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観光コンベンションニュース
雪だ！灯りだ！芸術だ！
会期：１２月１日～３月４日

あおもり冬のワンダーランド♪

2/2 （金） ～ 2/4 （日） 17:00 ～ 21:00
【ワ ・ ラッセ西の広場】 市民の皆様のご協力で制作した約 2,000 個の雪灯りが
街を優しく灯します。 WISH キャンドル制作体験や、 写真コンテストも 開催。
トリエンナーレコラボとしてアーティストデザインの雪のすべり台も制作します。
♪ザ・もつけ祭り＆冬花火 2/10 （土） 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。 オリジナルふんどしと手ぬぐいも販売！ （販売期間 ： 12/22
～ 3/4 販売場所 ： アイモリー）
2/10 （土） ～ 2/12 （月・祝） 9:00 ～ 15:00
♪第４０回青森冬まつり
【青い海公園】 雪の大型すべり台が目玉の冬恒例イベント。 棒パンや乗馬体
験など家族で楽しめます。

♪あおもり雪灯りまつり

開催中♪

あおもり灯りと紙のページェント
ワ ・ ラッセイルミネーション

▼詳細はこちら▼
リーフレットダウンロード

イベント情報
◆ワ・ラッセクリスマスツリー

12 月 31 日（日）、1 月 1 日（月・祝）は

青森市観光キャラクター ねぶたん

全館休館いたします。

◆ワ・ラッセサンタがやってくる

ワ・ラッセオリジナルクリスマスツリーを展示するほか、 サンタが館内に登場！プレゼントもあります。
（数量限定）
２階に展示している中型ねぶたをクリスマス仕様に装飾 ○日時 12 月 24 日（日）①10:00 ②14:00 各 30 分
します。
◆やさしいねぶた学【無料】
○日時 12 月 1 日（金）～ 12 月 25 日（月）
今年のねぶた祭に出陣し、現在ワ・ラッセに展示されて
いる大型ねぶた「紅葉狩」の制作者・北村麻子さんが制
◆ワ・ラッセ工房
ミニ金魚ねぶたなどの工作（教材費有料）
作時のエピソードなど、ここでしか聞けない内容を語り
○日時 12 月 10 日（日）、12 月 24 日（日）
ます。ねぶたファン必見。
①10:30 ～ 12:00 ②13:30 ～ 15:00
○日時 12 月 3 日（日）13:45 ～ 14:45
○会場 １階エントランスホール
○会場 1 階交流学習室 3

◆新春ワ・ラッセ饅頭振る舞い

●よみがえる竹のねぶた

ワ・ラッセ饅頭を来館先着 200 名にプレゼント！
○日時 1 月 2 日（火）9:00 ～

千葉作龍ねぶた名人が昔ながらの技法で制作します。
○日時 1/2（火）～ 1/14（日）
①10:00 ～ 11:00 ②13:30 ～ 15:00
○会場 ねぶたミュージアム（有料コーナー）

◆ねぶた師に学ぶ ねぶた面づくり教室【要申込】
○日時

①1/2（火）～ 1/3（水） ○講師 ①林広海
②1/6（土）～ 1/7（日）
②手塚茂樹
10:30 ～ 16:00
○対象 小学 5 年生以上で 2 日間受講できる方
（小学生は保護者同伴）
○参加費 1,500 円

◆地域芸能ライブ 下山昭義三味線ライブ【無料】
○日時
○会場

1/2（火）13:45 ～ 14:45
2 階イベントホール
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

◆紙貼り・ミニ書割体験
ねぶたに紙を貼り、書割（墨入れ）をすることができます。
○日時 1/2（火）～ 1/8（月・祝）
①10:00 ②14:00 各回 30 分
○会場 ねぶたミュージアム（有料コーナー）

お正月はイベント盛りだくさん！
ワ・ラッセへお越しください♪

☎017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse

３月３０日（金），３１日（土）

八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク

第２８回

冬期閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドライン」の １月９日（火）申込受付開始！
４月１日開通直前に開催する特別イベント「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、ゴール後は温泉にゆっ
くり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ので、 参加料 大 人 5,000 円（中学生以上）
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
小学生 3,500 円（未就学児無料）
詳細につきましては、来月号でご案内いたします。

