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観光コンベンションニュース
～４月１日一般開通直前、２日間だけの特別開催。雪の回廊を歩けるのは今だけ！～
日本市民スポーツ連盟公認大会

３０

参加者募集中！
春の幕開けイベントとして好評をいただいております 『八甲田 “雪の回廊と
温泉” ウォーク』 は、 冬期間雪のために閉鎖されている 「八甲田 ・ 十和
田ゴールドライン」 を、 ４月１日の一般開通前にウォーキングできる２日間
だけの特別イベントです。 除雪したての真っ白な雪の回廊 （酸ヶ湯～谷地
間約８ｋｍ） をウォーキングした後は、温泉に入浴しゆっくり疲れを癒せます。
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、 ご用意しております。
ご家族での参加大歓迎！皆様のご参加をお待ちしております。

開催日 令和２年
参加料

３月３０日( 月 ) ・ ３１日( 火 )

出発

大 人（中学生以上） 小学生（未就学児無料）

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。

申込締切

インターネット申込／３月１９日
（木）まで
郵 便 振 替 で の 申 込／３月１３日
（金）まで

休憩場所

コース
Ａ

3,500円

5,３00円

コース

（十和田経由）

弘前
（黒石経由）

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

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

Ｅ

谷地→酸ヶ湯

酸ヶ湯温泉

Ｆ

酸ヶ湯→谷地

蔦温泉

スノーシュー

八戸

谷地→酸ヶ湯

詳細につきましては、ホームページ「あおもり案内名人」をご覧ください。
青森市観光キャラクター ねぶたん

２月イベント情報
ワ・ラッセ受験生応援企画！

バレンタイン in ワ・ラッセ

◇期間
◇場所

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♡
◇日時 2/14（金） 9:00 ～ 18:00
◇場所 ２Ｆチケット売り場

2/1（土）～ 3/16（月）
１Ｆ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。
１Ｆ総合案内で配布しているカレイ絵馬（道真の
好物と言われるカレイを模した絵馬）で、合格祈
願をすることもできます！

ねぶたしおりプレゼント
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
たしおりを１Ｆ総合案内にて配布いたします！

ワ・ラッセ工房
ミニ金魚ねぶたづくり、ぬり絵付きねぶたうちわ、
ねぶた面色付けなどの工作体験。
（教材費有料）
◇日時 2/9（日）
・2/23（日）
①10:30 ～ 12:00 ②13:30 ～ 15:00
◇場所 １Ｆエントランスホール

第９回全国小・中学生ねぶた
下絵コンクール入賞作品展

やさしいねぶた学【入場無料】
今夏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「神武東征」
について、制作者の北村麻子さんに解説
していただきます。制作時のエピソード
など直接お話を伺える貴重な機会です。
◇日時 ３/１（日） 13:45 ～ 14:45
◇場所 １Ｆ交流学習室１
◇講師 北村 麻子 さん
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

オリジナリティあふれる入賞作品を展示
しています。
◇期間 3/31（火）まで
◇場所 １Ｆエントランスホール

☎017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse

雪だ！灯りだ！芸術だ！

あおもり冬のワンダーランド
2/9 まで開催♪
16:00 ～ 21:00

VOL.15

もうすぐ
会期終了！

✿あおもり灯りと紙のページェント
✿青森駅前公園イルミネーション

✿あおもり雪灯りまつり

1/31（金）～ 2/2（日）17:00 ～ 21:00【ワ・ラッセ西の広場】
小雪の影響で、市民の皆さまが制作する雪灯りは設置できなく
なりましたが、代わりに氷のキャンドルや竹を使った灯りを飾
るほか、WISH キャンドルの製作体験もあり、会場を優しい灯
りで彩ります。

✿第 42 回青森冬まつり

2/8（土）～ 2/9（日） 9:00 ～ 15:00【青い海公園】
青森の冬恒例イベント。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、チェンソーアートなどがあり、
家族で楽しめるイベントです。
※小雪の影響により、雪の大型すべり台はございません。

✿ザ・もつけ祭り＆冬花火

2/8（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！ねぶた御輿に
始まり、フィナーレでは冬の花火が打ち上がります。

