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観光コンベンションニュース
開催！！ ２月２日 11日
土

●八甲田丸ゾーン 【9：00-16：00】
[2/2]
オープニングセレモニー
[2/2-11] 大型すべり台
街商出店コーナー
[2/2-3] ちゃんこ汁
餅つき振舞
棒パン
[2/9-11] 鉄道模型ショー
[2/10]
ｱｰﾄで音楽のあるまちづくり周知ｲﾍﾞﾝﾄ

月

●ワ ・ ラッセゾーン 【9：00-16：00】
[2/2-11] 雪上ゲーム、 昔遊び
冬の青森体験コーナー
三味線体験、 雪かき体験
[2/2-3
七子八珍鍋、 生姜味噌おでん
2/9-11] アップルパイ、 青森ドッグ 他
[2/2-3] ｶｯﾁｬｰﾄ☆ﾌﾟﾁﾊﾟｰﾃｨ＠冬まつり 2013
A-FACTORY 会場／ワ ・ ラッセ会場
[2/10]
the 男男男（もつけ）祭
打ち上げ花火（18：45 ～）

●パサージュゾーン 【10：00-16：00】
[2/9-10] 宝さがし、 ワックスボール作り
●駅前公園ゾーン 【9：00-19：00】

●青い海公園ゾーン 【9：00-16：00】
[2/9-11] 乗馬体験、 凧揚げ、ｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙそり
災害救助犬ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ（2/9-10）

[2/2-11] かまくら、 雪あかり
●街なかゾーン 【～ 2/11】
雪だるまﾛｰﾄﾞ、 雪あかり、 冬まつり PR 用ﾕｷｦｽﾃｯｶｰ

【お問合せ先】 青森冬まつり実行委員会事務局
青森観光コンベンション協会
Tel: 017-723-7211 Fax: 017-723-7215
ホームページ : http://www.atca.info/

まだまだあります！
パサージュバル

第８回小春通り祭

パサージュ広場の各店が、青森の食材を活かした
こだわりの一品とワンドリンクを 500 円でご提供。
▼期間 ／ 平成２５年２月１日（金）・２日（土）
▼場所 ／ パサージュ広場
▼問合 ／ ㈲ＰＭＯ Tel: 017-721-2111

国道（古川〜堤）の融雪歩道を歩きながら
イベントをお楽しみいただけます。
▼期間 ／ 平成２５年２月８日（金）・９日（土）
▼場所 ／ ８日：日本原燃サイクル情報センター
／ ９日：青森市役所駐車場
国道４・７号線沿線企業各社
▼問合 ／ 同実行委員会 Tel: 090-4885-2774

七子八珍食べある記あったかフェア 開催中 !
参加店でｱﾝｹｰﾄに答えて応募すると抽選で青森県特産品
または参加店で利用できるお食事券が当たります！
▼期間 ／ 平成２５年２月２８日（木）まで
▼問合 ／ ㈳青森観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 Tel: 017-723-7211

あおもり帆立小屋

開催中 !

味見あおもりワン・ツーコイン 開催中 !
参加店店自慢の味を、500 円または 1,000 円で
お手軽に楽しめます。
▼期間 ／ 平成２５年３月１０日（日）まで
▼場所 ／ 青森市中心市街地エリア
▼問合 ／ 青森商工会議所 Tel: 017-734-1311
http://syokumeguri-omise.com/

新鮮な活ホタテを釣って、焼いて、食べられます。
ホタテの貝焼き味噌や釜飯等もご用意しております。
▼期間 ／ 平成２５年３月１７日（日）まで １０：００〜２０：００
▼場所 ／ 青森市安方 1-3-2 青森ビル 1F ▼問合 ／ あおもり帆立小屋 Tel: 017-752-9454