ＪＲバス東北

※税込、移動バス代・入浴代含む。
※スノーシューコースは参加料として別途 1,000 円かかります。

定期観光バス運行！楽々バスで 冬の八甲田 をお楽しみいただけます

ＪＲバス東北では、冬の八甲田の絶景と温泉を楽しめるバスガイド
付き定期観光バスを１月５日から２月２６日までの特定日に運行し
ます。空席があれば当日申込も可能ですので、ぜひご利用ください。
【きっぷのお求め ・ お問合せ先】
青森駅前ＪＲバスきっぷうりば TEL.017-773-5722

青森中央学院大学

あおもりツーリズム創発塾

あおもり冬季アクティビティ
企画セミナー参加者募集！
青森中央学院大学「あおもり
ツーリズム創発塾」では、
「三
内丸山遺跡での冬季アクティ
ビティプランを作成し、実施
してみよう」をテーマにあお
もり冬季アクティビティ企画
セミナーを開催します。
１講座のみの参加も可能です
ので、ぜひご参加ください。
詳しくは同封チラシをご覧く
ださい。
【問合せ】 青森中央学院大学
地域マネジメント研究所
TEL 017-728-0131

コンベンションカレンダー
開催日
12/8

大会名

時間

会場

参加人数

主催・問い合わせ

-

12/9

日本認知症ケア学会 第63回教育講演
日本認知症ケア学会 2017年度東北地域大会

12:30
10:00

-

12/11

平成29年度認定調査従事者現認者研修

13:30

- リンクモア平安閣市民ホール

12/14

平成29年度青森県農薬管理指導士認定機関更新研修

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県植物防疫協会

1/7

平成29年度成人式

12:00

- リンクステーションホール青森

青森市教育委員会

リンクモア平安閣市民ホール

青森県社会福祉協議会
青森県健康福祉部高齢福祉保険課

イベント情報
開催日

イベント名

11/15～12/10 企画展 あおもりの巡礼

開始時間

会場

9：00～ あおもり北のまほろば歴史館

主催・問い合わせ
あおもり北のまほろば歴史館

11/30～12/3

NHK青森文化センター「日曜写真塾」「カメラを活かす」写真展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

NHK青森文化センター写真教室

11/30～12/4

青森戸山高校美術科有志展「その後の美術科2」

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森戸山高校美術科一期生の会

12/1～25

クリスマスアドベントカレンダー

12/1～3/4

あおもり灯りと紙のページェント

12/1～3/4 ワ・ラッセイルミネーション
12/2～19
アコールロビー展「親子木版画パネル展
*10日は休館 ～子どもたちの愛らしい作品と講師西村惠美子さんの作品を展示～」
12/2

カダール映画の日2017特別編 発達障がいを知ろう
「ぼくはうみがみたくなりました」上映会とおはなし

A-FACTORY

A-FACTORY

16：00～ 青森ベイエリア

青森観光コンベンション協会

16：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ

青森観光コンベンション協会

9：00～ 働く女性の家アコール
①10：00～
②14：00～ アウガAV多機能ホール
③18：00～
11：00～ 青森コロナワールド

働く女性の家アコール
青森市男女共同参画プラザ カダール

12/3

フリーマーケットin青森コロナワールド

12/9

中央卸売市場「水産の朝市！」

12/9

第34回青森市私立幼稚園絵画展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森市私立幼稚園協会

12/9

男の生き方塾公開講演会「古典に学ぶ男の品格」（要申込）

13：30～ 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

14：30～ 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

14：30～ 国際芸術センター青森
10：00～
協同組合タッケン美術展示館
15日のみ13：00
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

国際芸術センター青森

12/9

アーティスト・イン・レジデンス ギャラリーツアー

12/10

アーティスト・イン・レジデンス 潘逸舟パフォーマンス「作品と私」

12/15～17

第36回青森山田中学高等学校三部展

12/15～17

きょうめい展2017

12/17

第7回青森市環境フェア2017

12/23～24

第49回東郡児童美術展（絵画・版画）

12/24

おでかけライブin青森

12/31～1/1 八甲田丸カウントダウン2018
1/2～3

カースーパー初夢中古車ビッグフェア

1/2～8
ねぶたの家ワ・ラッセお正月イベント
1/5～31
アコール階段ギャラリー「楽絵の会・なごみの会 絵手紙展」
*14日は休館
1/6～7
フリーマーケットin八甲田丸ファン感謝デー
1/13～14

