ 2F イベントホール 
[問合せ先]  青森市役所観光課  ☎017‒734‒5179 

■津軽鉄道・風鈴列車【五所川原市】 
■2016 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 
津軽金山焼の風鈴を客車内に吊るし、俳句の短冊を下げた涼 

味豊かな風鈴列車。 
[会  場]  運行区間：津軽五所川原駅～津軽中里駅 
[問合せ先]  津軽鉄道株式会社本社  ☎0173‒34‒2148 
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■ごしょがわら花菖蒲せせらぎまつり【五所川原市】 
■2016 年 7 月 2 日（土）～7 月 3 日（日） 
明治神宮株分けの  69 品種、3 万株の花菖蒲が咲き誇る公園で、 

さまざまなイベントが開催されます。 
[会  場]  菊ケ丘水郷公園 
[問合せ先]  ごしょがわら花菖蒲せせらぎまつり実行委員会 

☎0173‒35‒8546 

■Oh！だいば：うにの日【外ヶ浜町】 
■2016 年 7 月 3 日（日） 
会場では、新鮮な生ウニ丼が 2,000 円（当日券）で数量限定で販売されるほか、外ヶ 

浜漁協による魚介類等の販売や水産加工品、農産物等の販売が行われます。 
[会  場]  道の駅「Oh！だいば」駐車場 
[問合せ先]  平舘観光協会  ☎0174‒22‒2441 

■種差海岸観光まつり【八戸市】 
■2016 年 7 月 3 日（日） 
凧揚げ大会や海産物即売会などで夏を楽しむイベント。種差海 

岸天然芝生地で開催され、青い海と緑の芝生、そして種差海岸を 
吹き抜けるさわやかな風が初夏の訪れを感じさせてくれます。夜 
には花火の打ち上げも行います。 
[会  場]  種差天然芝生地 
[問合せ先]  種差海岸観光まつり実行委員会  ☎0178‒39‒3036 

■横町納涼夜店まつり【黒石市】 
■2016 年 7 月 6 日（水）～7 月 9 日（土） 
黒石市中心商店街にある横町通りにおいて「横町納涼夜店 

まつり」が開催されます。七夕のこの時期にたくさんの短冊 
や出店が立ち並びます。皆様お誘いあわせの上お越しくださ 
いませ。 
[会  場]  黒石市横町通り 
[問合せ先]  黒石商店街協同組合  ☎0172‒53‒6030
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■みさわ小川原湖水まつり【三沢市】 
■2016 年 7 月 17 日（日） 
小川原湖水浴場を舞台にフラダンスショーやキッズコ 

ーラス、小川原湖クイーンによる大抽選会、ヒーローシ 
ョーなど誰でも参加できるイベントが盛り沢山です。 
[会  場]  三沢市小川原湖水浴場の周辺 
[問合せ先]  ㈳三沢市観光協会  ☎0176‒59‒2311 

■外ヶ浜町港まつり 2016【外ヶ浜町】 
■2016 年 7 月 17 日（日） 
今年も外ヶ浜町港まつりが開催されます。よさこいや 

荒馬の披露のほか、楽しいステージイベントが催されま 
す。また、上磯の美味しい食が大集合し、旬の味覚をご 
堪能できます。見て、食べて、遊べる、子どもから大人 
まで楽しめるイベントです。 
[会  場]  蟹田漁港トップマスト周辺 
[ 問 合 せ 先 ]  外 ヶ 浜 町 役 場 産 業 観 光 課  ☎ 
0174‒31‒1228 

■クラシックカークラブ青森ミーティング in こみせ【黒石市】 
■2016 年 7 月 17 日（日） 
重要伝統的建造物群保存地区に選定された中町こみせ 

通りに懐かしい旧車 1975 年以前の車が、全国から 100 
台以上集合します。情緒漂う「中町こみせ通り」の景観 
とクラシックカーとが融合した光景は必見です。イベン 
ト終盤は参加車両による市中パレードでフィナーレを飾 
ります。 
[会  場]  中町こみせ通り、中心商店街 
[問合せ先]  黒石商店街協同組合  ☎0172‒53‒6030 

■黒石じょんから軽トラ市【黒石市】 
■2016 年 7 月 17 日（日）～9 月 18 日（日） 
軽トラックの荷台で黒石の野菜・果物・加工品などを販売するイベントです。複数台 

の軽トラック（お店）が立ち並ぶ様子は市場そのもの。黒石の魅力を集めたにぎやかな 
市場です。 
[会  場]  黒石市産業会館隣 
[問合せ先]  (一社)黒石観光協会  ☎0172‒52‒3488
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■第１回みちのく津軽ジャーニーラン 200K 
【弘前市、黒石市、藤崎町、田舎館村、五所川原市、鯵ヶ沢町、板柳町、鶴田町、中泊町】 
■2016 年 7 月 17 日（日）～7 月 18 日（月） 
津軽地方を２００キロ走るランニングイベント。弘前駅をスタートし鰺 