台湾ランタンフェスティバル出陣ねぶた 海上コンテナで台湾へ出発
台湾新竹県で２月２４日から３月１０日まで開催される
「台湾ランタンフェスティバル」に青森ねぶたが出陣します。
ねぶた師北村蓮明さんがランタンフェスティバルのため
に制作した大型ねぶた「龍王」は、１月１６日・１７日に
新竹県へ向け出発しました。
青森ねぶたは２月２８日、３月２日、３月３日の３日間
台湾ランタンフェスティバルで運行されます。

「龍王」制作：北村蓮明

平成 25 年

ご家族での参加大歓迎！

３/３０ 土 ・３１日

冬季閉鎖されている八甲田・十和田ゴールドラインの
「雪の回廊」酸ヶ湯～谷地間をウォーキング。
雄大な「雪の回廊」を満喫しゴールしたあとは、
温かい汁物と温泉で温まりましょう。

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください！

◆参 加 料

中学生以上
３，９００円
小学生
２，５００円（未就学児童：無料）
◆受付締切 申込用紙から ３月１８日
（月）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから ３月２０日
（水）
◆お申込先 日専連旅行センター青森 Tel: 017-735-1154
青森市新町2-7-16 日専連しんまちプラザ内
★ホームページ『あおもり案内名人』http://www.atca.info/

冬まつりイベント情報

冬季観光情報誌「冬のあおもり」

２月２日から１１日まで開催される「青森冬まつり」。
期間中、ワ・ラッセ西の広場では２人１組で行う「親子 de 雪上カー
リングゲーム」や昔の遊び体験を行います。
エントランスでは、２日３日限定で「カッチャート（お母さんのアート）」
も開催します。青森らしいネイルアートやカラフル金魚ねぶたストラッ
プ作り、豆本ストラップ作りを体験できます。
ぜひご家族皆様で遊びに来てください。お待ちしています！
詳細はホームページを
ご覧ください！

青森観光コンベンション協会では、冬季
観光の活性化を目的に、冬の青森の魅力を
満載した観光情報誌「冬のあおもり」を
発行しています。
青森駅前や新青森駅構内にある観光
案内所等で配布していますので、ぜひ
ご活用ください。 ポケットサイズで

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ 青森市安方 1-1-1
TEL: 017-752-1311 http://www.nebuta.jp/warasse/

持ち歩きしやすい！

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

2/28～3/2 第29回白馬脳神経外科セミナー

参加人数

会場

主催・問い合わせ

150 酸ヶ湯温泉、八甲田ホテル 青森県立中央病院脳神経外科

イベント情報
開催日

イベント名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

1/25～3/10 味見あおもりワン・ツーコイン

- 青森市中心市街地飲食店 青森商工会議所

2/2～3

- 青森産業会館

カースーパー特選中古車ビッグフェア

2/2～11

第35回青森冬まつり

2/9～10

ＡＴＶ中古車フェア

2/16～17

トヨタ小野グループ三社合同イベント「衝撃の二日間」

2/20～24

青森市所蔵作品展～檸檬の画家～小館善四郎展

9：00～

10：00～

(株)青森テレビ

- 青森市中心街市街地

青森観光コンベンション協会

- 青森産業会館

(株)青森テレビ

- 青森産業会館

青森トヨペット(株)

- 青森市民美術展示館

(財)青森市文化スポーツ振興公社

2/23～24

第20回軽自動車＆バイクフェア2013

- 青森産業会館

(株)協同

3/2・3

エキサイティングカーグッズフェア

- 青森産業会館

タイヤセンター泉谷

3/6

ジューテック住まいるフェア2013in東北

- 青森産業会館

(株)ジューテック

3/9・10

新車ディーラー合同 春の中古車大商談会

- 青森産業会館

(株)ＲＡＢサービス

3/16・17

イラストレーターズフェスティバルin青森

- 青森産業会館

アールビバン(株)

3/3～30

階段ギャラリー「Little Hawaii in Aomori」

3/31

おでかけライブin青森

9：00～

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
- 青森産業会館

(株)ユウメディア

■平成２５年１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。

