
３月３１日のお披露目に向けで制作しておりますので、有料コーナーをご見学の際は是非ご覧ください。
小学生部門「青森県の海の幸」（作：真勢孝哉さん）／制作：小財覚氏（ねぶた師内山龍星氏監修）
中学生部門「津軽の忠臣 田中太郎五郎最後の勇姿」（作：今井優紀さん）／制作：塚本利佳氏（ねぶた師北村隆氏監修）
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◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1
　　　　　  青森港旅客船ターミナルビル 2F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

お問合せ先　ねぶたの家 ワ・ラッセ　☎017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

青森市観光キャラクター　ねぶたん

冬期閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドライン」の
４月１日開通直前に開催する「八甲田 “雪の回廊と温泉”
ウォーク」。北海道新幹線開業後初めての開催となる今回
は、特別に期間を１日増やし、３日間開催いたします。
除雪したての真っ白な雪の回廊（酸ヶ湯～谷地間約８km）
をウォーキングし、ゴール後はゆっくり温泉に浸かって
あたたまれます。
皆様お誘いあわせのうえ、是非ご参加ください。

◆開催日

◆参加料 大  人（中学生以上）

　5,000円
※税込、移動バス代・入浴料を含みます。
※Dコースは、スノーシュー参加料が別途1,000円かかります。

お申込方法など詳細につきましては、ホームページ「あおもり案内名人」をご覧ください。

 ご家族での参加大歓迎

参加者募集中 !!
３月２９日（火），３０日（水），３１日（木）３月２９日（火），３０日（水），３１日（木）

小学生（未就学児無料）

　3,500円

『青森市観光ガイドマップ２０１６』 広告協賛社募集
お得な

会員料金
あります

観光案内所や大会・学会等のコンベンション、首都圏で行われるキャンペーン等で配布する青森
市観光ガイドマップ「いい旅あおもり２０１６」を発行するにあたり、広告協賛社を募集いたし
ます。詳細については、青森観光コンベンション協会までお問合せください。

◆北海道新幹線開業記念！特別に３日間開催◆

小学生（未就学児無料）

　3,500円

■概 要　サ イ ズ／D2（仕上り27.3cm×20.3cm）

　　　　 発行部数／28万部

　　　 　発行時期／平成28年4月上旬

　　　　 広告サイズ／50mm×70mm

■料 金　①広告掲載＋マップ上に社名（店名）表記

　　　　　 協会会員　129,600円 ／ 非会員　140,400円

　　　 　②マップ上に社名（店名）表記のみ

　　　 　　協会会員　 32,400円 ／ 非会員　 37,800円

■北海道新幹線開業を記念し、市内幼稚園児手作りのオーナメントを装飾したツリーでお出迎えします。

■ワ・ラッセ工房を特別開催！ミニ金魚ねぶたなどの制作体験ができます。　①10:30～　②13:30～

■ねぶたミュージアム入場者にもれなくねぶたしおりをプレゼント！

北海道新幹線開業ウィークｉｎワ・ラッセ　期間：３月２６日（土）～３月３１日（木）

やさしいねぶた学 

第５回小・中学生ねぶた下絵コンクール最優秀作品 中型・ミニねぶた制作中 !!

中型・ミニねぶた制作の様子

出発地 休憩場所

Ａ 谷地→酸ケ湯 酸ケ湯温泉

Ｂ 酸ケ湯→谷地 蔦温泉

Ｃ 酸ケ湯→谷地 奥入瀬森のﾎﾃﾙ

Ｄ
睡蓮沼→傘松峠（ｽﾉｰｼｭｰ）

傘松峠→酸ケ湯（ｳｫｰｷﾝｸﾞ）
酸ケ湯温泉

八 戸 Ｅ 谷地→酸ケ湯 酸ケ湯温泉

弘 前 Ｆ 酸ケ湯→谷地 蔦温泉

コ ー ス

青 森

十和田市
乗降可

黒石市
乗降可

展示ねぶたの制作秘話が聞けるかもしれません！参加無料。
講師：北村麻子 開催：３月６日（日）１３：４５～１４：４５展示ねぶたを

語る



■平成２８年２月２２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。

イベント情報

コンベンションカレンダー

こころ、あったか。あおもり＊冬感動プロジェクト終了御礼
第３８回青森冬まつりは２月６日（土）・７日（日）の２日間、青い海公園にて開催
されました。人気の大型すべり台はのべ５，５６７人にご利用いただいたほか、棒
パンコーナーや餅つき体験＆振る舞い、ステージイベント等さまざまな催しが行わ
れ、会場は家族連れで大変賑わいました。
６日（土）には「ザ・もつけ祭＆冬花火」が開催されました。雪が降る中、ふんど
し姿での綱引き大会に会場は大いに盛り上がり、冬の空に打ち上げられた花火が祭
りのフィナーレを飾りました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました。

