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新名物『のっけ丼』を広く ＰＲ

　春の幕開けイベントとしてご好評をいただいております『八甲田“雪の回廊と
温泉”ウォーク』は、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」を、４月１日の一般開通前にウォーキングできる特別イベントです。
今回は、第２０回記念ということで参加料も大きく値下げし、より参加しやすく
なりました。イベント名称も、「雪の回廊」と「温泉」という２つの言葉を追加
し魅力がより伝わるようにＰＲしております。
　除雪したての高さ９ｍにも及ぶ雪の回廊（酸ケ湯～谷地約８㎞）を歩いた後は、
温泉入浴で疲れた体を癒せます。今回はスノーシュー散策コースも登場し、睡蓮
沼でスノーシューも楽しめます。また、３月３０日には青森県ウォーキング協会主催で「せっかくウォーク」も
　　　　　　　　　　　　　　開催されます。皆様のご参加をお待ちしております！

お申込は３月１８日(木)まで！　ご家族での参加大歓迎!!

３日間限定！雄大な雪の回廊をウォーキング♪ ～参加者募集中!!～

日本市民スポーツ連盟公認大会
　　（３日間同一コース）

平成２２年３/２９(月)･３０(火)･３１(水)

　大人３,９００円　小学生２,５００円
　　（税込、移動バス代、入浴料含む）　

詳細・お申込は、あおもり案内名人 http://www.atca.info/ でどうぞ♪

ＦＡＸ・来店でのお申込は、日専連旅行センター青森（青森市新町2-7-16）

　  　　　　　　 TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700 でどうぞ♪
　　　　　　　　　　  （月～金/9:30～18:30）　　　　 （24時間受付）

　古川市場で１２月から始まった「のっけ丼」の
関係者に、ＰＲ用ののぼり３０本と看板６枚を贈
呈いたしました。１月３日、古川市場の青森魚菜
センターで行われた贈呈式で、当協会の蝦名文昭
会長より魚菜センター共進会の葛西稔会長へのぼ
りと看板を手渡しまし
た。
　新幹線新青森駅が開
業する今年、のっけ丼
が新しい名物となるよ
うＰＲに役立ててほし
いという願いから贈ら
れたのぼりと看板。参
加店の入口などに設置
され、宣伝や誘導のために活用されます。

あったかフェア
ななこ はっちん

食べある記１２月分抽選会開催しました

　１２月１日から２月２８日まで、七子八珍のお店でお食
事をして応募ハガキをもらい、アンケートに答えて応募す
るとプレゼントが当たるキャンペーンを開催しています。
１２月、１月、２月と抽選があり、毎月特産品や参加店の
お食事券が当たります。
　１月８日に１２月締切分の抽選会が開催されました。県
　　　　　　　　　　　　内外から５９５件のご応募があ
　　　　　　　　　　　　り、厳正なる抽選の結果、６２
　　　　　　　　　　　　名の方が当選となりました。
　　　　　　　　　　　　　まだまだ１月、２月と当選の
　　　　　　　　　　　　チャンスがありますので、ぜひ
　　　　　　　　　　　　キャンペーンに参加して、プレ
　　　　　　　　　　　　ゼントをゲットしてみてはいか
　　　　　　　　　　　　がでしょうか!?抽選会の様子

「のっけ丼」ののぼりを贈呈

ぶらり あおもり 冬めぐり食べて！見て！じゃわめぐ青森の味と芸術！
　青森の冬はじゃわめぐことがいっぱい！１月１０日(日)から３月１４日(日)まで、様々なイベントが開催さ
れます。２月７日･３月７日に青森魚菜センターで「古川市場『旬のふるまい』」、２月１３日･２７日･３月
１３日には秋田クッキングスタジオで「アップルパイ教室」が開催。ほかにも街中に作品を展示した「まちな
かアート展」も開催中です。

【お問い合せ/事務局】㈱協同　ＴＥＬ．０１７－７７７－４１９１

好評開催中！



■平成２２年１月１８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。

イベント情報

コンベンションカレンダー

青森の冬の魅力体験、ぜひ参加してみませんか？

①八甲田山パノラマコース　　６,８００円
　〈八甲田山空中散歩〉２月２０日(土)・２８日(日)
②十和田湖冬物語コース　　５,９００円
　〈冬の十和田湖体験〉２月６日(土)・１４日(日)
③津軽半島冬景色コース　　８,７００円
　〈厳冬の龍飛崎と水だこの釜ゆで〉３月７日(日)
④奥津軽コース　　７,３００円
　〈太宰のふる里探訪〉２月２０日(土)・３月７日(日)

※詳細は、当協会ホームページ
　　　　　「あおもり案内名人」 http://www.atca.info/ で！

『冬の青森』バスツアー参加者募集中!!

