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　冬期間、雪のために閉鎖されている八甲田・十和田ゴールドラインの開通前に実施する特別イベント『八甲田”雪の回廊と温泉”
ウォーク を も開催します。 さ にも及ぶ雪の回廊を を歩いた後は っくり温泉に っていただきます。
　 出発 コース、八 出発 コース、 前出発 コースの全 コースご 勪していますので、
ぜひ、ご家族、ご友人など、皆さまお誘い合わせのうえご参加ください！

【お申込先】　日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森
　 市新町2-7-16（ 時間　月 　 :30 18:30 土日祝 み）
　TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700

火 水 木

大人(中学生以上)　３,９００円　　　　小学生 ２,５００円（未就学児童…無料）

各コース参加料　（税込、移動バス代・入浴料含む）

おおおお申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間
2/12/12/12/1(火)(火)(火)(火)～3/17～3/17～3/17～3/17(木)(木)(木)(木)

昨年昨年昨年昨年からからからから参加料参加料参加料参加料をををを
値下値下値下値下げしましたげしましたげしましたげしました

青森出発コースには、
スノーシュー（西洋かん
じき）を使って散策する
コースもあります。

★インターネットからもお申込できます　あおもり案内名人　http://www.atca.info/ 八甲田ウォーク

　 月５日に ねぶた祭を ・ 承するための 勷施設『ねぶたの家ワ・ラッセ がオープンしました。開館セレ ニーには 内市
、勫 勿 事、 名当 会会 ら 130名が参加し、 ープカットと 時に大型ねぶたに かりが灯され、オープン 日は

2,500人の来館者で賑わいました。
　オープンから 日 の 月10日に コーナー 場者数が 勦人となり、 月1 日には２勦人を 成。館内には毎 され
た大型ねぶた５台を常設展示するほか、ねぶた祭の歴史・制作過程の紹介や、ねぶた制作者それぞれの個性を発揮したねぶたの面
を展示しています。また、土日祝日は囃子方の演奏に合わせてハネト体験もでき、ねぶた祭をたっぷりと体感できます。
　ワ・ラッセのオープンにより、八甲田丸、 勿観光物産館アスパムの 展示コーナーが 勣で 場できる「 ベイ リア周
券」（大人1,300 ）が しました。 館で通常より600 お になっておりますので、 ご ください。

ねぶたの家　ワ・ラッセ　　 市勣方1-1-1　℡ 017-752-1311　http://www.n ta. p/wa a /

青森ねぶた祭を担っていく子どもたちを育むために、小学生以
上を対象とした｢ねぶた囃子体験教室｣を実施します。初心者向
けの教室となっていますので、楽しく覚えることができます。

　●開催日　毎月第2、第3水曜日
　●場　所　ねぶたの家ワ･ラッセ　交流学習室
　●時　間　19:00～21:00
　●参加料　無料
　●定　員　笛、太鼓、手振り鉦の各パート20名
　　　　　　（先着順。定員になり次第受付終了）
　●対　象　小学生以上（中学生までは保護者同伴）
　●講　師　青森ねぶた運行団体協議会　囃子委員会
　※申込み、詳細は、ねぶたの家ワ・ラッセまで

ワ・ラッセ友の会は、ねぶた文化の応援団として継承発展に
貢献する活動をしております。
【 】 （税込）
【特典】 コーナー（ねぶたミュージアム・ねぶたホー
            ル） のご 場がご 人様に り1 間 と
            なります。
　       者は団体 が となります。
　       ③ねぶた祭公式ガイドブック1部進呈（7月発送）
　       ④ねぶたカレンダー1部進呈（7月発送）

会員募集中！
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　ねぶたの家ワ・ラッセのオープニング企画
として、大型ねぶたの制作者10名による
「ねぶた面づくり教室」を2回開催しました。
　 回の1月8日 日は子ども17名、
大人 名の26名、2回 の1月15日
16日には子ども11名、大人12名の23名が参加しました。
　制作者は骨組みや紙貼りなどの制作工程を分かりやすく丁寧
に指導し、最後には完成した作品を持って制作者と一緒に全員
で しました。
　制作者から直接教えてもらえる貴重な機会に、参加者は充実
した時間を過ごせたのではないでしょうか。

　 リアに新たにオープンした「ねぶたの家ワ・
ラッセ」、工房と市場の複合施設「AーFACTORY」が、
「アスパム」から「八甲田丸」の導線上に位置することか
ら、施設間の連携及び活性化に向けた振興対策とし
て、1月3日より3月30日までの3ヶ月間、男性7名のス
ノーパトロール隊が冬期間における観光施設間の融歩

の 、各 イベント の 、観光案内、和かん
き体験などの活動を っています。

和和和和かんじきかんじきかんじきかんじき体験体験体験体験ができますができますができますができます

時間　10:00 15:00
体験 　
期間　1月中 3月上 （ 雪 によります）

　 ※体験時間等は受付時にご相談ください。
【問合せ・受付】
　みなと案内所（八甲田丸前）℡.017-722-5528

スノーパトロール隊が登場！
港湾エリアで活動しています

2/10 [木],11 [金･祝],12 [土]　17:00～21:00　中心商店街で開催

　新 線新 開 事 の冬イベントとして「あおもり食と灯り
の祭 」を開催します。 ならではの な「食」の 、
的な雪景色の中での「灯」を演出するとともに「冬ねぶたのパレード」など
を実施します。
　また、 前公園、ワ・ラッセ、新町通りではキャンドルやかまくら、 ね
ぶたのイルミネーションが街を照らします。

