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観光コンベンションニュース
ポーラスターで行く下北半島観光モニターツアー
「脇野沢ぼたん鍋堪能の旅」参加者募集中 !!

出発日
12/13 （土）

便利で快適な高速船「ポーラスター」を利用し、下北半島の郷土料理「ぼたん鍋」等をお楽しみいただきます。
行程

9：15ｼｨﾗｲﾝ青森発着所 --10：40 脇野沢港 --11：40 野猿公苑
--12：30ｼｰｸﾞﾙﾒﾄﾞｰﾑ（ぼたん鍋）--14：00 脇野沢港 --15：00ｼｨﾗｲﾝ青森発着所（解散）

出 発 日：１２月１３日（土）
ご旅行代金：お一人様６，７００円
募 集 人 員：３０名（催行保証）
※定員となり次第、締め切らせていただきますのでお早めにお申込ください
＜お申込・お問合せ＞ＪＴＢ東北
TEL. 017-722-4434

法人営業青森支店

FAX. 017-774-0505

〒030-0802 青森市本町 1-1-44

営業時間 9:30 〜 17:30（土日祝休業）

＜企画協力＞シィライン（株）、（公社）青森観光コンベンション協会

写真はイメージです

こころ、あったか。

あおもり冬感動プロジェクト
開会式
日時 12/24（水）17：00
会場 ワ ・ ラッセ西の広場
○あおもり灯りと紙のページェント開会式
○津軽民謡、 幼稚園児合唱など
○ふるまい鍋

八甲田丸イルミネーション
日時 12 月下旬～ 1 月下旬（予定）
会場 八甲田丸
○八甲田丸を電球 4 万個で装飾

あおもり灯りと紙のページェント
日時 12/24（水）～ 2/1（日）
16：00 ～ 21：00
会場 A-FACTORY
～ワ ・ ラッセ西の広場
～アスパム、 青森駅前歩道
○和紙オブジェ 「雪だるま～る」 展示

あおもり雪灯りまつり

青森冬まつり

ザ ・ 男男男

日時 1/31（土）～ 2/1（日）
9：00 ～ 16：00
会場 青い海公園（アスパム裏）
○雪の大型すべり台
○スノーランド
（出店、 乗馬体験、 凧揚など）
○ステージイベント（よさこいなど）

今年も開催！八甲田 “雪の回廊と温泉” ウォーク

日時 1/23（金）～ 25（日）
17：00 ～ 21：00
会場 ワ ・ ラッセ西の広場
○市民創作雪灯り 3,000 個
○キャンドル制作体験
○写真コンテスト
（もつけ） まつり
日時 1/31（土）
17：30 ～ 19：00
会場 ワ ・ ラッセ西の広場
○ねぶた神輿とねぶた囃子パレード
○雪上綱引き合戦
○冬花火

開催日

３月３０日・３１日

八甲田・十和田ゴールドライン開通前２日間だけ行われる特別イベント「八甲田ウォーク」は、
除雪したての高さ最高９ｍにも及ぶ雪の回廊（約８ｋｍ）をウォーキングし、ゴールしたあ
とは温泉入浴を楽しめます。
詳細は次号お伝えします！

１月５日で

開館４周年

開館４周年記念イベント

ねぶたの家ワ・ラッセは 2015 年 1 月 5 日で開館 4 周年を迎えます。
1 月 2 日から 7 日まで、4 周年を記念したイベントを多数行いますので、ぜひご来館ください !!
◆我生会展・黒滝武蔵創作人形展
◆ねぶた囃子実演＆跳人体験
◆幸福の鈴付ねぶたしおりプレゼント
◆ワ・ラッセ工房
◆新春餅つき＆振る舞い
◆津軽笑っせ劇場
◆被災地へ届け！！津軽の魂

