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友の会
会員募集中！

← ホタテの貝焼き味噌

鱈のじゃっぱ汁 →

第１０回

　期間中、キャンペーン参加店で食事をし、応募ハガキのアンケート
に答えて応募すると、抽選で毎月６２名様に青森県の特産品または指
定参加店で使用できるお食事券が当たります。
　参加店３２店舗では、七子八珍の食材を使った鍋や汁物などの温か
い料理を中心に、各店工夫を凝らした料理を提供します。
　あったかフェアのパンフレットでは、青森の郷土料理である『鱈の
じゃっぱ汁』と『ホタテの貝焼き味噌』が食べられるお店もご紹介し
ております。
　パンフレットは当協会のほか、観光案内所（青森駅前・新青森駅構
内）や参加店等で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

参加店一覧

 1. 大黒寿司

 2. あみもと

 3. 三海龍

 4. 吉慶

 5. 一八寿し

 6. 西むら

 7. 北のまつり

 8. 濱藤

 9. 三十三間堂

10. あおもり家

11. 嘉一

12. 粋楽

13. 百代

14. うお旬

15. 吉酔

16. 赤いたすき

17. 田舎

18. 京彩

19. やなせ

20. 菜のはな

21. 井筒

22. 海鮮組

23. 広州

24. たか久

25. 葆里湛

26. みちのく

27. 秀寿司

28. 火山

29. 浜寿し義兵衛

30. 城

31. 権八

32. 豪華殿

▼開催期間　平成２５年１２月１日（日）～平成２６年２月２８日（金）
▼お問合せ　七子八珍の会事務局／青森観光コンベンション協会
　　　　　　TEL.017-723-7211　http://www.atca.info/
　　　　　　　　　　　　　　　※ホームページからもお店の情報が見られます

【年会費】２，０００円

【特　典】❶有料コーナー入場が無料！❷ご同伴者は団体割引適用！
　　　　❸ねぶた祭公式ガイドブック進呈！❹ねぶたカレンダー進呈！

【年会費】２，０００円

【特　典】❶有料コーナー入場が無料！❷ご同伴者は団体割引適用！
　　　　❸ねぶた祭公式ガイドブック進呈！❹ねぶたカレンダー進呈！

ねぶたがつなぐ、街・ひと・こころ。

※営業時間が通常と異なります。イベントの詳細や営業時間についてはホームページをご覧いただくか、
　ねぶたの家ワ・ラッセまでお問い合わせください。

開館記念日

新青森駅
開業３周年
記念イベント

新青森駅
開業３周年
記念イベント

問合せ：青森市観光課
TEL.017-734-5175
問合せ：青森市観光課
TEL.017-734-5175

開催日：12/1（日）

場　所：新青森駅

ねぶたの家ワ・ラッセは平成２６年１月５日で開館３周年を迎えます。
大晦日、元旦も特別営業し、元旦からはイベントを多数行いますので、お正月はぜひワ・ラッセ
へお越しください！

Birthday Party
14:00 ～ 16:00
・吹奏楽部演奏会
・観光ｷｬﾗｸﾀｰ、ﾄﾚｲ
　ﾝｼﾞｬｰ握手会＆
　撮影会
・郷土料理の振舞
　　　　　　　　ほか
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ点灯式
16:00 ～ 18:00
・地元幼稚園の
　ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ演奏
・Birthday Cake
　入刀＆振舞
・ｸﾘｽﾏｽﾐﾆﾗｲﾌﾞ ほか

☆お年玉スペシャル☆
１月１日～５日は全世界の小中学生入場無料！！

１日（水） ２日（木） ３日（金） ４日（土） ５日（日）

ねぶた師たちの凧絵展
ねぶた囃子実演＆跳人体験　※有料ゾーン

ねぶたん・ハネトンと遊ぼう
【ねぶたdeしおり】プレゼント

ワ・ラッセ工房スペシャル　※材料費／1,000円

新春 初挑戦 上がれ!上がれ!!灯ろう凧
ねぶた面づくり教室　※材料費／1,000円

開館３周年セレモニー 9：00～
地元女子高生　豪快！書初め 9：10～
新春餅つき＆振る舞い 10：00～ 10：00～
ワ・ラッセしみんSHOW　「子ども芸能発表会」 11：45～
やさしいねぶた学　「第５代名人 千葉作龍さん」 13：45～

12：00～／15：00～
10：30～16：00※両日参加のみ

9：00～17：00
11：00～11：30／13：00～13：30／15：00～15：30
10：30～／12：30～／14：30～
各日先着30名様
ミニ金魚ねぶた・ねぶた面作り・ミニ面色つけ
10：30～／13：30～

灯ろう凧
10：30～／13：30～



イベント情報

コンベンションカレンダー

■平成２５年１１月１８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。

あおもり＊冬感動プロジェクトあおもり＊冬感動プロジェクト

こころ、あったか。

灯りと紙のページェント キラりんぐ・あおもり あおもり雪灯りまつり

●会期　11/29（金）～ 2/28（金）
●時間　16：00～ 21：00
●場所　A-FACTORY～アスパム
●問合　あおもりみなとクラブ
　　　　TEL.017-735-8150

●会期　11/29（金）～ 1/31（日）
●時間　［平日］17：00～ 20：00
　　　　［土日祝］16：00～ 20：00
●場所　アスパム西側特設会場
●問合　青森県観光連盟
　　　　TEL.017-735-5311

●会期　1/24（金）～ 2/9（日）
●時間　17：00～ 21：00
●場所　ワ・ラッセ西の広場
　　　　青森駅前公園、ﾊﾟｻｰｼﾞｭ広場
●問合　青森市観光課
　　　　TEL.017-734-5179

あおもりベイエリアで冬のイルミネーションを満喫

冬のイベント・食の魅力満載

　青森市観光振興会議では、冬季
観光の活性化を目的に今年も冬の
青森の魅力を満載した冬の観光情
報誌を発行しました。
　県外でのイベントのほか、観光
案内所（青森駅前・新青森駅構内）
等で配布していますので、ぜひご
活用ください。

問合せ：青森市観光課   TEL.017-734-5175

「旬・冬のあおもり」発行「旬・冬のあおもり」発行

あおもり光のファンタジーあおもり光のファンタジー

　２０１５年度の北海道新幹線開業を見据え、青
函での新たな広域観光の魅力を旅行会社各社にご
提案するため、函館と青森・弘前・八戸の観光コ
ンベンション協会が共同で、１１月２５日に仙台
市に於いて「青函観光プロモーション」を実施い
たしました。
　２６日には、仙台駅にて
パンフレット等を配布し、
青函の観光ＰＲに努めて参
りました。

青函観光プロモーション ｉｎ仙台

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

1/9～10 第55回弱視教育研究全国大会（青森大会） 10:00 240 青森国際ホテル 日本弱視教育研究会

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

12/1～1/20 階段ギャラリー「川柳『風の会』作品展」 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

12/1 新青森駅Birthday Party ＆ イルミネーション点灯式 新青森駅 青森市観光課

12/19～23 第3回青森市所蔵作品展「軌跡～いま、ふりかえる～山内ゆり子展 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

12/22 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

1/4～31 階段ギャラリー「西村恵美子と親子で楽しむ版画の仲間たち」 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

1/12 おでかけライブin青森 青森産業展示館 ㈱ユウメディア

1/12 平成25年度青森市成人式 リンクステーションホール青森 同実行委員会

1/22～26 第4回青森市所蔵作品展 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

12：00～14：30

10：00～20：00

9：00～21：00

14：00～18：00

9：00～21：00

時間

11：00～15：00

10：00～20：00

11：00～15：00


