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 とことん青森２０１０
表参道で冬ねぶた大好評!!

　１月１１日から２４日まで、東京・表参道で「とことん青
森２０１０」が開催されました。
　明治神宮南門広場に設けられたお祭り工房では、『楠木正
行 四條畷の合戦』のねぶたを組み
立て、その工程を見せながら展示。
完成したねぶたは、壁状に配置し
た６００個以上の金魚ねぶたとと
もに２０～２４日の日没から点灯
され、鮮やかに明治神宮の夜を彩
っていました。また２３日は午後
５時から６時まで、冬のねぶた運行が実現しました。東京は
　　　　　　　　　　　　もちろん青森から参加した方々を
　　　　　　　　　　　　含む総勢５００人のハネト、ねぶ
　　　　　　　　　　　　た囃子とともに、迫力あるねぶた
　　　　　　　　　　　　が表参道を練り歩きました。沿道
　　　　　　　　　　　　には大変多くの方々が詰めかけ、
　　　　　　　　　　　　溢れんばかりの拍手や歓声で大い
　　　　　　　　　　　　に盛り上がりました。「青森に行
って、本物のねぶたを見てみたい」という声も多く聞かれ、
１２月に控えた新幹線新青森駅開業によって今よりももっと
近くなる青森への期待が高まっているのがうかがえました。
　「青森ご当地グルメ屋台村」では今話題の青森グルメが大
集結。開場前から行列ができ、終了時間前に売り切れてしま
った屋台もあるほど多くのお客様で賑わいました。
　ほかにも、「とことん青森交流広場」で県産品販売や津軽
三味線・県内のお祭りステージなど多彩なイベントが開催さ
れ、青森の魅力が存分にＰＲされました。

　春の幕開けイベントとしてご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日の一般開通前に歩ける特別イベントです。
今回は、第２０回記念ということで参加料も大きく値下げし、より参加しやすくなりました。
　除雪したての高さ９ｍにも及ぶ雪の回廊（酸ケ湯～谷地約８㎞）を歩いた後は、温泉入浴で疲れた体を癒せます。
今回はスノーシュー散策コースも登場し、ウォーキングだけでなく睡蓮沼でスノーシューも楽しめます。
　ぜひ、この機会に雪の回廊を楽しむウォーキングを体験してみてください！

お申込は３月１８日(木)まで！　ご家族での参加大歓迎!!
　※郵便振替払込取扱票によるお申込は３月１６日(火)まで。

日本市民スポーツ連盟公認大会（３日間同一コース）

３/２９(月)･３０(火)･３１(水)　大人３,９００円　小学生２,５００円

詳細・お申込は、「あおもり案内名人」 http://www.atca.info/ でどうぞ♪

ＦＡＸ・来店でのお申込は、日専連旅行センター青森（青森市新町2-7-16）

　  　　　　  　　    TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700 でどうぞ♪
　　　　　　　　　　      　    （月～金/9:30～18:30）　　　　   （24時間受付） 

新青森駅に壁画がお目見え
　今年１２月に開業する新幹線新青森駅にお
いて、新たな玄関口として青森らしさを演出
するために壁画が制作され、２月１２日に除
幕式が行われました。
　棟方志功生誕１００年記念事業として市民
５００人が２００３年に制作した大版画「青
い森から放つ」を原画とするタイル製の壁画
で、駅舎１階の正面待合スペースに設置され
ました。県内外の多くの方々をお迎えする準
備は着々と進んでいます。　

新青森駅に壁画がお目見え

　①３月６日･１３日、②３月２０日･２７日と
各２回コースで、「観光英語」と「旅行英語」
それぞれの英会話講座が開催されます。
　定員は１５名。教材費５００円がかかります。

【問合先】　青森公立大学　地域研究センター
　　　　　　　担当：赤坂　TEL.017-764-1589

～開通前３日間限定イベント！～



■平成２２年２月１８日現在の情報です。都合により変更となる場合もありますので、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致します。

イベント・コンベンションカレンダー

◆◇◆バスツアーで冬ならではの青森を体感◆◇◆
　１月３０日「津軽半島冬景色コース」、２月１４日「十和田湖冬物語コース」、２月
２０日「八甲田山パノラマコース」と実施された『旬 冬のあおもり』バスツアーです
が、残すツアーもあと３月７日の「津軽半島冬景色コース」だけとなりました。
　「津軽半島冬景色コース」では、水だこの疑似漁体験や釜ゆで見学、「十和田湖冬物
語コース」では雪の十和田湖遊覧や十和田湖冬物語会場散策、「八甲田山パノラマコー
ス」では樹氷見学と、冬ならではの青森の魅力を体験いたしました。
　１月３０日に開催された「津軽半島冬景色コース」では、普段見ることが出来ない漁
を間近で見学したり、全国で唯一の階段国道を歩いたりと龍飛崎を堪能しました。「冬
は雪道を自分で運転するよりこのようなバスツアーがあった方が便利」「青森は日帰り
バスツアー等が少ないので、もっといろいろ企画してもらえるといい」という声もあり、
他にも参加された方々からのアンケートを参考に、市民も県外観光客も楽しめるツアー
を検討していきたいと存じます。

