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◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1
　　　　　  青森港旅客船ターミナルビル 2F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

あおもり雪灯りまつり

日時　1/23（金）～ 25（日）

　　　17：00 ～ 21：00

会場　ワ・ラッセ西の広場

第 37 回青森冬まつり

日時　1/31（土）～ 2/1（日）

　　　9：00 ～ 15：00

会場　青い海公園（アスパム裏）

あおもり灯りと紙のページェント

日時　12/24（水）～ 2/1（日）

　　　16：00 ～ 21：00

会場　A-FACTORY ～ﾜ･ﾗｯｾ西の広場

　　　～アスパム、青森駅前歩道

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ　TEL.017-752-1311　〒030-0803 青森市安方 1-1-1　http://www.nebuta.jp/warasse/

友の会
会員募集中！

【年会費】個人：2,000 円　団体：10,000 円
【特　典】❶有料コーナー入場が無料！❷ご同伴者は団体割引適用！
　　　　❸ねぶた祭公式ガイドブック進呈！❹ねぶたカレンダー進呈！

第２５回

　冬季閉鎖の八甲田・十和田ゴールドラインが４月１日に全線開通する直前の
２日間だけ開催される「八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク」は、最高９ｍにも及ぶ
真っ白な雪の回廊（酸ヶ湯～谷地間約８km）を歩く特別イベントです。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、八戸出発（十和田経由）１コース、弘前出発（黒石経由）１
コースの全６コースをご用意しております。
　ご家族ご友人お誘いあわせのうえ、是非ご参加ください。

３月３０日（月），３１日（火）３月３０日（月），３１日（火）

開催日

◎各コース ◎参加料

大  人（中学生以上）

５,０００円
小学生
３,５００円

※税込、移動バス代・入浴料を含みます。
※未就学児童は無料です。
※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。
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コース内容 休憩場所

お申込方法など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。

～食・遊・アートそして雪灯り～

こころ、あったか。

あおもり＊冬感動プロジェクト

こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト実行委員会では、
今冬も様々なイベントを開催します。是非お越しください。

このほかにもイベントを開催します。チラシがございますのでお問合せください。

ねぶたの家ワ・ラッセでは、「全国小・中学生ねぶた下絵コンクール」応募作品を募集しています。
最優秀賞を受賞した作品は、現役ねぶた師監修のもと中型ねぶた、ミニねぶたに仕上げられます。
完成した中型ねぶた、ミニねぶたはワ・ラッセに１年間展示され、来館者歓迎のシンボルとなります。
全国の小中学生の皆様からのオリジナリティあふれる作品をお待ちしています！

小 ・中学生ねぶた下絵コンクール応募作品募集
応募締切

1/25 （日）

第３回中学生部門最優秀受賞作品
「津軽為信の祈り」 下絵 ：新岡魁成

１２月３１日および１月１日は全館休館日とさせていただきます。
１月２日から通常通りｵｰﾌﾟﾝし、開館４周年記念ｲﾍﾞﾝﾄを開催いたします。是非ご来館ください。

ねぶたがつなぐ、街・ひと・こころ。



■平成２６年１２月１９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致します。

イベント情報

　１２月９日、１０日に東京国際フォーラムで開催された「第２４回国際ミーティ
ングエキスポ（ＩＭＥ２０１４）」に今年も参加いたしました。ＩＭＥは全国よりコ
ンベンション関係の団体・企業が一堂に会し行われる商談会・展示会です。
　青森県観光連盟、弘前観光コンベンション協会、八戸観光コンベンション協会、
むつ下北コンベンション誘致促進協議会と合同でブースを出展し、青森県内でのコ
ンベンション開催件数の増加を目指すべく、助成金制度や支援内容の説明、観光情
報などを紹介いたしました。

