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観光コンベンションニュース
こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト実行委員会では、青森の冬をお楽しみいただくため
様々なイベントを開催します。是非ご家族ご友人お誘いあわせのうえお越しください。
こころ、あったか。

第 37 回青森冬まつり

日時
会場

1/31（土）～ 2/1（日）
9：00 ～ 15：00
青い海公園（アスパム裏）

雪の大型すべり台が目玉の青森の
冬恒例イベント。棒パンコーナー
やステージイベントなど家族で楽
しめるイベントが盛りだくさん。

ザ・もつけ祭り＆冬花火
日時

1/31（土）
17：30 ～ 19：00
会場 ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場
ねぶた神輿のパレードで会場が盛
り上がり、もつけ姿の男たちによ
る雪上綱引きで興奮し、冬の花火
でフィナーレを飾ります！

お問合せ先：（公社）青森観光コンベンション協会

あおもり冬感動メニュー

日時

～ 2/1（日）※一部店舗は 1/31（土）まで
（提供時間は店舗によって異なる）
会場 青森市中心商店街・ベイエリア
中心商店街・ベイエリアの飲食店
28 店舗でお得なワンコイン
（500 円）メニューが楽しめます！
詳細は HP「あおもり案内名人」をご覧ください。

TEL.017-723-7211

http://www.atca.info/

～マップ片手に飲食店めぐり～

お店で当日限定の「バルメニュー」を堪能しながら、参加店を
まわって食べ歩く『あおもりバル街』を開催します。チケット
は 5 枚 1 セットとなっており、前売 3,500 円、当日 4,000 円で
販売します。是非ご参加ください。
開催日
会 場

2 月 28 日（土）14：00 ～ 24：00
青森市中心市街地エリア参加飲食店
新町キューブ、A-FACTORY ほか
チケット 前売：3,500 円 当日：4,000 円 ※税込
前売販売 1 月 31 日（土）～ 2 月 27 日（金）
【前売券販売窓口】
さくら野百貨店、中三青森店、成田本店しんまち店
ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森、ﾊﾟｻｰｼﾞｭ広場、卸ｾﾝﾀｰ売店、市役所売店
（本庁舎・柳川庁舎）、青森県庁生協・青森県民生協各店
バル街参加店、びゅうプラザ、青森商工会議所
【電話予約受付】※当日現金とチケットを引き換えます
青森商工会議所 TEL. 017-734-1311
【インターネット販売】
青森ポータルサイト「ポみっと！」http://pomit.jp/
問合先 あおもりバル街事業実行委員会
事務局：青森商工会議所 商工業振興課
TEL. 017-734-1311
https://www.facebook.com/aomoribargai

展示情報
受験生応援企画
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や、勝負事に
利益ありといわれる「毘沙門天」のねぶた
立像を展示します。

「菅原道真ねぶた」
ねぶた立像「毘沙門天」展示
開催期間
場 所

2/1（日）～ 3/15（日）
1 階エントランス

道真公の好物
「カレイ」 の絵馬に
願い事を書こう !!

ねぶた下絵コンクール入賞作品展
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！
開催期間 2/11（水・祝）～ 3/31（火）
場 所 1 階エントランス
ねぶたの家 ワ ・ ラッセ TEL.017-752-1311
http://www.nebuta.jp/warasse/

初心者歓迎

お料理教室を開催します！

～和・洋・中～

七子八珍の食材を使用した料理の作り方・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、和食・洋食・
中華の３回開催します。ご参加はお一人様一回となりますので、参加希望の回を選んでお申込みください。

【和食】
第１回

【洋食】

2 月 15 日（日）
食材 タラ白子、サメ、サケ
講師 浪内 通 氏

第２回

2 月 28 日（土）
食材 タイ、ホタテ
講師 櫻庭 順也 氏

〔日本料理 百代 料理長〕

第３回

3 月 9 日（月）
食材 ホタテ、ソイ
講師 喬 俊和 氏

〔アップルパレス青森 洋食調理部長〕

●時 間 10：00 ～ 13：00
●会 場
●対 象 16 歳以上（料理初心者可） ●人 数
●参加料 1,000 円（材料費込）
●持 物
お申込・お問合せ

【中華】

〔中国料理 小青島 オーナーシェフ〕

●申込期間 2/3 日（火）午前 9 時～
県民福祉プラザ
※TEL または FAX でお申込みください。
各回 20 人（申込順） ※受付は土日祝日を除く平日のみとし、定員になり次第終了します。
エプロン、三角巾、タオル（おてふき）、筆記用具

青森観光コンベンション協会

ロサンゼルスでねぶた運行決定

TEL. 017-723-7211
平成２７年８月１５日
ｉｎリトルトーキョー

二世週祭の開催７５回を記念し、リトルトーキョーにおいて８月１５日に青
森ねぶたを運行します。ロサンゼルスでねぶたが運行されるのは８年振りと
なります。運行されるねぶたは、
幅７ｍ、奥行き５ｍ、高さ４ｍ
の中型ねぶた「津軽海峡 義経
渡海」。ねぶた師竹浪比呂央さん
とロサンゼルス現地市民によっ
て制作されます。

FAX. 017-723-7215

県内外でのＰＲに活用するため、
青森の冬を代表する魚「タラ」の
ポスターを製
作致しました。
ご希望の方は
当協会までご
連絡ください。
Ｂ１サイズの
大きな
ポスターです

第２５回

３/３０（月）,３１（火）開催

参加者募集中 !!
八甲田ウォーク

検索

イベント情報
開催日
2/1
2/2～27

イベント名
カダールフェスタ エンディング
つないだ『わ』男女共同参画の仲間たちの9日間
アコール階段ギャラリー
「おしゃれな手芸サークル作品展」

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：30～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

市役所本庁舎駐車場ほか

あおもり雪国懇談会
青森市男女共同参画プラザ「カダール」

2/6～7

第10回歩いて楽しむ「小春通り祭」

6日14：00～
7日10：00～

2/7

DV被害者支援の今とこれから

10：00～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

2/10

事業者のための省エネフェア

10：00～

青森産業会館

2/14～15

トヨタ小野グループ三社合同イベント「衝撃の三日間」

10：00～

青森産業会館

環境ビジネスマッチングフェア
実行委員会
青森トヨタ自動車

2/14～16

第27回棟方志功賞版画展

10：00～

青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

2/17～18

IT FESTA 2015

青森産業会館

テクノル青森支店

9：30～

2/21

「地域と女性」シンポジウム

13：30～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

2/21～22

第22回軽自動車＆バイクフェア2015

10：00～

青森産業会館

青森県軽自動車協会

10：00～

2/25～3/1

第5回青森市所蔵作品展

2/28～3/1

エキサイティングカーグッズフェア

3/7～8

新車ディーラー6社合同春の中古車大商談会

10：00～

青森産業会館

RABサービス

3/8

女性が知っておきたいカラダのリズム！In青森

13：00～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

10：00～

3/18～22

第6回青森市所蔵作品展

3/21～22

ATV中古車フェア

3/29

おでかけライブin青森

9：30～

青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

青森産業会館

タイヤセンター泉谷

青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

9：30～

青森産業会館

青森テレビ

11：00～

青森産業会館

ユウメディア

■平成２７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。

