
観光コンベンションニュース

February 2016
平成28年2月号

観光コンベンションニュース

ATCA NEWS vol.176
Aomori Tourism & Convention Association

◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒038-0012 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
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

こころ、あったか。

あおもり＊冬感動プロジェクト

＊あおもり灯りと紙のページェント
　16:00～21:00 青森ベイエリア遊歩道
　ねぶた技法による市民創作の和紙オブジェ「雪だる
　ま～る」800個が青森ベイエリアを照らします。
＊八甲田丸イルミネーション
　16:00～21:00 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
　色彩豊かな電球で飾られた八甲田丸がベイエリアを
　彩ります。
＊味見あおもり ワン・ツーコイン
　参加店：ベイエリア施設・中心商店街の飲食店
　お得なワンコイン 500円、ツーコイン 1,000 円の
　メニューが楽しめます。

＊第 38 回青森冬まつり
　9:00～15:00 青い海公園（アスパム海手）
　雪の大型すべり台が目玉の青森の冬恒例イベント。
　家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。

共催イベント

開催中～２/７ 日

＊ザ・もつけ祭＆冬花火
　17:30～19:00 ワ・ラッセ西の広場
　ふんどし姿の男たちによる雪上綱引き！冬の花火が
　フィナーレを飾ります。

２/6 土 ～ ２/７ 日

２/6 土

あおもりの冬は
イベントいっぱい!!

家族で楽しめる
イベントも♪

２０１６年６月２５日 土 ・２６日 日 開催 !!
東日本大震災により犠牲となられた多くの魂の鎮魂と復興を祈
願し、東北の元気を全国に発信するため東北を代表する祭りが
集結する「東北六魂祭」が今年は青森市で６月２５日（土）、
２６日（日）に開催されます。
東北六市を一巡する今回は、東北地方の災を跳ね飛ばし、さら
なる跳躍を願い「跳」（はねる）をテーマに掲げ、東北六市の
お祭りによるパレードのほかステージイベントや観光・食・特
産品ＰＲなどが行われます。

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」が
２月２７日（土）に開催されます。
お得な前売券の販売もありますので
是非ご参加ください。

開催日　2 月 27 日（土）

　　　　16:00 ～ 24:00

会　場　中心市街地エリア参加飲食店 60 店

チケット　前売 3,500 円　当日 4,000 円 ※税込

前売販売　2 月 26 日（金）まで

　　　　【前売券販売窓口】

　　　　さくら野百貨店、成田本店しんまち店

　　　　中三青森店、ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森、問屋町ｽﾄｱ

　　　　青森市役所売店（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、青森商工会議所

　　　　【電話予約受付】

　　　　青森商工会議所☎ 017-734-1311

　　　　【インターネット販売】

　　　　ポみっと！ http://pomit.jp/

日　　時／ 6 月 25 日（土）10:00 ～ 20:00（予定）

日　　時／ 6 月 26 日（日）10:00 ～ 17:00（予定）

場　　所／青森市内

【東北六魂祭２０１６青森】

【東北六市のお祭りによるパレード】

日　　時／ 6 月 25 日（土）17:00 ～ 19:30（予定）

日　　時／ 6 月 26 日（日）12:30 ～ 14:45（予定）

場　　所／青い森公園（R7）～橋本交差点先（R4）（予定）
　　　　　※観覧エリアの一部に有料観覧席設置を検討中

参加祭り／青森ねぶた祭・秋田竿燈まつり・盛岡さんさ踊り

　　　　　山形花笠まつり・仙台七夕まつり・福島わらじまつり

【お問合せ】青森市観光課 六魂祭担当
【お問合せ】Tel. 017-734-5179　Fax. 017-734-5188

その他イベントや詳細についてはホームページ
「あおもり案内名人」でご覧いただけます。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【お問合せ】あおもりバル街事業実行委員会
【お問合せ】事務局　青森商工会議所商工業振興課
【お問合せ】Tel. 017-734-1311
https://ja-jp.facebook.com/aomoribargai/　　　　