開催日 大会・イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

1/16～3/22 企画展「新収蔵資料展－ロシア文学者 菊池仁康－」 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

3/3 青森市老人クラブ連合会芸能大会 10：30～ - 青森市民ホール 青森市老人クラブ連合会

3/3
アコールさろん～ひなまつり～
お雛様を飾って、おしゃべりのひとときを持ちませんか？

11：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/4 平成21年度第2回介護サービス事業者集団指導 14：00～ - 青森市民ホール 県高齢福祉保険課

3/6
公開ワークショップ「リサイクル推進大作戦」～目指せ！
リサイクル率20％～

10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 市市民協働推進課

3/6
NPO法人「音楽ネット青森」第46回コンサート　メンバーズ
コンサート

14：00～ - 青森市民ホール
NPO法人音楽ネット青森
・サンネット青森

14：00～ 2,000
18：00～ 2,000

3/6～28 ヴィジョン･オブ･アオモリ Vol.6 辻綾子展『シェル・ファンタジー』 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/7 2010ウィンターフェスティバルｉｎモヤヒルズ 9：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

3/7 第8回青森県近代文学館川柳大会 12：30～ - 青森県立図書館４階集会室 青森県近代文学館

3/7～26
アコール　階段ギャラリー
カワイ絵画造形教室作品展「トラ、虎、寅がいっぱい！」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

3/9 NHK歌謡コンサート 19：40～ 2,031 青森市文化会館 NHK青森放送局

3/9・10 ジューテック住まいるフェア2010 10：00～ 1,000 青森産業会館 ㈱ジューテック青森営業所

3/9～28 冬の芸術講座2010　梅田哲也ｗｓ展「空間の法則/現象の方程式」 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/10 平成21年度指定障害福祉サービス事業者集団指導 14：00～ - 青森市民ホール 県障害福祉課

3/12 わらべうたであそぼう＆ミニコンサート 11：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市つどいの広場「さんぽぽ」

3/13 映像の日　－映画を無料で鑑賞「アルジャーノンに花束を」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/14 八甲田丸船内フリーマーケット 9：00～ - 八甲田丸船内多目的ホール みちのくリサイクル運動市民の会

3/18～22
平成21年度　第6回青森市所蔵作品展
～限りなくモノクローム～　鈴木正治・山内ゆり子展

10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

3/19
第6回男・女（ひと）が輝くカダール講座
「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）支援者セミナー」

10：30～ 50 アウガ５階研修室
NPO法人 あおもり男女共
同参画をすすめる会

4/1～29 アコール　階段ギャラリー　「カントリー雑貨の仲間達」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

4/3～25 第8回湯の島カタクリ祭り 9：00～ - 浅虫 湯の島 青森観光コンベンション協会浅虫支部

4/6 春の食品フェア 10：00～ 1,000 青森産業会館 ㈱ヤマイシ

4/8 第7回国内観光活性化フォーラムｉｎ青森 13：00～ 1,300 青森市文化会館、ホテル青森 (社)全国旅行業協会青森県支部

4/11 フィッシングショーinあおもり2010 9：00～ 10,000 青森産業会館 フィッシングショー実行委員会

4/21・28・
5/12・19

アコール サークル体験講座「リズムにのって、レッツ・ス
テップ!!」 ～心も体もリラックス・リフレッシュ～

17：30～ 各回15 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

4/22 アコール サークル体験講座 「おいしい煎茶の飲み方・いれ方」 14：00～ 10 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

4/25
NPO法人「音楽ネット青森」第47回コンサート　ヤンネ舘
野タンゴアンサンブル

14：00～ - 青森市民ホール
NPO法人音楽ネット青森
・サンネット青森

4/27
平成22年度　青森市寿大学・寿大学院・女性大学・女性
大学院合同入学式・始業式

13：30～ - 青森市文化会館 青森市中央市民センター

3/6 第32回 第９師団定期演奏会 青森市文化会館
陸上自衛隊第９師団司令
部広報室