ヶ沢や五所川原、黒石、田舎館村などを周りさくら野百貨店弘前店を目指 
します。 
[会  場]  スタート：JR 弘前駅中央口前 

ゴール：さくら野百貨店/ホテルリコルソ弘前 
[問合せ先]  大会事務局  ☎049‒294‒5603 

■弘高ねぷた【弘前市】 
■2016 年 7 月 20 日（水） 
各クラスで一台のねぷたを制作し、夕暮れの中を煌々と 

灯りをともして、市内を運行するねぷたは、市民にも愛さ 
れ、津軽に夏の到来を告げる風物詩です。 
[会  場]  弘前高等学校～市内 
[問合せ先]  青森県立弘前高等学校  ☎0172‒32‒0251 

■大鰐温泉サマーフェスティバル【大鰐町】 
■2016 年 7 月 22 日（金）～8 月 17 日（水） 
古くから土用の丑の日に行われてきた 「丑湯まつり」を発展させたイベントです。伝統に則った 

温泉祈祷式をはじめ、町の中心を流れる平川の親水公園や、あじゃら山麓(さんろく)等で各種イベン 
トが開催されます。参加しても見ても楽しいイベントが盛りだくさんです。 
[会  場]  町内一円（メイン会場は平川親水公園） 
[問合せ先]  大鰐温泉サマーフェスティバル実行委員会事務局（大鰐町役場企画観光課 

内）☎0172‒48‒2111 

■サマーフェスティバル 2016【六戸町】 
■2016 年 7 月 22 日（金）～7 月 23 日（土） 
ビール天国（ビアガーデン）の他、イベントを多数開催 

します。 今年は、 ベリーダンスショーや六戸町太鼓団体 「囃 
子や一」によるお囃子太鼓が楽しめます。野外で開放的に 
生ビールを堪能しながらお楽しみください。 
[会  場]  六戸町総合体育館駐車場 
[問合せ先]  六戸町観光協会  ☎0176‒55‒4495
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■うれし！たのし!!こけし!!!ポケットこけしパークへようこそ！【黒石市】 
■2016 年 7 月 23 日（土）～8 月 28 日（日） 
全国 100 名以上の伝統こけし工人が製作する、4 寸(12cm 以下)のこけし 

を展示・即売いたします。こけし作りの実演や、絵付け体験などさまざまな 
イベントをご用意しております。 
[会  場]  津軽こけし館  多目的ホール 
[問合せ先]  津軽こけし館  ☎0172‒54‒8181 

■仏ヶ浦まつり【佐井村】 
■2016 年 7 月 24 日（日） 
佐井村を代表する景勝地である仏ヶ浦は、古くから 

地元の人々の信仰の場所として大切にされてきました。 
亡くなったものの魂は、まずこの場所を通ってから天 
に向かうとも言われています。仏ヶ浦海岸には地蔵堂 
が建てられ、毎年  7 月  24 日には仏ヶ浦まつりと称し 
て礼拝が行われます。地元の女性が集まり、海岸に点 
在する地蔵や奇岩へご詠歌を奉納します。また、数人 
で輪になり、お唱えしながら長い数珠をみなで廻しま 
す。[会  場]  仏ヶ浦 
[問合せ先]  佐井村観光協会  ☎0175‒38‒4515 

■ちびっ子ねぷたのお通りだい！【弘前市】 
■2016 年 7 月 24 日（日） 
弘前ねぷたまつりのオープニングとして「ちびっ子ねぷ 

たのお通りだい」を開催します。次代を担う子供たちのま 
つり参加の意識を高め、後継者育成を目指し、さらには、 
子供たちの発表の場として、家族や地域全体でまつりを盛 
り上げます。 
[会  場]  土手町通り 
[問合せ先]  ちびっこねぷたのお通りだい実行委員会事務局(弘前青年会議所) 

☎0172‒34‒4458
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■温湯温泉丑湯まつり【黒石市】 
■2016 年 7 月 24 日（日） 
土用の頃に毎年実施される「丑湯まつり」は、鶴の 

湯で親しまれる共同浴場周辺で行われます。 前夜祭に 
あたる日は宵宮があり、 当日は丑の御神体を乗せた神 
輿を子供達が引きます。 入湯式ではその丑をなでた手 
で自分の悪いところを触ると治ると言われているた 
め、湯治客らは先を競って御利益を求めます。450 
年以上もの歴史ある温湯温泉ならではの伝統行事で 
す。 
[会  場]  温湯温泉  温湯共同浴場  鶴の湯 
[問合せ先]  丑湯まつり事務局  ☎0172‒54‒8322 

■深浦マグロ料理グランプリ２０１６【深浦町】 
■2016 年 7 月 24 日（日） 
深浦マグロステーキ丼公式提供店舗が、半年にわたり開発した選りすぐ 

りの全９品（各５００円）を、ご来場の皆様にお召し上がり・審査いただ 
きます。 
[会  場]  深浦町役場駐車場「特設会場」 
[問合せ先]  深浦マグロ料理推進協議会  ☎0173‒74‒4412 