■平成２８年１月２７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

寒さの厳しい青森の冬は、旬を
迎える魚がたくさんあります。
おいしい青森の冬の魚をＰＲす
るポスターを是非ご活用くださ
い。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

お問合せ先　ねぶたの家 ワ・ラッセ　☎017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

2/6～8 平成27年度第28回棟方志功賞版画展 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

～2/7 あおもり灯りと紙のページェント 青森ベイエリア遊歩道 青森観光コンベンション協会

～2/7 味見あおもりワン・ツーコイン ベイエリア施設・中心商店街飲食店 青森商工会議所

～2/7 八甲田丸イルミネーション 八甲田丸 青森観光コンベンション協会

～2/29 版画の街・あおもり　街中が版画ギャラリー 中心商店街各店舗 青森市文化スポーツ振興公社

2/9～10 テクノル IT FESTA 2016 青森産業会館 テクノル青森支店

2/11 沖館小学校音楽部定期演奏会　バレンタインコンサート アウガAV多機能ホール 沖館小学校

2/13～14 トヨタ小野グループ三社合同イベント「衝撃の2日間」 青森産業会館 青森トヨペット

2/14 石江保育園　ミュージックフェスタ アウガAV多機能ホール 共愛会　石江保育園

2/20～21 第23回軽自動車＆バイクフェア 青森産業会館 協同

2/27～28 全国いいもの　スーパーアウトレットフェア 青森産業会館 かさい

3/5～6 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青森店

3/12～13 新車ディーラー6社合同春の中古車大商談会 青森産業会館 RABサービス

3/21 おでかけライブin青森 青森産業会館 ユウメディア
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開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

2/7
平成27年度命を大切にする心を育む
県民運動推進フォーラム

13:00 - リンクモア平安閣市民ホール
青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課

2/14 あおもり食命人シンポジウム2016 13:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県食の安全・安心推進課

2/18～21 第11回全国高等学校カーリング選手権大会 - 200 みちぎんドリームスタジアム
全国高等学校カーリング選手権
大会実行委員会

青森市観光キャラクター　ねぶたん

◎第５回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール作品展

◎　　　　　　菅原道真ねぶた展示＆幸福の鈴付しおりプレゼント

２月イベント情報２月イベント情報

ねぶた下絵コンクールの応募作品を１階エントランスに展示します。
現役ねぶた師監修のもと、小学生部門最優秀賞の作品はミニねぶたに、中学生部門
最優秀賞の作品は中型ねぶたに仕上げます。完成をお楽しみに！

学問の神といわれる菅原道真ねぶたを１階エントランスに展示します。
道真公の好物カレイの絵馬で合格祈願しませんか？
また、眠気に勝って願いを成就できるように、幸せが訪れるといわれているねぶたの
鈴が付いたねぶたしおりをプレゼントします。

小学生部門最優秀賞
「青森県の海の幸」

大湊小学校６年 　真勢孝哉

中学生部門最優秀賞
「津軽の忠臣 田中太郎五郎 最後の勇姿」

平賀西中学校２年　今井優紀

応 募 作 品 展／ 2016 年 2 月 11 日（木・祝）～ 2016 年 3 月 31 日（木）

ねぶた完成除幕式／ 2016 年 3 月 31 日（木）

期間／ 2016 年 2 月 1 日（月）～ 2016 年 3 月 14 日（月）

　　　※カレイ絵馬、幸福の鈴付しおりは１階総合案内で配布します。

受験生応援企画

冬の魚ＰＲポスター
配布してます！

冬期閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドライン」の除雪
したての真っ白な雪の回廊をウォーキングする特別イベント。
青森出発４コース、八戸（十和田経由）・弘前（黒石経由）出発各１
コースをご用意しております。是非ご参加ください。

 お申込み
受付中

4/1 開通前、3 日間だけの特別開催！

リーフレット兼申込書がありますので、お問合せください。
ホームページ「あおもり案内名人」からもお申込みいただけます。

◆会　期：2016 年 3 月 29 日（火）～ 31 日（木）

◆参加料：大人 5,000 円　小学生 3,500 円　※未就学児童無料


