
観光コンベンションニュース

January 2017
平成29年1月号

観光コンベンションニュース

ATCA NEWS vol.187
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

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

青森市観光キャラクター　ねぶたん

３月３０日（木），３１日（金）３月３０日（木），３１日（金）３月３０日（木），３１日（金）３月３０日（木），３１日（金）

冬期閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドライン」の４月１日
開通直前に開催する「八甲田 “雪の回廊と温泉” ウォーク」。
真っ白な雪の回廊（酸ヶ湯～谷地間約８km）をウォーキングし、
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（十和田経由）・弘前（黒石経由）出発
各１コースの全６コースをご用意しております。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

◆参加料 大  人（中学生以上）

　5,000円
小学生（未就学児無料）

　3,500円

◆コース
出 発 休憩場所

Ａ 谷地→酸ヶ湯 酸ヶ湯温泉

Ｂ 酸ヶ湯→谷地 蔦温泉

Ｃ 酸ヶ湯→谷地 森のホテル

Ｄ
スノーシュー

睡蓮沼→傘松峠（スノーシュー）

傘松峠→酸ヶ湯（ウォーキング）
酸ヶ湯温泉

八 戸
（十和田経由）

Ｅ 谷地→酸ヶ湯 酸ヶ湯温泉

弘 前
（黒石経由）

Ｆ 酸ヶ湯→谷地 蔦温泉

コ ー ス

青 森

※税込、移動バス代・入浴料込み。
※Dスノーシューコースは、スノーシュー参加料が別途1,000円かかります。

開
催
日

平成
２９年

●やさしいねぶた学～展示ねぶたを語る～【1/8（日）13:45 ～ 14:45】 
 講　師 /ねぶた師 北村麻子さん　 参加料 /無料

●第６回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール入賞作品展【～ 3/31（金）】 
 全国の小・中学生のオリジナリティあふれるねぶた下絵をご覧ください！

詳細はＨＰ「あおもり案内名人」をご覧ください

定員残り
わずか

定員残り
わずか

●開館６周年セレモニー【1/5（木）9:20 ～】
●新春餅つき＆振る舞い・獅子舞演舞
 【1/2（月・休）10:00 ～、1/5（木）セレモニー終了後】※獅子舞演舞は 5日のみ

●紙貼り・ミニ書割体験
 【1/2（月・休）～1/9（月・祝）①10:00 ～ 10:30、②14:00 ～ 14:30】

 大型ねぶたの紙貼りと書き割り（墨入れ）体験。※ミュージアム入館者のみ

●ねぶたしおりプレゼント
 【1/2（月・休）～1/9（月・祝）】※ミュージアム入館者のみ

●旧き青森の写真パネル展～ねぶたが通った青森の街～ 
 【1/2（月・休）～1/15（日）9:00 ～ 18:00】※ミュージアム内に展示

●ねぶた面づくり教室
【1/7（土）・1/8（日）10:30～16:00】

 講師 /ねぶた師 北村春一さん　参加料 /1,500 円

 定員 /20 名（小学 3年生以上で 2日間受講できる方、小学生は保護者同伴）

●青森凧絵教室【1/5（木）10:00 ～ 14:00】 
 講師 /ねぶた師 北村春一さん

 参加料 /1,000 円　定員 /20 名（小学生以上、小学生は保護者同伴）

●ワ・ラッセ工房スペシャル
【1/2（月・休）～1/9（月・祝）①10:30 ～ 12:00、②13:30 ～ 15:00】

 ミニ金魚ねぶたなどの工作（教材費有料）

●笑っせ劇場新春ライブ【1/2（月・休）116:00 ～ 17:30】
 チケット／前売券 1,000 円　当日券 1,300 円

開館６周年記念イベント

１月イベント情報

１２月３１日（土）・１月１日
（日・祝）は休館日です。
１月２日（月・休）から通常営
業いたします。

１月１０日（火）から申込受付開始！

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆコース

Ｄスノーシューコース



■平成２８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いたします。

イベント情報

コンベンションカレンダー

時

定

所

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

1/8 平成28年度青森市成人式 12:00 - リンクステーションホール青森 青森市教育委員会

2/9～12 第12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 青森市教育委員会文化スポーツ振興課