国際ミーティングエキスポに出展 ～コンベンションを誘致～

　青森市観光振興会議では、北海道新幹線開業に向け
青森ねぶたなどの観光資源をＰＲするため、青森市の
観光キャッチフレーズ「こころハネる青森」とそれを
表現するシンボルマークを作成しました。
　今後は各種プロモーションなどでキャッチフレーズ・
シンボルマークを活用し
たＰＲ活動を行い、青森
市の魅力を発信します。

青森市観光キャッチフレーズ

「こころハネる青森」に決定
韓国ｶｰﾘﾝｸﾞﾁｰﾑが合宿先視察のため来青

～青森市・青森商工会議所・青森観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会が合同で誘致活動～

　来年１月末に開催される大会合宿先を検討するた
め、韓国全羅北道カーリングチーム関係者が１１月
３０日から１２月７日までの８日間事前視察に来青
されました。
　合宿は２０日間行われる予定で、実施が決定すれ
ば延宿泊数１，０００人と大規模な誘致となります。

国際ミーティングエキスポに出展 ～コンベンションを誘致～

当協会では、青森市で開催されるコンベンションに対し
開催支援を行っております。観光パンフレットの提供や
歓迎看板・ポスターの掲示、各種グッズの貸出など様々
な面で支援いたしますので、ご相談ください。

支援内容はHP「あおもり案内名人」からご覧いただけます。

ねぶたの目とハネトをモチーフ

に制作されたシンボルマーク

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

1/2～7 ねぶたの家ワ・ラッセ開館4周年記念イベント 9：00～ ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/5 平成27年新年祝賀会 17：30～ ホテル青森
青森市・浪岡事務所
浪岡商工会・青森商工会議所

1/10～11 住友不動産の新築そっくりさん住まいの大リフォーム展 10：00～ 青森産業会館 ㈱東日本朝日広告社青森支社

1/11 青森市成人式 12：00～ リンクステーションホール青森 青森市成人式実行委員会

1/12 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ㈱ユウメディア

1/17～18 オールスズキおもてなし大商談会 10：00～ 青森産業会館 ㈱アール・エー・ビー・サービス

1/23～25 あおもり雪灯りまつり 17：00～ ワ・ラッセ西の広場
こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

1/25
カダールフェスタ　オープニング
～ユニバーサルファッションショー2015＆参加団体PR～

13：30～ 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」

1/27
カダールフェスタ　カダール映画の日part1
『デザート・フラワー』上映会

13：30～ 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」

1/29
カダールフェスタ　カダールdeシネマ
『おじいさんと草原の小学生』上映会＆シネマカフェ

13：00～ 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」

1/31 ザ・男男男（もつけ）まつり 17：30～ ワ・ラッセ西の広場
こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

1/31
カダールフェスタ　カダール映画の日part2
『人生、ここにあり！』上映会

9：30～ 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」

1/31～2/1 青森冬まつり 9：00～ 青い海公園
こころ、あったか。あおもり
冬感動プロジェクト実行委員会

2/1
カダールフェスタ　エンディング
つないだ『わ』男女共同参画の仲間たちの9日間

9：30～ 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」

2/2～27 アコール階段ギャラリー「おしゃれな手芸サークル作品展」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/6～7 第10回歩いて楽しむ「小春通り祭」 市役所本庁舎駐車場ほか あおもり雪国懇談会

2/14 トヨタ小野グループ三社合同イベント「衝撃の三日間」 10：00～ 青森産業会館 青森トヨタ自動車

2/14～16 第27回棟方志功賞版画展 10：00～ 青森市民美術展時間 青森市文化スポーツ振興公社

2/17～18 IT FESTA 2015 9：30～ 青森産業会館 テクノル青森支店

2/21～22 第22回軽自動車＆バイクフェア2015 10：00～ 青森産業会館 青森県軽自動車協会

2/25～3/1 第5回青森市所蔵作品展 10：00～ 青森市民美術展時間 青森市文化スポーツ振興公社

2/28～3/1 エキサイティングカーグッズフェア 9：30～ 青森産業会館 タイヤセンター泉谷

開始時間

6日14：00～
7日10：00～