あおもり雪の"街"フェスタ２０１１

「第３３回青森冬まつり」
2/12 [土],13 [日] 9:00～16:00 青森市合浦公園で開催

　 で33回 を える 冬まつりは、 も合
公園を会場に開催されます。
　雪の大型すべり台、手作りアイスクリーム体験、餅つき
体験、動物ふれあいコーナー、乗馬体験、棒パンコー
ナー、雪上サッカー大会など、子どもから大人まで楽しめ
るイベントが盛りだくさんです。

七子八珍食べある記あったかフェア好評開催中　　　平成23年平成23年平成23年平成23年2月28日2月28日2月28日2月28日(月)(月)(月)(月)までまでまでまで

　「あったかい と、あったかい勴持ちで、おもてなし！」を ー に、七子八珍の食 を った温かい
を しているお店41店 で、キャンペーン期間中にお食事していただき、アン ートハガキに え

て応募すると、抽選で特産品やキャンペーン参加店のお食事券が毎月70名様に当たります。
　12/1 12/31までの応募 数は1,031 （ より173.2 増）で、 市内の方からの応
募が大幅に増えたほか、東京都や首都圏周辺の方からも数多くご応募いただきました。
　キャンペーンは、２月末まで開催しておりますので、各参加店が工夫を凝らしたいろいろな七子八珍メ
ニューをお楽しみください。

　★詳しくはホームページ　あおもり案内名人http://www.atca.info/　をご覧ください。

・冬ねぶた 1 :00 1 :20 アスパム通り・新町通り（1 :20 20:00は展示）
・雪 台街　 17:00 20:00 新町まちまちプラザ周辺
・ウェルカムイベント　 13:00 15:00 八甲田丸連 線通 で かしの 展
　　　　　　　　　　　　　13:00 16:00 R新 で新 線 時に 勫 線演奏



■平成23年1月20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。

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

2/3 全国商工会議所観光振興大会2010inあおもり 13：30～ 1,000 青森市文化会館 青森商工会議所

2/3 全国商工会議所観光振興大会in青森交流会 18：30～ 1,000 ホテル青森 青森県商工会議所連合会

2/9・10 第64回北日本病害虫研究発表会 9：15～ - 青森市民ホール 第64回北日本病害虫研究発表会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

12/4～3/21 東北新幹線全線開業記念　冬のコレクション展 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

1/15～2/20 青い森に連れてって　色・形・音のインスタレーション 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

1/15～3/13 新収蔵資料展　蘭繫之の世界 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

1/22～3/21 青森県立美術館開館5周年記念展　芸術の青森 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

2/1～26
階段ギャラリー　「津軽の女性（ひと）の手仕事　～こぎん
刺しと裂織～」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/1 サークル体験講座「ちりめんでつくるおひなさま」 9：30～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/5 おチビとパパの遊び方教室＆ミニ運動会 10：30～ - アウガ5F AV多機能ホール 働く女性の家「アコール」

2/5 第32回ＮＨＫ東北民謡コンクール青森県大会予選会 13：30～ - 青森市民ホール ＮＨＫ青森放送局

2/5～7 第23回棟方志功賞版画展 10：00～ - 青森市民美術展示館 青森市教育委員会事務局

2/6 第32回ＮＨＫ東北民謡コンクール青森県大会 14：00～ - 青森市民ホール ＮＨＫ青森放送局

2/10～12 あおもり食と灯りの祭典～あおもり雪灯りまつり～ 17：00～ - 青森市中心商店街ほか
新幹線新青森駅開業事業
実行委員会

2/11 第29回青森幼児音楽発表会 10：50～ - 青森市民ホール 青森幼児音楽研究会

2/11 海上自衛隊大湊音楽会　第33回定期演奏会 14：00～ 2,000 青森市文化会館 海上自衛隊大湊地方総監部

2/11 17：00～

2/12 10：00～

2/12・13 第33回青森冬まつり 9：00～ - 合浦公園 市経済部観光課

2/14 安全・安心フォーラムｉｎあおもり 13：00～ - 青森市民ホール 青森県環境生活部県民生活文化課

2/15
青森・温故知新塾「青森県史・民俗編を読む－信仰・年中
行事を中心に－

19：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/16～20
第5回青森市所蔵作品展　～鳥～　小館善四郎・阿部合
成・根市良三・濱田英一展

10：00～ - 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

2/19 映像の日　映画を無料で鑑賞　「英国式庭園殺人事件」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

2/20 第9回青森県民謡グランプリ 12：30～ - 青森市文化会館 ＲＡＢ青森放送

2/23
平成22年度寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院合
同卒業式・修了式

13：30～ 1,500 青森市文化会館 青森市教育委員会事務局

3/1～30 階段ギャラリー　「色鉛筆で描く我が心のペ・ヨンジュン」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/3
アコールさろん～おとなの雛祭り～　お雛様に囲まれて、
おしゃべりのひとときを持ちませんか？

11：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/5～6 第26回県下小・中学生あおもり版画まつり 10：00～ - 青森市民美術展示館 陸奥新報社

3/19 映像の日　映画を無料で鑑賞　「情熱の狂想曲」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

第６回歩いて楽しむ「小春通り祭」 -
国道４号７号融雪歩道・青
森市役所駐車場など

第６回小春通り祭実行委員会