飲食店を 「はしご」 し、 当日限定のバル
メニューを楽しむ 「あおもりバル街」 が２月
２２日に開催されます。 お得な前売券も販
売中！楽しく、 食べ ・ 飲み歩きましょう♪
◆日 時 ２月２２日 （土） 16:00 ～ 24:00
◆会 場 中心市街地参加飲食店 61 店舗
◆チケット 前売 3,500 円 当日 4,000 円
◆前売販売 ～２月２１日 （金） まで
◇販売窓口
さくら野百貨店、 サンロード青森、
青森県庁生協、 青森県民生協各店、
成田本店しんまち店、 問屋町交流ストア、
青森商工会議所、 バル街参加店
◇電話予約
青森商工会議所 ☎017-734-1311
◇インターネット予約 ポみっと！チケット
https://www.pomit.jp/
◆問合せ
あおもりバル街事業実行委員会事務局
☎ 017-734-1311 （青森商工会議所）

最新情報は 公式 facebook で！

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

参加人数

会場

第15回全国高等学校カーリング選手権大会

2/13～14

相談員・支援者研修会～DV・児童虐待・性暴力、被害者支援の
ためのスキルアップ講座～

10：30～

- 青森市男女共同参画プラザ カダール 青森市男女共同参画プラザ カダール

3/17

令和元年度 介護サービス事業者等集団指導

14：00～

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県健康福祉部高齢福祉保険課

3/18

令和元年度 介護サービス事業者等集団指導

14：00～

- リンクモア平安閣市民ホール

青森市福祉部指導監査課

①10：00～
②13：00～
③16：00～
④18：30～

- リンクモア平安閣市民ホール

東北厚生局青森事務所

3/22

200 みちぎんドリームスタジアム

主催・問い合わせ

1/30～2/2

-

令和2年度 診療報酬 改定時集団指導

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

開始時間

会場

13：30～ リンクモア平安閣市民ホール

主催・問い合わせ

2/1

泉川小学校音楽部 第17回定期演奏会

2/1～3

令和元年度 第32回棟方志功賞版画展

2/2

てづくりマルシェｉｎサンロード

10：00～ サンロード青森１Ｆサンホール

みちのくリサイクル運動市民の会

2/2

第38回 青森幼児音楽発表会

10：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森幼児音楽研究会

10：00～
協同組合タッケン美術展示館
1日のみ12：00～

青森市立泉川小学校音楽部
一般財団法人青森市文化スポーツ振興公社

2/3～28
*9日は休館

階段ギャラリー 「ドールと遊ぶやさしいひととき」

2/6

警視庁音楽隊と青森県警察音楽隊との合同演奏会
「安全・安心まちづくりコンサート ｉｎ あおもり」

18：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森県警察本部

2/8

航空自衛隊北部航空音楽隊 第41回定期演奏会

15：00～ リンクステーションホール青森

航空自衛隊北部航空音楽隊 広報課

2/11
2/13

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第126回コンサート
辻井淳ヴァイオリンリサイタル
令和元年度 寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院合同卒
業式・修了式

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

14：00～ リンクモア平安閣市民ホール

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」・「サンネット青森」

13：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森市教育員会事務局 中央市民
センター
青森放送「青森県民謡グランプリ」

2/16

第18回青森県民謡グランプリ

12：30～ リンクステーションホール青森

2/20

令和2年新規高等学校卒業予定者「就職内定者セミナー（青森）」

14：00～ リンクモア平安閣市民ホール

青森県若年者就職支援センター

2/24

第38回筒井小学校吹奏楽部 定期演奏会

13：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森市立筒井小学校吹奏楽部

3/2～20
*8日は休館

階段ギャラリー 写真展「～3.11 あの時～ヒマラヤにて」

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

3/3

雛祭 大人の茶会

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

3/6～8

第47回雨声会書作展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

雨声会

14：00～ リンクモア平安閣市民ホール

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」・「サンネット青森」

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

一般財団法人 青森市文化スポーツ振興公社

15：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森高等学校吹奏楽委員会

3/14
3/18～22
3/21

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第127回コンサート
小渡恵利子ヴァイオリンリサイタル
令和元年度第4回あおもり文化とアート展
「檸檬の画家」小館善四郎展
青森高等学校吹奏楽委員会 第33回定期演奏会

■令和 2 年 1 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。

