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平成２６年

３/３０（日）・３１（月）

第２４回

こころ、あったか。あおもり＊冬感動プロジェクト

青森冬まつり

あおもり雪灯りまつり

灯りと紙のページェント

メイン会場の八甲田丸ゾーンでは、大型すべり台はもちろん、ステージ
イベントや凧揚げ、棒パンコーナーが設けられます。ワ・ラッセ西の広
場ゾーンでは、８日に「ザ・もつけ祭」を開催します。

多くの市民が協力して制作した雪とキャンドルを使った多数の雪灯りで
街を温かく灯します。

モノトーンの雪景色の中に、「青森ねぶた祭」で培われた技法で作られ
た和紙の大形オブジェと市民制作の小型オブジェ（雪・だるま～る）
約６００個が、幻想的な世界をつくり上げます。

　問   青森観光コンベンション協会　☎ 017-723-7211

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

友の会
会員募集中！

【年会費】２，０００円
【特　典】❶有料コーナー入場が無料！❷ご同伴者は団体割引適用！
　　　　❸ねぶた祭公式ガイドブック進呈！❹ねぶたカレンダー進呈！

ねぶたがつなぐ、街・ひと・こころ。

会場：八甲田丸・ワラッセ西の広場

会場：青森駅前公園

会場：A-FACTORY～アスパム

参加者募集中！参加者募集中！

詳細はホームページ

「あおもり案内名人」 を

ご覧ください！

開催期間　2 月 1 日（土）～

　　　　　3 月 13 日（木）

場　　所　1 階エントランス
開催期間　2 月 11 日（火・祝）～

　　　　　3 月 31 日（月）

場　　所　1 階エントランス

津軽三味線、 津軽民謡、 津軽手踊

りなどの熟練者が芸を披露します。

ガンバレ受験生！

３回目となる今回のコンクールでは、

小学生の部 ・ 中学生の部の最優秀賞

受賞作品を、 それぞれ中型ねぶたと

ミニねぶたに仕上げます。

完成をお楽しみに！

頑張る受験生を応援するため、

「学問の神様」 といわれる菅原道真

のねぶたを展示します。
開催日　第 1 回 2 月 1 日（土）

　　　　第 2 回 3 月 15 日（土）

時　間　16：00 ～ 17：30

場　所　2 階イベントホール

料　金　前売券 800 円

青森市観光課 ☎ 017-734-5179問

津軽笑っせ劇場津軽笑っせ劇場 下絵ｺﾝｸｰﾙ入賞作品展下絵ｺﾝｸｰﾙ入賞作品展菅原道真ねぶた展示菅原道真ねぶた展示

青森市観光キャラクター
ねぶたん

２ 月 イベント情報イベント情報

2/1( 土 ), 2( 日 ), 8( 土 ), 9( 日 )

開催中～ 2/9( 日 )

開催中～ 2/28( 金 )

好評につき第 1回 2/1公演のチケットは完
売しました。 第 2回 3/15公演の前売券
は 2/7 より販売となります。



好評開催中の「七子八珍食べある記あったかフェア」

の１２月分抽選会を行いました。

県内外から１，１９２件の応募があり、厳正なる抽選

によって６２名の当選者が選ばれました。

あったかフェアは、２月２８日まで開催していますの

で、ぜひご参加いただき、各店が工夫を凝らした七子

八珍メニューをお楽しみください。

東北６県の祭りが一堂に集結する「東北六魂祭」が平成２６年山形市で開催されます。
多くの東北の市民の皆様とともに東北六魂祭を盛り上げ、東北の元気を全国に発信するため、
「東北六魂祭応援Ｔシャツ」を作成しました。
Ｔシャツの売上利益の一部は東北六魂祭の運営に使用させていただきます。

■販売価格　２，０００円（税別）

■色・サイズ　白・黒　各色Ｍ、Ｌ、ＸＬ

■青森市内　青森市役所（本庁舎・柳川庁舎・浪岡庁舎）、青森市民病院売店、

　販売場所　ねぶたの家ワ・ラッセ、モヤヒルズ、道の駅ゆ～さ浅虫、アウガ、

　　　　　　八甲田丸、道の駅アップルヒル、浪岡交流センターあぴねす、

　　　　　　青森商工会議所、青森観光コンベンション協会

Ｔシャツを着て東北六魂祭を応援しよう！

問合せ／青森市観光課
　　　　TEL. 017-734-5179

開催日時／２月１５日（土）１０：００～１３：００
場　　所／アピオあおもり（中央３－１７－１）
対　　象／１６歳以上、先着２４名
参  加  費 ／１，０００円（材料費込）
申込受付／２月４日（火）～１０日（月）

七子八珍食材である鯛、ウニ、ナマコ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お料理教室を
開催します。
この機会に一流料理人の技を学んでみませんか？
初心者ＯＫ！お気軽にご参加ください。

プロから学ぼう！

「七子八珍」お料理教室

七子八珍 食べある記

参加店など、詳しくは

ＨＰ「あおもり案内名人」を

ご覧ください！

あったかフェア
好評開催中＆抽選会開催

あったかフェア
好評開催中＆抽選会開催

お申込は青森観光コンベンション協会まで

■平成２６年１月２０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。

イベント情報

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

2/6 平成25年度青森県農地・水・環境保全向上対策ﾘｰﾀﾞｰ育成研修会（仮称） 13:00 - 青森市民ホール 青森県農地・水・環境保全向上対策地域協議会

2/25 平成25年度福祉サービスに関する苦情解決事業研修会 13:00 - 青森市民ホール （社福）青森県社会福祉協議会

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

2/2～27 階段ギャラリー「葛西章史写真展」 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/8～9 ATV中古車フェア 青森産業会館 ㈱青森テレビ

2/15～16 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 ネッツトヨタ青森㈱

2/16 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

2/19～23 第5回青森市所蔵作品展 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

2/22～23 第21回軽自動車＆バイクフェア2014 青森産業会館 ㈱協同

3/1～2 エキサイティング・カーグッズフェア 青森産業会館 ㈱タイヤセンター泉谷

3/4～23 階段ギャラリー「第２回現代青森水墨画会展」 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/8～9 新車ディーラー5社合同春の中古車大商談会 青森産業会館 ㈱RABサービス

3/19 第6回青森市所蔵作品展 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

3/20 「災害その時!!」青森市の防災のお話と防災ゲーム体験 男女共同参画プラザカダール 男女共同参画プラザカダール

3/22～23 ATV中古車フェア 青森産業会館 ㈱青森テレビ

時間

11：00～15：00

10：00～20：00

9：00～

10：00～

10：00～

9：00～

10：00～20：00

10：00～

10：00～

9：00～21：00

9：00～21：00

13：30～15：30

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　TEL. 017-723-7211
七子八珍推進部会による抽選会の様子


