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　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の
開通前に実施する特別イベント『八甲田”雪の回廊と温泉”ウォーク』を

も開催します。 さ にも ぶ雪の回廊を を歩いた は
ゆっくり温泉に入っていただきます。
　ご家族、ご友人など、皆さまのご参加をお待ちしております！

【お申込先】　日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森
　 森市新 2-7-1 （ 間　月 　 :30 1 :30 日 み）
　TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700

★インターネットでのお申込  あおもり案内名人 http://www.atca.info/

　新 新 森 開 の冬イベントとして、2月10日 12日まで 森市の 市街 において あおもり食と りの祭
が開催され、 めてとなる冬ねぶたの や、 勫味 の 、 森の食を する 雪 街 などが 森の冬を り

上げました。

　七子八珍 進部会は、雪 街に し、 森の
食材のPRに努めました。七子八珍ほたて鍋（つみれ入り）を1

200 で したとこ 、3日間とも で 間前に
。特に11日は、 ができるほどの 振りとなり、お客さま

から美味しいとの声を多数いただきました。
　また、2月12日に開催された『歩いて楽
しむ小春通り祭』では、ほたて鍋300食を
振る舞い、こちらも多くの来場者で賑わい
ました。

あおもりあおもりあおもりあおもり食食食食とととと灯灯灯灯りのりのりのりの祭典祭典祭典祭典　　　　◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆待望の冬ねぶたが出陣、観衆を魅了◆◇◆

観光ナビゲーターも冬の青森をＰＲ！

　現在、市内ホテルの観光デスクで宿泊客へ観光情報などを
している観光ナ ーターも、食と りの祭 に参加。

森の冬を満喫してもらおうと、まつり会場内に観光案内コー
ナーを設置するほか、積極的に沿道のお客さまに観光パンフ
レットを配布しました。
観光客から、 森の
食べ物や街歩きにつ
いての質問を受けて
いました。

　 回 したねぶたは、ねぶたの家ワ･ラッセに展 してある ねぶた大 を受 した ト
ねぶた実 会の  （勾  ）で、ねぶた 子や ネトの け声

が響き渡り、冬の夜空に映えた勇壮なねぶたに沿道は大勢の観衆で賑わい
ました。
　あわせて、 雪 りまつり も開催され、ねぶたの家ワ･ラッセ勽 場や
前公 などでは市 が った”雪 り”に う くが され、 街は 的
な雰囲気に包まれました。

ほたて鍋が登場！

平成23年 ３/２９(火)・３０(水)・３１(木) 開催

各コース(全６コース)参加料
（税込、移動バス代・入浴料含む）

◆大人(中学生以上)　３,９００円

◆小学生 ２,５００円（未就学児童…無料）

2011 3月5日（ ）、新 新 5
はやぶさ が 場し、 内勞 の300 /hでの

転が開始され、 間 1 2
間10分で結びます。また、新しいグレード『グランクラス』が
導入され、これまでにない上質でゆとりある座席が用意さ
れています。

3/173/173/173/17 (木)(木)(木)(木)
までまでまでまで

スノーパトロール隊、奮闘中 　3月30日まで活動3月30日まで活動3月30日まで活動3月30日まで活動

　スノーパトロール隊は、港湾エリアにあるねぶたの家ワ･ラッ
セ、工房と市場の複合施設A-FACTORY、アスパムから八
甲田丸の観光施設間で、歩きにくい雪道の歩道確保や周

のゴ を い、街の美化に勚り んでいます。
　また、和かん きの や、ねぶたの家ワ・ラッセ勽

場に雪の や雪 を勧 し、観光客の に雪を楽
しんでいただく工夫をしています。



■平成23年2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。

ねぶたの家　ワ・ラッセ　　 森市勣 1-1-1　  017-752-1311　http://www.n ta. p/wa a /

ワ・ラッセ友の会は、ねぶた文化の応援団として継承発展に貢献
する活動をしております。
【 】１名様2,000円（税込）
【特典】 コーナー（ねぶた ー アム・ねぶたホール）への
入場が1 間 　 者は団 用　 ねぶ
た祭公式ガイドブック1部進呈　④ねぶたカレンダー1部進呈

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

4/15・16
第54回日本手外科学会学術集会　～Hand　Surgery　A
to　Z～

9：00～ 2,000 青森市文化会館
第54回日本手外科学会学
術集会事務局

4/21～23
第81回日本消化器内視鏡学会総会　～消化器内視鏡の
可能性－検証と挑戦－新たな展開を求めて

9：30～ 6,500 青森市文化会館
第81回日本消化器内視鏡
学会総会事務局

●開催日　　3月13日（日）
●    間　　 10:30 　 13:30
● 　 　　20名
●参加 　　

   当日、申込み受付いたします。
  詳細は、ねぶたの家ワ・ラッセまでお問合せください。

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

12/4～3/21 東北新幹線全線開業記念　冬のコレクション展 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

1/15～3/13 新収蔵資料展　蘭繫之の世界 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

1/22～3/21 青森県立美術館開館5周年記念展　芸術の青森 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

3/1 青森市老人クラブ連合会芸能大会 10：30～ - 青森市民ホール 青森市老人クラブ連合会

3/1～30 階段ギャラリー　「色鉛筆で描く我が心のペ・ヨンジュン」 9：00～ - 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～おとなの雛祭り～　お雛様に囲まれて、
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」

14：00～

18：00～

3/5
NPO法人「音楽ネット青森」第54回メンバーズコンサート
山谷常雄と歌の仲間達

14：00～ - 青森市民ホール
NPO法人音楽ネット青森・
サンネット青森

3/5・6 第26回県下小・中学生あおもり版画まつり 10：00～ - 青森市民美術展示館 陸奥新報社

3/5・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 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

3/8・9 住まいるフェア2011　in　東北 10：00～ 1,000 青森産業会館 （株）ジューテック

3/9～13
平成22年度　第6回青森市所蔵作品展　～半抽象の世界
～山内ゆり子展

10：00～ - 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

3/11 働く女性のための「アロマdeヨガ」 19：00～ 15 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/19 映像の日　映画を無料で鑑賞　「情熱の狂想曲」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

4/2～6/12 春のコレクション展 9：30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

4/2～29
階段ギャラリー「M&M　水彩画・色えんぴつ画作品展～ア
コールで繋がった二人のコラボ展」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

4/6 春の食品フェア 10：00～ 1,000 青森産業会館 （株）ヤマイシ

4/17
NPO法人「音楽ネット青森」第55回コンサート　ラース・ロ
ウチェロリサイタル

14：00～ - 青森市民ホール
NPO法人音楽ネット青森・
サンネット青森

4/19
平成２３年度寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院
合同入学式・始業式

13：30～ 1,200 青森市文化会館
青森市教育委員会事務局
中央市民センター

4/22～24 第44回東奥書道展 10：00～ - 青森市民美術展示館 青森県書道連盟

4/28 アコールサークル体験講座「おいしい煎茶の飲み方・いれ方」 13：00～ 10 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

陸上自衛隊第9師団司令
部広報室

3/5 陸上自衛隊第9師団第33回定期演奏会 2,000 青森市文化会館

是非ご家族で
ご参加ください!!


