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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♪

チラシは
ココを
クリック

★あおもり雪灯りまつり

【日時】2/2（金）～ 2/4（日）17:00 ～ 21:00
【場所】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。
アーティストデザインの雪のすべり台の設置や、ねぶたの展示もあります。

★第 40 回青森冬まつり

【日時】2/10（土）～ 2/12（月・祝）9:00 ～ 15:00 【場所】青い海公園
内容／雪のすべり台、棒パンコーナー、露店、乗馬体験コーナー、凧揚げ、凧の展示販売、
子供免許証発行コーナー（10 日）、雪上ちびっこマラソン（10 日）、ステージイベント（10 日「張
、チェーンソーアート（10 日～ 11 日）、
間陽子ライブ」、11 日「郷土芸能獅子舞」「よさこいソーラン」）
災害救助犬・嘱託警察犬 PR コーナー（11 日～ 12 日） など

★ザ・もつけ祭＆冬花火

【場所】ワ・ラッセ西の広場
【日時】2/10（土）17:30 ～ 19:00
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・手ぬぐいをワ・ラッセ 1 階アイモリ―で販売中！
手ぬぐい 1 枚 1,000 円 / ふんどし 1 枚 1,500 円

★青森大学 冬のワンダーランド

【日時】2/10（土）10:00 ～ 15:30
【場所】八甲田丸
青森山田学園 100 周年・青森大学 50 周年を記念して、青森大学学生があおもり冬のワ
ンダーランドに参加し、冬のイベントを盛り上げます！
内容／忍者体験、忍者を探せスタンプラリー、青森のソウルフード発掘おやきフェスタ、フォ
トモザイクアート、雪遊び、宝さがし、クイズラリー、コスプレ撮影、イグルーカフェ など
青森市観光キャラクター ねぶたん

２月イベント情報
「竹のねぶた」展示開始！

ワ・ラッセ受験生応援企画

◇期間 2/1（木）～
◇場所 1 階ねぶたホール
昔ながらの技法で制作された
「竹のねぶた」がついにお披露目！
現在のねぶたとの違いを間近でお楽しみいただけます。

◇期間
◇場所

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 2/11（日）
①10：30 ②13：30
◇場所 1 階エントランスホール

バレンタイン in ワ・ラッセ
◇日時 2/14（水）9：00 ～ 18：00
◇場所 2 階チケット売り場
ねぶたミュージアム入場者にもれなくワ・ラッセより愛
を込めてミニチョコをプレゼント♡

2/1（木）～ 3/14（水）
1 階エントランスホール

菅原道真ねぶた展示

学問の神様・菅原道真のねぶたを展示します。1 階総合案
内で配布している道真公の好物・カレイの絵馬で合格祈願
ができます。

眠り流ししおりプレゼント

夏の眠気を流す行事として始まったとされるねぶた祭。眠
気に勝って願いを成就できるよう、ねぶた絵のしおりを 1
階総合案内で配布します。

第７回全国小・中学生
ねぶた下絵コンクール入賞作品展

オリジナリティあふれるねぶた下絵をご覧ください。
◇期間 3/31（土）まで
◇場所 1 階エントランスホール
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
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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（日）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（日）14:00 ～ 22:00
◆会
場 中心市街地エリア参加飲食店約 50 店舗
◆チケット 前売 3,500 円 当日 4,000 円※税込
◆前売販売 2 月上旬～ 2 月 24 日（土）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、
問屋町ストア、バル街参加店、青森商工会議所
◇電話予約 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
最新情報は facebook をご覧ください ! https://www.facebook.com/aomoribargai/

開
催
日

３月３０日（金），３１日（土）

参
加
料

大 人（中学生以上） 小学生（未就学児無料）

5,000円 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。

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
検索
だけます。
八甲田ウォーク

青森地域社会研究所
青森市中心市街地商店街活性化に向けた
成果報告会・講演会開催のご案内
青森地域社会研究所では、青森市中心
市街地活性化に向けた調査研究事業の
報告会と講演会を 2 月 15 日（木）青森
国際ホテルで開催します。
詳細は こちら をご覧ください。

