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観光コンベンションニュース
新青森駅２周年記念

１２月８日 ( 土 ) 開催！

あおもり灯りと紙の
ページェント

Birthday Party & ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ点灯式
開業２周年を迎える新青森駅で「Birthday Party ＆ イルミ
ネーション点灯式」を開催します。
▽お問合せ

青森市役所観光課

TEL: 017-734-5175

Birthday Party
イルミネーション点灯式
【１２：００～１６：００】 【１６：００～１８：００】
○郷土料理・餅ふるまい
○油川幼稚園ハンドベル演奏
○青森市ゆるキャラ大集合
○記念セレモニー
○新城中央小吹奏楽演奏
○ケーキ入刀＆ふるまい
○一日ミニＦＭ局開局
○生姜味噌おでんふるまい
○浅虫温泉 “手湯で混浴”
○ちょっぴりプレゼント
○冬の縁日 ほか

今年も八甲田丸からＡ−ＦＡＣＴＯＲＹ、ね
ぶたの家ワ･ラッセ周辺に和紙で作られたイルミ
ネーションを設置します。
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。
開催期間／平成２４年１２月２１日（金）
～平成２５年１月２９日（火）
点灯時間／１６：００～２１：００
※１２月３１日は２５時まで点灯

お問合せ／八甲田丸

TEL: 017-735-8150

お知らせ

１２月・１月

青森市観光キャラクター
ねぶたん

◆『地元・青森のすし食堂 魚っ喰いの田』オープン

『地元・青森のすし食堂 魚っ喰いの田』が１２月１３日（木）にワ･ラッセ１階に開店します。
地元の新鮮な食材を使った海鮮丼やお寿司、県産肉を使用したどんぶりのほか、定食やランチセットなど様々
なメニューがありますので、ぜひご利用ください。

◆開館２周年イベント
平成２５年１月５日で開館２周年を迎える『ねぶたの家 ワ・ラッセ』では、１月２日（水）〜６日（日）
までを開館２周年記念ウィークとして企画展やミニライブなどの楽しいイベントを行います。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。
イベント

内容

料金

１月２日（水）

【ねぶたｄｅしおり】プレゼント

各日先着５０名

9：00～

青森ねぶたツイン展

千葉作龍・北村隆展
ねぶた切り絵展

9：00～18：00

ねぶた囃子実演とハネト体験

笛・太鼓・鉦のハーモニー

ワ・ラッセ工房スペシャル

オリジナル花笠制作等

新春餅つき・振る舞い

各日先着１００名

金魚ねぶたづくり

本格的な金魚ねぶた製作

※1

入館料

１月３日（木）

１月４日（金）

１月５日（土）

①11：00～ ②13：00～ ③15：00～

材料費1,000円 ①10：30～ ②13：30～

10：00～
材料費1,000円

9：15～
9：00～12：00

9：00～12：00

開館２周年セレモニー

市長挨拶等

9：00～

ワ・ラッセしみんＳＨＯＷ
『獅子が舞う 子どもが舞う』

市内小中高校生が
獅子舞を披露

13：45～14：30

ねぶた面づくり教室

本格的な面づくり

※2

１月６日（日）

材料費1,000円

10：30～16：00

やさしいねぶた学
講師：ねぶた師 北村麻子

展示ねぶたやねぶた
名人北村隆について

13：45～14：45

被災地へ届け！津軽の魂
～鳴海昭仁と仲間たち～

東日本大震災
被災者支援ライブ

13：45～14：30

(※1)小学生は補助できる保護者同伴。 (※2)５日・６日の両日参加できる保護者同伴の小学５年生以上の方対象。

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ 青森市安方 1-1-1 TEL: 017-752-1311 http://www.nebuta.jp/warasse/

平成２５年 新年祝賀会のご案内

１２月１日
～２月２８日

青森市・青森商工会議所・青森市浪岡商工会共催の
「新年祝賀会」が開催されますので、ぜひご参加ください。
◆日 時
◆場 所
◆会 費
◆申込み

毎年恒例、七子八珍食べある記あったかフェア
を開催しています。
期間中、キャンペーン参加店で食事をし、応募
ハガキのアンケートに答えて応募すると、抽選で
毎月６５名様に青森県の特産品または参加店で利
用できるお食事券が当たります。
参加店３５店舗では、七子八珍の食材を使った
鍋や汁物などの温かい料理を中心に、各店工夫を
凝らした料理を提供します。

◆問合せ

あったかフェアのパンフレットでは、青森の郷
土料理である『鱈のじゃっぱ汁』と『ホタテの貝
焼き味噌』が食べられるお店もご紹介しておりま
すので、ぜひご利用ください。また、ホームペー
ジにも詳細を掲載しています。
▽開催期間
▽お問合せ

平成２５年１月４日（金）１７：３０〜
ホテル青森 ３階 孔雀の間
３，０００円
平成２４年１２月３日（月）〜１４日（金）
までに、料金を持参のうえ下記のいずれかへ
お越しください。
○市役所本庁舎２階秘書室
○浪岡事務所２階総務課
○青森商工会議所２階または５階受付
○青森市浪岡商工会１階受付
青森市秘書課
ＴＥＬ：０１７−７３４−５０８４
※当日は平服でお越しください。

☆★ブログ更新中★☆

平成２４年１２月１日（土）
〜平成２５年２月２８日（木）
七子八珍の会事務局
／ ( 社 ) 青森観光コンベンション協会
ＴＥＬ：０１７−７２３−７２１１
ホームページ : http://www.atca.info/

○青森市観光案内所
http://aomori-city-guide.at.webry.info/
○あおもり街てく
http://ao-machiteku.at.webry.info/
○ねぶたの家ワ・ラッセ http://blog.goo.ne.jp/warasse
あおもり案内名人

検索

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

12/5

青森県障害者権利擁護大会

13：00～

- 青森市民ホール

青森県社会福祉協議会

12/10

平成24年度青森県農薬管理指導士認定更新研修

13：00～

- 青森市民ホール

(社)青森県植物防疫協会

12/11

第26回ＪＡ青森県大会

13：00～

- 青森市民ホール

青森県農業協同組合中央会

イベント情報
開催日

イベント名

～1/14

奈良美智：君や 僕に ちょっと似ている

12/1～26
12/2
12/5～9

世の館 やさしい手工芸展 裂織・陶芸体験

12/15

モヤヒルズスキー場オープン予定

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

9：30～

- 青森県立美術館

階段ギャラリー 現代青森水墨画会展

9：00～

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

フリーマーケットin青森コロナワールド

11：00～
9：00～

- 青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

- 中世の館

中世の館

第10回北の太鼓衆あおもり
平成24年度第4回青森市所蔵作品展
12/20～24
～もうひとつの関野版画～関野準一郎展
12/23
フリーマーケットin青森コロナワールド

13：00～

モヤヒルズ
モヤヒルズ
- アウガ5F AV多機能ホール 北の太鼓衆実行委員会

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

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

1/4

平成25年新年祝賀会

17：30～

- ホテル青森

青森市秘書課

1/4～31

階段ギャラリー 版画家西村惠美子と親子で楽しむ版画の仲間たち展

1/13

平成24年度 青森市成人式

12：00～

- リンクステーションホール青森

平成24年度青森市成人式実行委員会

1/14

おでかけライブin青森

11： 00～

- 青森産業会館

(株)ユウメディア

12/16

11：00～

青森県立美術館

9：00～

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

■平成２４年１１月１９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。

