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観光コンベンションニュース
平成２５年

３/３０( 土 ) ・ ３１( 日 )
冬季閉鎖の八甲田・ゴールドラインが４月１日に開通する前、２日
間だけ開催される特別イベント
「八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク」は、
真っ白な雪の回廊（酸ヶ湯〜谷地間約８km）をウォーキング。
ゴール後
はゆっくり温泉に浸かってあたたまれます。
青森出発４コース、八戸（十和田市経由）
・弘前（黒石市経由）出発各
１コースずつの全６コースをご用意しております。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

◆各コース参加料
大 人

（中学生以上）

税込、移動バス代・入浴料含む

小学生

３,９００円

（未就学児童…無料）

青森出発
スノーシュー
散策コースも
あります！

２,５００円

※ｽﾉｰｼｭｰ散策ｺｰｽ参加時にｽﾉｰｼｭｰをﾚﾝﾀﾙする場合、別途1,000円かかります。

【申込受付期間】平成２５年１月８日（火）〜３月２０日（水） ※郵便振替払込取扱票によるお申込は３/１８( 月 ) まで
【参加お申込先】●日専連旅行センター （月〜金／ 9：30 〜 18：00 土日祝／定休日）
TEL: 017-735-1154 FAX: 017-777-2700 青森市新町 2-7-16 日専連しんまちプラザ内
●あおもり案内名人 http://www.atca.info/
リーフレットがございますので下記までお問い合わせください。
青森観光コンベンション協会 TEL: 017-723-7211 青森市柳川 1-4-1 青森港旅客船ターミナルビル 2F

＊２０１３冬イベント情報
＊あおもり灯りと紙のページェント
期間
時間
場所
問合

12/21( 金 ) ～ 1/29( 火 )
16:00 ～ 21:00(12/31 は 25 時まで点灯 )
青森ベイエリア
八甲田丸 ℡. 017-735-8150

＊あおもり雪灯りまつり
期間
時間
場所
問合

1/25( 金 ) ～ 1/27( 日 )
17:00 ～ 21:00
ワ･ラッセ、青森駅前公園 他
青森市観光課 ℡.017-734-5179

子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。
新しくなった青森冬まつりに是非お越しください！

詳細はホームページで Check ！

＊東北新幹線八戸開業 10 周年記念 光の散歩道
期間
時間
場所
問合

1/1( 火・祝 ) ～ 1/27( 日 )
平 日／ 17:00 ～ 20:00
土日祝／ 16:00 ～ 20:00
観光物産館アスパム西側特設会場
アスパム ℡.017-735-5311

＊第３５回青森冬まつり
期間
時間
場所
問合

会場変更！
期間延長！

2/2( 土 ) ～ 2/11( 月・祝 )
9:00 ～ 16:00( 一部イベントは～ 19:00)
八甲田丸、ワ･ラッセ、青い海公園
青森駅前公園、パサージュ広場
青森観光コンベンション協会
℡.017-723-7211

初心者ＯＫ！お気軽にご参加ください！

１２/１１( 火 ),１２( 水 )

プロから学ぼう！お料理教室
今が旬のタラを使った料理の作り方・コツをプロの
料理人から教わることができる料理教室を１月２０日
（日）に開催します。
１６歳以上であればどなたでもご参加いただけます。
この機会に、一流の料理人の技を学んでみませんか？
▼日

時

▼ 申込期間

１２月１１日、１２日に東京国際フォーラム
で開催された、全国よりコンベンション関係の
団体・企業が一堂に会し行われる商談会・展示
会「国際ミーティングエキスポ」に今年も出展
してまいりました。
青森県内でのコンベンション開催件数の増加
を目指し、青森県観光連盟、弘前観光コンベン
ション協会、八戸観光コンベンション協会と一
緒に助成金制度や支援内容の説明、観光情報な
どを紹介してまいりました。

平成２５年１月２０日（日）
１０：００〜１３：００
平成２５年１月４日（金）〜１５日（火）
※土日祝日を除く。定員に達し次第終了。

▼料
▼場

金
所

▼ 持ち物

〜ブース出展・青森開催を誘致〜

６００円（材料費込）
ケーエム学院 ケーエムクッキングスクール
青森市堤町２−１３−８
エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具

【お申込・お問合せ先】
七子八珍の会事務局／青森観光コンベンション協会
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

出展ブースの様子

※定員に達し次第受付終了となりますのでご了承ください。

各地のミスや観光大使

第２回ねぶた下絵コンクール応募作品募集中

応募は
１月２３日まで！

子どもだちの「こんなねぶたを見たい、創りたい」を応援します。最優秀賞を受賞した作品は、ねぶた師・内山龍星氏監修のもと中型ねぶ
たとして制作されます。完成した中型ねぶたは、ワ･ラッセ２階エントランスホールに１年間展示され、来館者歓迎のシンボルとなります。
全国の小中学生の皆様からのオリジナリティあふれる作品をお待ちしています！詳細はホームページをご覧ください。
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/

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

2/28～3/2 第29回白馬脳神経外科セミナー

参加人数

会場

主催・問い合わせ

150 酸ヶ湯温泉、八甲田ホテル 青森県立中央病院脳神経外科

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

1/1～23

東北新幹線八戸開業10周年記念イルミネーションイベント「光の散歩道」

1/2～3

カースーパー初夢中古車ビッグフェア

1/4

平成25年新年祝賀会

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

時間
9：30～
17：00～
17：30～
9：00～
12：00～

参加人数

会場

- 青森県立美術館

主催・問い合わせ
青森県立美術館

- アスパム西側特設会場 アスパム
- 青森産業会館

(株)青森テレビ

- ホテル青森

青森市秘書課

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
- 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

1/20

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

2/2～3

カースーパー特選中古車ビッグフェア

2/2～11

第35回青森冬まつり

2/9～10

ＡＴＶ中古車フェア

- 青森産業会館

(株)青森テレビ

- 青森市中心街市街地

青森観光コンベンション協会

- 青森産業会館

(株)青森テレビ

2/16～17 トヨタ小野グループ三社合同イベント「衝撃の二日間」

- 青森産業会館

青森トヨペット

2/23～24

- 青森産業会館

(株)協同

第20回軽自動車＆バイクフェア2013

9：00～

■平成２４年１２月２１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。

