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平成３０年１月号

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

新春ワ・ラッセ饅頭振る舞い
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 ～
ねぶた師によるねぶた面づくり教室
◇日時　①1/2（火）～ 1/3（水）
　　　　②1/6（土）～ 1/7（日）
　　　　10:00 ～ 15:30
◇講師　①林広海　②手塚茂樹
◇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）
◇料金　1,500 円
◇場所　交流学習室
地域芸能ライブ 下山昭義三味線ライブ
◇日時　1/2（火）13:45 ～ 14:45
◇場所　2階イベントホール
やさしいねぶた学
ワ・ラッセに展示されている「赤沼伝説」の制作者
北村隆さんが、制作時のエピソードなど、ここでしか聞
けない内容を語ります。ねぶたファン必見。
◇日時　1/７（日）13:45 ～ 14:45
◇場所　2 階イベントホール

よみがえる竹のねぶた
千葉作龍ねぶた名人が昔ながらの技法で制作実演します。
①②の時間以外にも制作の様子が見られることも…。
◇日時　1/2（火）～ 1/14（日）
　　　　①10:00 ～ 11:00　②13:30 ～ 15:00
◇場所　ねぶたミュージアム（有料コーナー）

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
◇場所　ねぶたミュージアム（有料コーナー）

ねぶたしおりプレゼント
ねぶたミュージアム入場者にもれなく本物のねぶたの紙
を再利用した「ねぶたしおり」をプレゼント！
◇日時　1/2（火）～ 1/8（月・祝）9:00 ～ 18:00
◇場所　2 階チケット売り場
ワ・ラッセ工房
ミニ金魚ねぶたなどの工作（教材費有料）
◇日時　1/2（火）～ 1/8（月・祝）
　　　　①10:30 ～ 12:00　②13:30 ～ 15:00
◇場所　1 階エントランスホール

12 月 31日（日）、1 月 1日（月・祝）は
全館休館いたします。

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。

大  人（中学生以上）

　5,000円
小学生（未就学児無料）

　3,500円
※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。

３月３０日（金），３１日（土）３月３０日（金），３１日（土）３月３０日（金），３１日（土）３月３０日（金），３１日（土）
平成
３０年

日本市民スポーツ連盟公認大会

参加料

Ｄスノーシューコース

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

詳細は同封のリーフレットをご覧ください

要申込

観覧無料

参加無料

お正月イベント情報

謹賀新年
本年もよろしくお願い申し上げます



冬季定期観光バス 八甲田コース　　　　　　　　　　  運行開始！冬季定期観光バス 八甲田コース　　　　　　　　　　  運行開始！

■平成 29 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

＊あおもり雪灯りまつり【時】2/2（金）～ 2/4（日）【所】ワ・ラッセ西の広場
＊第 40回青森冬まつり【時】2/10（土）～ 2/12（月・祝）【所】青い海公園
＊もつけ祭り＆冬花火【時】2/10（土）【所】ワ・ラッセ西の広場

ＪＲバス東北では、冬の八甲田の絶景と温泉を楽しめる定期観光バスを運行します。

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。

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

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

1/16 平成29年度青森県多面的機能支払リーダー育成研修会 13:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県多面的機能支払推進協議会

2/9～12 第13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

ホテル青森▶ホテルサンルート青森▶青森駅▶新青森駅▶
①八甲田ロープウェー②HOTEL Jogakura③酸ヶ湯温泉※①～③いずれかで下車（自由昼食）▶
青森県立美術館▶新青森駅▶青森駅▶ホテルサンルート青森▶ホテル青森

行 程

1/5（金）～ 2/26（月）の特定日運行日

大人 3,000 円　子供 1,500 円料 金

青森駅前ＪＲバスきっぷうりば　
窓口  6:40~18:00  青森駅正面　
電話  8:00~18:00  ☎017-773-5722

申 込

JR バス　八甲田樹氷号 検索

運行日等、詳しくは
「ＪＲバス東北」

ホームページをご覧ください

【白銀の八甲田樹氷号】ＪＲバス東北

青森商工会議所では、青森を訪れる外国人観光客

に対するおもてなしスキルを磨く「インバウンド

おもてなしセミナー」を、1月 29 日（月）青森

国際ホテルで開催します。ぜひご参加ください。

詳細は同封のリーフレットをご覧ください。

インバウンドおもてなしセミナー雪だ！灯りだ！芸術だ！/　あおもり冬のワンダーランド雪だ！灯りだ！芸術だ！/　あおもり冬のワンダーランド/

この他にも、青森市内ではさまざまな冬季イベントが行われます。
イベントの詳細は同封リーフレットをご覧ください。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

12/16～1/31 企画展「昔の教科書展」 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

12/16～2/12 蒼樹うめ展in青森 青森県立美術館 青森放送

12/31～1/1 八甲田丸カウントダウン2018 八甲田丸 八甲田丸

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

1/2～8 ねぶたの家ワ・ラッセお正月イベント ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/5～31
*14日は休館

アコール階段ギャラリー「楽絵の会・なごみの会　絵手紙展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

1/6 HAPPY NEW YEAR！in カダール　カラフルリボンキャンペーン 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

1/6～7 フリーマーケットin八甲田丸ファン感謝デー 八甲田丸 みちのくリサイクル運動市民の会

1/8 スキーの日イベント　大抽選会＆スキー無料講習会（講習会は要申込） モヤヒルズ モヤヒルズ

1/13～14 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

1/13～14 PHASE ファーゼ 2017 映画監督　木村文洋　映画上映 青森県立美術館 青森県立美術館

1/14 小学1年生限定　スキー無料講習会（要申込） モヤヒルズ モヤヒルズ

1/17～21
平成29年度第4回あおもり文化とアート展
～AOMORIトリエンナーレ2017PR展～

協同組合タッケン美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

1/20～21 ガリバー展示即売会 青森産業会館 IDOM

1/20～3/4 AOMORIトリエンナーレ2017　Unlimited部門 国際芸術センター青森 青森市文化スポーツ振興課

1/26～28 青森市小・中学校美術展 協同組合タッケン美術展示館
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

1/27 ボーダーズナイト モヤヒルズ モヤヒルズ

1月下旬～
2月下旬

浅虫温泉スノーハイキング（初級）（要予約） 集合：道の駅ゆ～さ浅虫 浅虫温泉観光協会

2/2～27
*11日は休館

アコール階段ギャラリー　食生活改善推進委員会の取組み
「私たちの健康は私たちの手で!!～健康と美味しさを食卓から～

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/3～4 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

2/3～6 平成29年度第30回棟方志功賞版画展 協同組合タッケン美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

2/4,10,18 浅虫森林公園スノートレッキング（要申込） 集合：道の駅ゆ～さ浅虫 浅虫温泉観光協会

2/7～8 IT FESTA 2018 青森産業会館 テクノル青森支店

2/9 サークル体験講座「自家製天然酵母のパン作り講座」（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/9～11 油彩画　田中博　近作展 協同組合タッケン美術展示館 田中博

2/9～12 第7回東奥児童書道展 協同組合タッケン美術展示館 東奥日報社

2/10 ザ・もつけ祭り＆冬花火 ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場 あおもり冬のワンダーランド実行委員会

2/10～11 4社合同スマイルフェア 青森産業会館 青森トヨペット

2/11 雪と子どものスペシャルイベント モヤヒルズ モヤヒルズ

2/24 ボーダーズナイト モヤヒルズ モヤヒルズ

2/24～25 家具・インテリア大商談会 青森産業会館 かさい
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