オールスズキおもてなし大商談会

1/20～3/4

AOMORIトリエンナーレ2017 Unlimited部門

1/26～28

青森市小・中学校美術展

7：00～ 中央卸売市場

10：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ
23日12：00～
協同組合タッケン美術展示館
24日10：00～
11：00～ 青森産業会館
22：00～25：00 八甲田丸

みちのくリサイクル運動市民の会
中央卸売市場

青森山田高校
おどろ木ネットワーク
青森市環境政策課
東津軽郡小学校教育研究会
ユウメディア
八甲田丸

9：30～ 青森産業会館

協同

9：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ

ねぶたの家ワ・ラッセ

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：00～ 八甲田丸

みちのくリサイクル運動市民の会

10：00～ 青森産業会館
国際芸術センター青森
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

RABサービス
青森市文化スポーツ振興課
青森市小学校教育研究会図画工作科研究部
会・青森市中学校教育研究会美術部会

■平成２９年１１月２４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。

青森中央学院大学

あおもり冬季アクティビティ
企画セミナー

青森中央学院大学

あおもりツーリズム
創発塾

三内丸山遺跡での冬季アクティビティプランを作成し、実施してみよう

三内丸山遺跡
冬季観光
冬の青森観光の新たな商品開発として、世界遺産登録を目指している三内丸山遺

跡をフィールドに冬季アクティビティ・イベント企画のセミナー、ワークショップを

開催します。参加者の商品企画力、情報発信力などの向上を図り、遺跡を活用し
た冬季観光の新たな可能性を探ります。

1

三内丸山遺跡での冬季アクティビティを
企画しよう

日時 平成29年11月26日（日）14：00〜17：30
会場 縄文時遊館

内容 セミナー「わたしたちの雪遊び〜世代を超えたふれあい〜」
講師：北海道今金町

わたしたちの雪遊び実行委員会

ワークショップ

三内丸山遺跡について学び、平成30年２月に実施する冬季アクティビティ
を企画してみよう。

2 企画したプランを発表しよう

日時 平成29年12月21日（木）17：30〜20：30
会場 縄文時遊館
内容 セミナー「台湾から見たあおもり冬季観光の魅力」
講師：南臺科技大學（台湾）観光学部准教授 潘 盈仁 氏、
国際交流センター長 鄭 玫玲 氏

ワークショップ

3 SNSを活用したあおもり観光資源の発信
作成したプランの発表、ブラッシュアップ

日時 平成30年１月20日（土）14：00〜17：30
会場 青森中央学院大学
内容 セミナー、ワークショップ

4 三内丸山遺跡でのアクティビティ実施
参加者が作成したプランの中から実際にアクティビティを実施します。
（平成30年２月実施予定）

主催／青森中央学院大学地域マネジメント研究所、青森県
協力／S.I.A東北 後援／青森地域大学間連携協議会、青森商工会議所
申込
問い合わせ

青森中央学院大学 地域マネジメント研究所
TEL 017-728-0131 FAX 017-738-8333
Email koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

対象

一般、学生
定員40名

（定員に達し次第締め切り致します）

参加費無料

あおもりツーリズム創発塾とは
地域や仕事の垣根を超えて、観光や地域づくりに関わる方々のモチベーションと実践力を高めることを目的
に、青森中央学院大学・弘前大学・八戸学院大学の３大学を拠点に開催する人財育成講座です。

あおもりツーリズム創発塾 青森中央学院大学

「あおもり冬季アクティビティ企画セミナー」
参加申込書
申込者
氏名
TEL

FAX

E-mail

参加する講座

※参加希望日時を丸で囲んでください

①
三内丸山遺跡での
冬季アクティビティを
企画しよう

②
企画したプランを
発表しよう

③
SNS を活用した
あおもり観光資源の発信

１１月２６日（日）
１４：００〜

１２月２１日（木）
１７：３０〜

１月２０日（土）
１４：００〜

可能な限り全ての講座にご参加ください。

FAX ０１７−７３８−８３３３
申込・問い合わせ

青森中央学院大学 地域マネジメント研究所
TEL 017-728-0131 FAX 017-738-8333
Email koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

