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観光コンベンションニュース
好評開催中♪詳細はＨＰ

こころ、 あったか。 あおもり冬感動プロジェクト「あおもり案内名人」をご覧ください !
■あおもり雪灯りまつり【1/27 金 ～ 1/29 日 】

■あおもり灯りと紙のページェント【～ 2/5 日 】

■第 39 回青森冬まつり【2/4 土 ～ 2/5 日 】

■八甲田丸イルミネーション【～ 2/5 日 】

■ザ・もつけ祭＆冬花火【2/4 土 】

■こころ、あったか。あおもり冬感動メニュー【～ 2/5 日 】

時間 / 17：00 ～ 21：00 会場 / ワ・ラッセ西の広場
市民の皆様の協力をいただいて制作した雪とキャンド
ルを使った雪灯り 3,000 個が街をやさしく灯します。

時間 / 9：00 ～ 15：00 会場 / 青い海公園
雪の大型すべり台が目玉の冬恒例イベント。棒パンコー
ナーや乗馬体験など家族で楽しめます。

時間 / 17：30 ～ 19：00 会場 / 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。花火がフィナー
レを飾ります。

時間 / 16：00 ～ 21：00 会場 / 青森ベイエリア周辺
ねぶた技法による市民創作の和紙オブジェ「雪だるま～
る」750 個がベイエリアをあたたかい光で照らします。

時間 / 16：00 ～ 21：00 会場 / 八甲田丸
八甲田丸の外観をＬＥＤ電球 25,000 個で飾り、ベイエリ
アを彩ります。

参加店 / ベイエリア周辺・中心市街地店舗
ワンコイン 500 円のお得なメニューをお楽しみください。

ご家族でのご参加大歓迎 !!

４/１開通直前、２日間だけの特別開催！

開催日

３月３０日（木），３１日（金） 参加者募集中

!

八甲田ウォーク
検索

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。
青森市観光キャラクター ねぶたん

２月イベント情報
●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）】

場所 /１階エントランスホール
入賞作品２８点を展示します。オリジナリティあふれる下絵をご覧ください。
ねぶたホール（有料コーナー）にて、中学生部門最優秀賞受賞作品をもとに中型ねぶたを
制作しています。制作作業はご見学いただけます。※制作をしていない時間もあります。

中学生部門 最優秀賞

●ワ・ラッセ工房【2/12（日）①10:30～12:00 ②13:30～15:00】
場所 /１階エントランスホール
ミニ金魚ねぶたなどの工作。（教材費有料）

●バレンタインｉｎワ・ラッセ【2/14（火）】

場所 /２階チケット売り場
ねぶたホール入場者に、もれなくミニチョコをプレゼント！

「五穀豊穣祈願 田村麻呂と鬼神様」
今井 優紀 さん （平賀西中３年）
小学生部門 最優秀賞

●ワ・ラッセ受験生応援企画【2/1（水）～ 3/14（火）】
『菅原道真ねぶた展示』場所 /１階エントランスホール
学問の神様といわれる菅原道真ねぶたを展示。
道真公の好物・カレイの絵馬で合格祈願！

『眠り流ししおりプレゼント』場所 /１階総合案内
眠気に勝ち願いを成就できるようねぶた絵のしおりを
配布します。
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

☎017-752-1311

「子もりうた～あなたの幸せをねがう～」
横山 加奈 さん （浜田小３年）

http://www.nebuta.jp/warasse

登録無料
February
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「おもてなし規格認証」を活用しませんか？

２５
（ＳＡＴ）

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２５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ぜひご参加ください。
◆開催日時 2 月 25 日（土）16:00 ～ 24:00
◆会
場 中心市街地エリア参加飲食店約 70 店舗
◆チケット 前売 3,500 円 当日 4,000 円※税込
◆前売販売 2 月 24 日（金）まで
◇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、
サンロード青森、青森県庁生協、青森県民生協各店、
パサージュ広場、市役所売店（本庁舎・柳川庁舎）、
問屋町ストア、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 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/
◆問合せ先 あおもりバル街事業実行委員会事務局
TEL. 017-734-1311