1/2（金）～ 1/12（月・祝）9：00 ～ 18：00
1/2（金）～ 1/7（水）①11：00②13：00③15：00
1/2（金）～ 1/7（水）9：00 ～【先着 30 名様】
1/3（土）・4（日）・6（火）・7（水）①10：30②13：30
1/2（金）、1/5（月）10：00 ～【先着 100 名様】
1/2（金）16：00 ～ 17：00
各日 11：45 ～ 12：45
1/3（土）「新春 津軽芸能ステージ 下山昭義ファミリー」
1/4（日）「響演！！津軽三味線～渋谷幸平・佐藤翔～
1/5（月）「壽 あおもりの獅子舞 宮田獅子舞 / 吉野田獅子踊」
◆開館４周年セレモニー
1/5（月）9：00 ～ 9：10
◆ねぶた面づくり教室
1/3（土）～ 1/4（日）10：30 ～ 16：00※２日間で完成
◆金運を呼ぶ金魚ねぶた制作教室
1/5（月）9：30 ～ 12：30 参加費 1,000 円
◆やさしいねぶた学～第 6 代名人北村隆さん～ 1/4（日）13：45 ～ 14：45
◆ねぶた灯籠凧づくり教室
1/6（火）10：00 ～ 12：00 参加費 800 円

2F 多目的室
ねぶたミュージアム
1F エントランス
1F エントランス
1F エントランス
2F イベントホール
2F イベントホール

1F エントランス
1F 交流学習室（2）
1F 交流学習室（2）
1F 交流学習室（3）
1F 交流学習室（2）

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ TEL.017-752-1311 〒030-0803 青森市安方 1-1-1 http://www.nebuta.jp/warasse/
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今年度のねぶた大賞の写真を使用した名刺台紙を
販売しています。表面は白無地、裏面はねぶた写真
となっており、ねぶた祭や青森の PR ができますので
ぜひご活用ください。
料金

青函観光プロモーション in 東京
青函広域観光の魅力を PR

ねぶた名刺台紙販売中 !!

1 箱 100 枚入

1,000 円（税込）
【お問合せ先】
青森観光コンベンション協会
☎０１７−７２３−７２１１

去る 11 月 18 日、2015 年度の北海道新幹線開業に向け、
青森・八戸・弘前・函館の各観光コンベンション協会共
同による広域観光プロモーションを実施致しました。
首都圏旅行社 23 社 57 名の
方にご参加いただき、観光
プレゼンテーションや商談
会、懇親会を行い、青森市
及び青函広域観光の魅力を
広く PR して参りました。

イベント情報
開催日
12/13

イベント名
国際芸術センター青森 映像の日「さよなら子供たち」

開始時間

会場

主催・問い合わせ

14：30～

国際芸術センター青森 創作棟講義室

国際芸術センター青森
DANCE STUDIO MOVE ON

12/18

MOVE ON 第4回発表会「RAINBOW」

16：00～

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

12/24～2/1

あおもり灯りと紙のページェント

16：00～

A-FACTORY、ワ・ラッセ西の広場
アスパム横、青森駅前歩道

こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

1/2～4

2015カースーパー初夢中古車ビッグフェア

9：00～

青森産業会館

㈱青森テレビ

1/2～7

ねぶたの家ワ・ラッセ開館4周年記念イベント

9：00～

ねぶたの家ワ・ラッセ

ねぶたの家ワ・ラッセ

1/10～11

住友不動産の新築そっくりさん住まいの大リフォーム展

10：00～

青森産業会館

㈱東日本朝日広告社青森支社

1/12

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

㈱ユウメディア

1/17～18

オールスズキおもてなし大商談会

10：00～

青森産業会館

㈱アール・エー・ビー・サービス

17：00～

ワ・ラッセ西の広場

こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

13：30～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

13：30～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

13：00～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

17：30～

ワ・ラッセ西の広場

こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

1/23～25
1/25
1/27
1/29

あおもり雪灯りまつり
カダールフェスタ オープニング
～ユニバーサルファッションショー2015＆参加団体PR～
カダールフェスタ カダール映画の日part1
『デザート・フラワー』上映会
カダールフェスタ カダールdeシネマ
『おじいさんと草原の小学生』上映会＆シネマカフェ

1/31

ザ・男男男（もつけ）まつり

1/31

カダールフェスタ カダール映画の日part2
『人生、ここにあり！』上映会

9：30～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

1/31～2/1

青森冬まつり

9：00～

青い海公園

こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

■平成２６年１１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。