コンベンションカレンダー
開催日
2/9～12

大会名

時間

第13回全国高等学校カーリング選手権大会

会場

参加人数

-

200 みちぎんドリームスタジアム

主催・問い合わせ
全国高等学校カーリング選手権大会実行委員会

イベント情報
開催日

イベント名

2月下旬まで 浅虫温泉スノーハイキング（初級）（要予約）
2/2～27
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
*11日は休館 「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～
2/3
第15回細野相沢冬物語
2/3～4

カースーパー特選中古車ビッグフェア

2/3～6

平成29年度第30回棟方志功賞版画展

2/4

フリーマーケットin青森コロナワールド

2/4,10,18

浅虫森林公園スノートレッキング（要申込）

2/7

第1回RISTEXプロジェクトシンポジウム2018

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：00～ 集合：道の駅ゆ～さ浅虫

浅虫温泉観光協会

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

17：30～ 細野山の家
9：30～ 青森産業会館
10：00～
協同組合タッケン美術展示館
初日のみ12：00～
11：00～ 青森コロナワールド
8：30～ 集合：道の駅ゆ～さ浅虫
13：30～ アウガAV多機能ホール
9：30～ 青森産業会館

細野山の家
協同
青森市文化スポーツ振興公社
みちのくリサイクル運動市民の会
浅虫温泉観光協会
青森大学研究開発プロジェクト

2/7～8

IT FESTA 2018

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）

10：00～ 働く女性の家アコール

テクノル青森支店

2/9～11

油彩画 田中博 近作展

10：00～ 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

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

東奥日報社
あおもり冬のワンダーランド実行委員会

働く女性の家アコール

2/10

ザ・もつけ祭り＆冬花火

17：30～ ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場

2/10～11

4社合同スマイルフェア

10：00～ 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

10：00～ モヤヒルズ

モヤヒルズ

2/11

MOVE ON 第7回発表会「RAINBOW」

16：30～ リンクモア平安閣市民ホール

2/11

てづくりマルシェin青森コロナワールド

2/13

平成29年度寿大学・大学院・女性大学・大学院 合同卒業式・修了式

2/17～18

軽未使用車専門店 軽まつりフェア

青森コロナワールド
13：30～ リンクモア平安閣市民ホール
9：00～ 青森産業会館

MOVE ON
みちのくリサイクル運動市民の会
青森市教育委員会 中央市民センター

サンライズモータース

2/20

平成30年3月新規高等学校卒業予定就職内定者セミナー

14：00～ リンクモア平安閣市民ホール

21あおもり産業総合支援センター

2/24

ボーダーズナイト

21：00～ モヤヒルズ

モヤヒルズ

10：00～ 青森産業会館

かさい

2/24～25
家具・インテリア大商談会
3/1～29
アコール階段ギャラリー「リース・リース・リース展」
*11日は休館
3/3
サークル体験講座「雛祭り おとなの茶会」（要申込）
3/3～4

エキサイティングカーグッズフェア

9：00～ 働く女性の家アコール
10：00～ 働く女性の家アコール
9：00～ 青森産業会館

働く女性の家アコール
働く女性の家アコール
タイヤセンター泉谷

2/4

フリーマーケットin青森コロナワールド

11：00～ 青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

3/10～11

新車ディーラー合同 春の中古車大商談会

10：00～ 青森産業会館

RABサービス

3/10～11

米国メイン州との小学生版画交流展示会

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森モーニングロータリークラブ

3/17～18

陸上自衛隊第9師団 第40回定期演奏会

3/20

おでかけライブin青森

3/31～4/1

第11回Nisshoリフォームフェア

17日13：30～
17：30～ リンクステーションホール青森
18日13：30～
11：00～ 青森産業会館
9：00～ 青森産業会館

陸上自衛隊第9師団
ユウメディア
日昭アルミ工業青森支店

■平成 30 年１月 22 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。