■川倉賽の河原地蔵尊例大祭【五所川原市】 
■2016 年 7 月 25 日（月）～7 月 27 日（水） 
大小約 2,000体の地蔵様がまつられている川倉賽の河原 

地蔵尊の例大祭には、 県内外から多くの参詣客が訪れます。 
[会  場]  川倉賽の河原地蔵尊 
[問合せ先]  賽の河原地蔵尊事務所  ☎0173‒53‒3282
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■つがる市ネブタまつり【つがる市】 
■2016 年 7 月 26 日（火）～7 月 28 日（木） 
青森県内各地で行われるねぶた祭りの中で、7  月下旬に 

県内の先陣を切って開催されるのがつがる市ネブタまつり 
です。市民手作りの個性豊かなネブタが出陣し、威勢のい 
い「喧嘩太鼓」で町内を練り歩き、つがるの夏を彩ります。 
[会  場]  つがる市木造地区 
[問合せ先]  つがる市ネブタまつり実行委員会 

☎0173‒42‒2449 

■みさわ七夕まつり【三沢市】 
■2016 年 7 月 29 日（金）～7 月 31 日（日） 
約 900m にわたる中心商店街を主会場に開催されます。 

伝統的な七夕飾りのほか、基地の街みさわならではの航 
空機やアニメ、世相を反映した飾り付けで楽しませてく 
れます。また、アメリカ広場イベント会場では、ゲスト 
ライブやヒップホッピライブ、ダンスコンテストが行わ 
れます。米軍三沢基地と共存する三沢市のアメリカンテ 
イストなイベントが人気です。 
[会  場]  アーケード商店街、アメリカ村商店街、アメリカ広場 
[問合せ先]  三沢市商工会  ☎0176‒53‒2175 

■【黒石まち歩き】黒石ねぷた見学ツアー〈ねぷた絵のお土産付〉【黒石市】 
■2016 年 7 月 30 日（土） 
情緒ある黒石の町は、 道が狭い分ねぷたを沿道から間 

近で見ることができます。 コース沿いの民家を貸し切っ 
て、 まるで我が家で見るように大迫力の黒石ねぷたをゆ 
ったりと鑑賞できます。 絵師が描いたねぷた絵のお土産 
付きです。 
[会  場]  松の湯交流館 
[問合せ先]  NPO 法人  横町十文字まちそだて会  ☎0172‒59‒2080
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■南郷サマージャズフェスティバル 2016【八戸市】 
■2016 年 7 月 30 日（土） 
25  年以上の歴史を持つ、東北最大級のジャズフェス 

ティバル。国内外からジャズのトップアーティストたち 
が集い、夏空を焦がす熱い演奏を繰り広げます。これま 
で、日野皓正氏、大西順子氏、渡辺貞夫氏、ボビー・コ 
ールドウェルら錚々たるアーティストが参加。トップク 
ラスの演奏を聴きに、全国からジャズファンが 2000 人 
以上も訪れます。南郷が「ジャズの里」と称される所以 
です。27 回目を迎える「南郷サマージャズフェスティバル 2016」は、注目のベーシス 
ト  リチャードボナさんや、１７年ぶりの出演となる大西順子さん、お馴染みの日野皓 
正さん、そして初出演の Jazz  Lady Project の皆さんや NAOTO さんなど、バラエティ 
に富んだ豪華出演者が南郷の夏を盛り上げます。 
[会  場]  カッコーの森エコーランド 
[問合せ先]  南郷ジャズフェスティバル実行委員会  ☎0178‒82‒2111 

■ダム湖ふれあいデー【黒石市】 
■2016 年 7 月 31 日（日） 
このイベントは、7 月  21～31 日の「森と湖に親しむ旬 

間」にちなんで、毎年夏休み最初の日曜日に開催されてい 
ます。ダム堤体内を見学しながらのクイズラリーや、虹の 
湖公園ではイワナのつかみ取り、キャラクター・ショーの 
ほか、ダム湖周遊船などが人気を呼んでいます。 
[会  場]  虹の湖公園ふれあいの広場、ダムサイト公園 
[問合せ先]  浅瀬石川ダム管理所  ☎0172‒54‒8782 

■八戸三社大祭【八戸市】 
■2016 年 7 月 31 日（日）～8 月 4 日（木） 
およそ  290  年の歴史と伝統を誇る八戸地方最大のお 

祭りで、国指定重要無形文化財にも指定されています。 
27  台もの豪華絢爛な山車絵巻や、古式ゆかしい神輿行 
列、虎舞などが見る人を魅了します。 
[会  場]  八戸市中心街 
[問合せ先]  (公社)八戸観光コンベンション協会 

☎0178‒41‒1661
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□その他の観光情報はこちらで紹介しています。 
■青森県観光情報サイト「アプティネット」 
http://www.aptinet.jp/index.html 
■  フェイスブックページ「青森県観光情報」 
http://www.facebook.com/aomorikanko 
発行  青森県観光連盟  観光振興グループ  ☎017‒722‒5080