経済産業省では、国内のサービス産業事業者のサー
ビス品質を「見える化」するために「おもてなし規
格認証」を創設しました。これにより、皆様の提供
するサービスの品質や取組をＰＲすることが可能と
なります。登録サイトで、顧客・従業員・地域社会
の満足度を高めるための取組３０項目をチェック
し、１５項目以上が該当するとマークと登録証を取
得することができます。「おもてなし規格認証２０
１７」は１月下旬にスタートします。
【お問合せ先】
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課
TEL. 022-221-4914 FAX. 022-215-9463
https://www.service-design.jp/
青森商工会議所 創立１２３周年 ・ 生命共済制度４５周年

会員・共済加入者の集い

青森商工会議所では、創立１２３周年・生命共済制
度４５周年記念事業として「会員・共済加入者の集
い ミュージカル『げんない（平賀源内）』」の観劇会
を２月１４日（火）リンクステーションホールで実
施します。観覧には入場整理券が必要です。
詳細は下記までお問合せください。

最新情報は facebook をご覧ください !
https://www.facebook.com/aomoribargai/
時

ミュージカル 「げんない」

お問合せ先 青森商工会議所 ＴＥＬ： 017-734-1311

イベント情報

定
開催日

イベント名

1/14～2/28 生誕110年記念 青森市所蔵 淡谷のり子資料展

9：00～
-

会場

主催・問い合わせ

あおもり北のまほろば歴史館

あおもり北のまほろば歴史館

中心商店街

青森市文化スポーツ振興課

2/1～28
2/1～28
*2/12休館
2/4

ザ・もつけ祭＆冬花火

2/4

第14回細野相沢冬物語

2/4～5

第39回青森冬まつり

2/4～5

カースーパー特選中古車ビッグフェア

2/4～5

雪を楽しむつどい

2/4～6

平成28年度第29回棟方志功賞版画展

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）

2/5・19

浅虫森林公園スノートレッキング（要申込）

2/8～9

IT FESTA 2017

2/11

浪岡城落城438年記念 やぶこぎ大会

10：00～

中世の館、浪岡城跡

中世の館

2/11

10：00～

森運輸アリーナ（県営スケート場）

青森市文化スポーツ振興公社

2/14

第4回氷上スポーツ・レクリエーション祭
第15回青森県民謡グランプリ
～第63回民謡王座・第47回手踊名人決定戦～
アコール学園「ステンドグラスのミニ灯り」（要申込）

2/14～15

オールトヨタ衝撃の2日間

2/18

サークル体験「男性のお菓子作り入門講座」（要申込）

2/18～19
2/22
3/3～30
*3/12休館
3/3

2/12

版画の街・あおもり 街中が版画ギャラリー

開始時間

アコール階段ギャラリー「トールペイントで彩る四季」

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

17：30～

ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場

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

18：00～

浪岡細野山の家

細野山の家

青い海公園

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

9：00～

9：30～ 青森産業会館
4日15：00～
西部市民センター
5日 9：00～
10：00～ 青森市民美術展示館
10：00～

協同
西部市民センター
青森市文化スポーツ振興公社

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

8：30～

浅虫森林公園

浅虫温泉観光協会

9：30～

青森産業会館

テクノル青森支店

12：30～

リンクステーションホール青森

青森放送「民謡グランプリ」

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10：00～

青森産業会館

ネッツトヨタ青森

10：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

家具・インテリア大商談会

10：00～

青森産業会館

かさい

平成28年度合同就職面接会

13：00～

アウガAV多機能ホール

青森地域雇用機会増大促進協議会

アコール階段ギャラリー「おしゃれな手芸コレクション」
雛祭り おとなの茶会

9：30～

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：00～

3/4～5

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

3/17～19

創元会青森支部小品展

10：00～

青森市民美術展示館

創元会青森支部

3/18

女性メンター養成講座（要申込）

10：30～

アウガ カダール研修室

青森市男女共同参画プラザカダール

3/20

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

ユウメディア

3/25～26

カースーパー特選中古車ビッグフェア

9：30～

青森産業会館

協同

■平成２９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いたします。

