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携帯しやすいポ
ケット版サイズの
パンフレット。

冬季観光情報誌『旬・冬のあおもり』
と『七子八珍食べある記 あったか
フェア』のパンフレットが完成!!

12月4 の新 新 を して、新 のおもてなしや 迎イベントなどを します。

前夜祭

● 　12月3 ）17:00 18:00
● 　新 シンボルツリー
●内容　新城中央小学校児童による吹奏楽演奏、明の星
　　　　　 短期大学の学生によるハンドベル演奏、シンボルツ
           リーのイルミネーション点灯、生姜味噌おでんの振る
           舞いなど。

開業１周年記念おもてなしイベント

● 　12月 ）10:00 16:00
● 　新 内およ

◆青森県内ゆるキャラ大集合

　 内の るキ ラが、新 で さ るお さまを出迎えし
　ます。また、新 内 でパンフレットを する か、
　 るキ ラを てスタンプを すと、 台 の 券 当
　限り有効）があたるスタンプラリーも実施します。
◆鉄道模型展

　新 1 にある大版 にて ケー や ケー の ラ
　マを展示します。
◆冬の縁日開催

　新 や1 大版 に食 や ー の
　台が出展します。

～～～～来青来青来青来青されるおされるおされるおされるお客客客客さまをおもてなしさまをおもてなしさまをおもてなしさまをおもてなし～～～～

新 でい っし ったお さまに1 プレ ントを
するとともに ねぶた や 味 で 迎し

ます。また、ラブあおもりサポーター、滝内保育園、浅虫温
の では、 を 出し、 でお

出迎えします。

お 　 新 　☎017-734-2328

１２１２１２１２月月月月

日曜日

１２１２１２１２月月月月

土曜日

１月５日にワ・ラッセは開館１周年を迎えます。
1/1(日)～1/9(月)まで、開館記念日として
各種イベントが開催されます。

◆青森ねぶたツイン展　　　　1/1(日)～9(月)　9:00～18:00
　　　　昭和初期のねぶた祭写真、切り絵を展示します。

◆被災地に届け！お正月ライブ　1/7(土)
　鳴海昭仁と仲間たちによる演奏

◆ねぶた面づくり教室　1/2(月)～5(木)
　1/2,3の講師はねぶた師の竹浪比呂夫さん、1/4,5の講師はねぶた師
　の北村蓮明さんです。※1/4,5のみ親子参加が条件

このほか、ワ・ラッセ工房スペシャル、青森市匠の職人パネル展など
開催します。

ねぶたの家ワ・ラッセ　℡ 017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

※期間中、来館者に本物のねぶたでつくった”しおり”を合計７００
　名様にプレゼント！

元旦も開館
します！！

【七子八珍食べある記 あったかフェア】

12月1 ） 24 2月2 ）
までのあったかフェア期間中、お店で
食事をしていただき、応募ハガキの
アンケートに答えて応募すると、抽

で の またはお食
事券が毎月68名様に当たります！

※詳細は同封のパンフレットをご覧ください



■平成23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。

パサージュ広場の各店で、工夫を凝らした
おつまみとドリンクがついたワンコイン（５００円）
メニューをお楽しみいただけます。パサージュ
広場参加店のほか、函館大門横丁から３店舗
が特別出店。お店のスタンプを３つ集めるスタ
ンプラリーも開催され、その場で当たる抽選会
も!!
また、１２月２日(金)は七子八珍じゃっぱ汁、１２
月３日(土)は中心商店街女性部の初代横綱鍋
が１６：００から振舞われます。

１２月２日１２月２日１２月２日１２月２日（金）（金）（金）（金）・３日・３日・３日・３日（土） 17:00～21:00（土） 17:00～21:00（土） 17:00～21:00（土） 17:00～21:00

今年も、八甲田丸からＡ－ＦＡＣＴＯＲＹ、ねぶた
の家ワ・ラッセ周辺にイルミネーションを設置し
ます。
大型オブジェ３基のほか、市民参加型の雪だる
まオブジェ１６０個、小型灯篭８０個が、青森駅
周辺やベイアリアの歩道に設置されます。
また、クリスマスイベントやカウントダウンイベン
トも開催されます。

１２月２２日１２月２２日１２月２２日１２月２２日（木）（木）（木）（木）～１月１４日～１月１４日～１月１４日～１月１４日（土）（土）（土）（土）

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

11/30～
12/4

平成２３年度　第４回青森市所蔵作品展　～京都～関野
凖一郎展

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

12/1
青森・温故知新塾　「青森県史・民俗編を読む－青森県
の『人の一生』－」

19:00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

12/2・3 あどはだりinパサージュ 17:00～ パサージュ広場 ㈲ＰＭＯ

12/3 東北新幹線新青森駅開業1周年記念前夜祭 17:00～ - 新青森駅東口駅前広場 新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会

12/3
高橋竹山・木田林松栄　絃魂！二人の名人　おがげさま
劇場

18:00～ - 青森市民ホール
青森地域広域観光振興事
業実行委員会

12/4 東北新幹線新青森駅開業1周年記念イベント企画 10:00～ -
新青森駅構内および東
口駅前広場

新幹線新青森駅開業対策
事業実行委員会

12/4 八甲田丸船内フリーマーケット 9:00～ - 八甲田丸船内多目的ホール みちのくリサイクル運動市民の会

12/10 映像の日　映画を無料で鑑賞　「汚れなき悪戯」 14:30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

13:20～
16:00～
10:40～
14:30～
13:00～
15:00～

12/18 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エン
トランスホール特設会場

みちのくリサイクル運動市民の会

12/18 第５９回クリスマスこども大会 13:00～ - 青森市文化会館 ㈱東奥日報社

12/22 サークル体験　「クリスマスのいけばな」 10:00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

12/27 サークル体験　「お正月のいけばな」 10:00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

1/4～24
階段ギャラリー「李宜芳写真展～南の国から来た留学生
が見た美しい日本～」」

9:00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

1/8 平成２３年度　青森市成人式 - - 青森市文化会館 平成２３年度青森市成人式実行委員会

青森中央文化専門学校

12/10

12/11
ヤマハジュニアオリジナルコンサート - アウガ5F AV多機能ホール ㈱ヤマハミュージック東北青森店

12/17
青森中央文化専門学校ファッションショー「Another
World」Bunka Fashion Live 2011

- アウガ5F AV多機能ホール

東日本大震災の影響により運休していた青森－ソウル線が、１０月３０日に再開されました。当面は、運休前より１便少
ない、水・金・日曜日の週３便の運航となります。
青森－ソウル便が継続運航されるよう、多くの皆さまにご利用いただきたいと思います。