■あおもり雪灯りまつり

 期間 / 1 月 27 日（金）～ 1 月 29 日（日）
 会場 / ワ・ラッセ西の広場
■第３９回青森冬まつり

 期間 / 2 月 4 日（土）～ 2 月 5 日（日）
 会場 / 青い海公園
■ザ・もつけ祭＆冬花火

 期間 / 2 月 4 日（土）
 会場 / ワ・ラッセ西の広場

東北地区＆中国四国地区
コンベンション推進協議会

合同誘致懇談会に参加します

１月３１日（火）都市センター
ホテルで開催される東北地区
コンベンションビューロー１
６団体と中国四国地区コンベ
ンションビューロー１３団体
による合同誘致懇談会に参加
いたします。首都圏のコンベ
ンション主催団体に対し、青
森市内でのコンベンション開
催を誘致するため、開催施設
や助成金制度、
観光などにつ
いて情報提供
やＰＲを行い
ます。

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

 期間 / 11 月 25 日（金）～ 2 月 5 日（日）
 会場 / 青森ベイエリア周辺
■八甲田丸イルミネーション

 期間 / 11 月 25 日（金）～ 2 月 5 日（日）
 会場 / 八甲田丸
■こころ、あったか。あおもり冬感動メニュー

 期間 / 11 月 25 日（金）～ 2 月 5 日（日）
 会場 / ベイエリア周辺・中心市街地参加店

ホームページ
あおもり案内名人を

ご覧ください

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

12/22～1/25 青森県立図書館冬季企画展示　青森ねぶた写真展「追想」 青森県立図書館 青森県立図書館

12/23～1/9 縄文の学び舎・小牧野館の企画展「笛と太鼓の民俗楽器展」 縄文の学び舎・小牧野館 縄文の学び舎・小牧野館

1/2 お正月イベント「第2回縄文!!もちつき大会」 縄文の学び舎・小牧野館 縄文の学び舎・小牧野館

1/2 モヤヒルズ　新春イベント　もちつき大会 モヤヒルズ モヤヒルズ

1/2～3 カースーパー初夢中古車ビッグフェア 青森産業会館 協同

1/2～9 ワ・ラッセ開館6周年イベント ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/5～1/29
*1/8休館

アコール階段ギャラリー「プチマルシェの仲間たち展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

1/8 やさしいねぶた学「展示ねぶたを語る」 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/8～9 八甲田丸船内フリーマーケット 八甲田丸 みちのくリサイクル運動市民の会

1/9 おでかけライブin青森 青森産業会館 ユウメディア

1/10 スキーの日イベント　大抽選会＆スキー無料講習会 モヤヒルズ モヤヒルズ

1/14～15 オールスズキおもてなし大商談会 青森産業会館 RABサービス

1/15 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

1/18～22
平成28年度第5回青森市所蔵作品展
～山に抱かれた芸術家～奈良岡正夫・濱田英一

青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

1/21
カダールフェスタ・オープニング「いつも人生に写真があった
～沢田サタ91歳　教一・ベトナム・平和を語る～」

アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザカダール

1/21～23 ガリバー中古車フェア 青森産業会館 IDOM

1/23 モヤヒルズ　ボーダーズナイト モヤヒルズ モヤヒルズ

1/24 “カダール映画の日”「闇の子供たち」無料上映会 アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザカダール

1/25
“カダールdeシネマ”「マダム・イン・ニューヨーク」
無料上映会＆シネマカフェ

アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザカダール

1/31・2/14 アコール学園「ステンドグラスのミニ灯り」（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/1～28
*2/12休館

アコール階段ギャラリー「トールペイントで彩る四季」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/4～5 カースーパー特選中古車ビッグフェア 青森産業会館 協同

2/4～6 平成28年度第29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

2/5 サークル体験講座「自家製天然酵母のパン作り」（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/5・19 浅虫森林公園スノートレッキング（要申込） 浅虫森林公園 浅虫温泉観光協会

2/8～9 IT FESTA 2017 青森産業会館 テクノル青森支店

2/14～15 オールトヨタ衝撃の2日間 青森産業会館 ネッツトヨタ青森

2/18 サークル体験「男性のお菓子作り入門講座」（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/18～19 家具・インテリア大商談会 青森産業会館 かさい
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青森県立図書館冬季企画展示　青森ねぶた写真展「追想」
青森ねぶた祭に出陣した歴代のねぶた約１，２００台の図版や昭和初期のねぶた絵
葉書などを展示する「青森ねぶた写真展『追想』」が青森県立図書館で１２月２２日
（木）から１月２５日（水）まで開催されます。観覧無料。ぜひご覧ください。

お問合せ：青森県立図書館 参考・郷土室　☎017-729-4311