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

3/6 さよなら原発・核燃「3・11」青森集会 12:00 - リンクステーションホール青森 なくそう原発・核燃、あおもりネットワーク

3/11 3.13重税反対全国統一行動青森集会 14:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森民主商工会

3/21～23
第19回高等学校ボウリング選手権大会
春高ボウリング青森大会

- 150 アオモリボウル、アスパム
全国高等学校体育連盟
ボウリング専門部加盟連合会

4/2～3 第35回輪をつくろうレクダンスの仲間たち青森大会 - 500 青森市民体育館 青森県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ連絡会ｽﾃｯﾌﾟﾒｲﾂ

七子八珍食材を使用した「プロから学ぼう！七子八珍お料理教室」
を２月１５日（月）、２２日（月）に開催しました。
１５日の和食教室では、講師の尾崎勉氏（アップルパレス青森 和食調理部長）
指導のもと「白子豆乳茶碗蒸し」など５品を作り、２２日の中華教
室では、講師の喬俊和氏（中国料理小青島 オーナーシェフ）指導のもと「七
子八珍八宝菜」など３品を作りました。
参加者はプロの技に感心しながら、七子八珍食材の調理方法を学び
ました。２月２９日には名古屋敏治氏（ホテル青森 洋食料理長）を講師
に迎え、洋食教室を開催します。

七子八珍お料理教室を開催しました

大好評の大型すべり台

プロの技を間近で見学 和食 中華

３月２６日

２７日

土

日

■津軽三味線実演
　26 日 ①11:00 ②12:00

　 ③12:50 ④14:50

　27 日 ①12:00 ②13:00

　 ③14:00 ④15:00

■市民歓迎お出迎え・見送り

■浅虫温泉手湯で混浴体験！？
　26 日 10:00 ～ 16:00

　27 日 11:00 ～ 15:00

■蛇口からりんごジュース登場！
　26 日 ①10:00 ②11:30 ③13:30

　27 日 ①10:00 ②12:30 ③15:00 各回先着 100 名

■あおもりカシス試食紹介コーナー
　10:00 ～ 16:00

■おやさいクレヨンでぬりえワークショップ
　10:00 ～ 17:00

新青森駅ｉｎ

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

3/1～3/31 版画の街・あおもり街中が版画ｷﾞｬﾗﾘｰ　新町通りアートパネル 新町通り 青森市文化スポーツ振興公社

3/2～31 アコール階段ギャラリー「パッチワークキルト展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

3/3 雛祭り　大人の茶会 10：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

3/4 津軽笑っせ劇場 18：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ 青森市観光課

3/5～6 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青森店

3/6 フリーマーケットin青森コロナワールド 11：00～ 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

3/6 出町隼人ワークショップ「ブリコルールの音楽隊」 13：00～ 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/8
医療・保健セミナー「働き盛りのがん」
～がん患者が直面する課題と正しい情報の選び方～

アウガAV多機能ホール 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

3/12～13 新車ディーラー6社合同春の中古車大商談会 青森産業会館 RABサービス

3/20 青森市民交響楽団　第7回室内楽コンサート アウガAV多機能ホール 青森市民交響楽団

3/21 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

3/26～27 カースーパー特選中古車ビッグフェア 青森産業会館 協同

4/1 津軽笑っせ劇場 18：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ 青森市観光課

4/2～3 第9回Nisshoリフォームフェア 9：00～ 青森産業会館 日昭アルミ工業

4/9～10 ABA春のディーラー合同中古車フェア 9：30～ 青森産業会館 青森朝日放送

4/16～17 平成28年度角弘全社総合グランドフェア 9：30～ 青森産業会館 角弘

4/22～24 第49回東奥書道展 青森市民美術展示館 青森県書道連盟

4/23 母の日に贈るプリザーブドフラワー（講師：野呂真弓） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10：00～

10：30～

開始時間

-

9：30～

10：00～

9：00～

9：00～

14：00～

14：00～

≪　　 ≫
和食
洋食
中華

問 お問合せ：青森市観光振興会議　TEL.017-734-2328

３月２６日から
新幹線発車メロディーが
ねぶた囃子に変わります！

ねぶたん
ハネトンも
登場！