　青森市安方に、ねぶた師 竹浪比呂央氏
のねぶた制作工房「竹浪比呂央ねぶた研究
所」が完成いたしました。通年制作ができ
るねぶた小屋であり、後継者育成のための
場、多くの人が「ねぶた」に触れられる場
として設立されました。

http://takenami.hiroo-nebutaken.com

「竹浪比呂央ねぶた研究所」

「竹浪比呂央ねぶた研究所」
　　　　　　　開所しました！！

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

2/18 14：00～
2/19 9：30～

2/25・26 全国児童養護問題研修会　東日本研修会 13：00～ 60 ホテル青森 県児童擁護施設連絡協議会

ゆきみらい2010 ｉｎ青森　～いにしえから未来へ～
“北のまほろば”青森から発信する北国の新時代

青森市文化会館
「ゆきみらい2010 ｉｎ青森」
実行委員会

1,800

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

1/16～3/22 企画展「新収蔵資料展」 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

1/19～2/14 冬の芸術講座2010　奥村雄樹ｗｓ展「くうそうかいぼうがく（青森編）」 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

2/2～17 アコール　階段ギャラリー「津軽裂織サクリ会」作品展 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/6 2009 49th ACC CM FESTIVAL　入賞作品発表会 13：30～ - 青森市民ホール ㈱青森テレビ

2/6・7 第32回青森冬まつり 9：00～ - 合浦公園 市経済部観光課

2/6～8 第22回棟方志功賞版画展 10：00～ - 青森市民美術展示館 市教育委員会社会教育課

2/7 ご入学おめでとう大会 13：00～ 2,000 青森市文化会館 ㈱東奥日報社

10：00～
13：00～

2/13 映像の日　－映画を無料で鑑賞「新しい土」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

2/13・14 フリーマーケットｉｎ縄文冬祭り 9：00～ - 縄文時遊観内特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

2/14 第28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

2/17～21
平成21年度　第5回青森市所蔵作品展
～女性像～　関野準一郎・小館善四郎・山内ゆり子展

10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

2/18 17：30～
2/19 9：00～
2/20 10：00～

2/20 東奥保育・福祉専門学院　第27回音楽発表会 13：30～ - 青森市民ホール 東奥保育・福祉専門学院

2/21 第8回青森県民謡グランプリ 12：30～ 2,000 青森市文化会館 ＲＡＢ青森放送

2/23 アコール　サークル体験講座「ひなまつりを彩るいけばな」 10：30～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/24 平成21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 青森市中央市民センター

11：00～
15：00～
11：00～
15：00～

2/28
アコール「おチビとパパのいい時間」Part2　「わ！いろん
な音がとびだした」～手づくり和太鼓でリズム遊び～

10：30～ 親子8組 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～ひなまつり～
お雛様を飾って、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」

3/7 2010ウィンターフェスティバルｉｎモヤヒルズ 9：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

3/7 第8回青森県近代文学館川柳大会 12：30～ - 青森県立図書館４階集会室 青森県近代文学館

3/7～26
アコール　階段ギャラリー
カワイ絵画造形教室作品展「トラ、虎、寅がいっぱい！」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/9～28 冬の芸術講座2010　梅田哲也ｗｓ展「空間の法則/現象の方程式」 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/13 映像の日　－映画を無料で鑑賞「アルジャーノンに花束を」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/18～22
平成21年度　第6回青森市所蔵作品展
～限りなくモノクローム～　鈴木正治・山内ゆり子展

10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

第5回 歩いて楽しむ「小春通り祭」 - 第5回「小春通り祭」実行委員会
日本原燃サイクル情報センター・
国道４号７号融雪歩道・青森市文
化会館・青森市役所駐車場など

第2回 海上自衛隊LIVE2010ｉｎアウガ
「知られざる海上自衛隊の魅力」

2/13 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 自衛隊青森地方協力本部-

㈱ヤマハミュージック東北
青森支店

ヤマハ音楽教室発表会　ヤマハキッズオンステージ
2/27

2/28
- 青森市民ホール


