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観光コンベンションニュース
こころ、あったか。あおもり＊冬感動プロジェクト
今年も「こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト」として様々なイベントを開催します。１２月４日（金）
１７時３０分からワ・ラッセ西の広場で開会式を行い、あおもり灯りと紙のページェント点灯式やアトラクション、
ふるまい鍋（先着１００名）などでオープニングを盛り上げます。 詳細は HP「あおもり案内名人」をご覧ください

＊あおもり灯りと紙のページェント

12/4(金) ～ 2/7(日)16:00～21:00
【青森ベイエリア遊歩道】
ねぶた技法による市民創作の和紙オブジェ「雪だる
ま～る」800 個が青森ベイエリアを照らします。

＊あおもり雪灯りまつり

＊八甲田丸イルミネーション

12/31(木) ～ 2/7(日)16:00～21:00【八甲田丸】
色彩豊かな電球で飾られた八甲田丸がベイエリアを
彩ります。

※12/31 は八甲田丸ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｲﾍﾞﾝﾄで点灯開始

＊第 38 回青森冬まつり

2/6(土) ～ 2/7(日)9:00～15:00
【青い海公園（アスパム海手）】
雪の大型すべり台が目玉の青森の冬恒例イベント。
家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。
＊味見あおもり ワン・ツーコイン 共催イベント

1/29(金) ～ 1/31(日)17:00～21:00
【ワ・ラッセ西の広場】
市民の皆様のご協力で制作した雪とキャンドルを
使った雪灯り 3,000 個が街を優しく灯します。

＊ザ・もつけ祭り＆冬花火

2/6(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！冬の花火が
フィナーレを飾ります。

１月２日から
５日まで開催！

12/21(月) ～ 2/7(日)
【ベイエリア施設・中心商店街の飲食店】
お得なワンコイン 500 円、ツーコイン 1,000 円の
メニューが楽しめます。

開館５周年記念イ ベント

青森ねぶた祭の保存・伝承、観光交流の施設「ねぶたの家ワ・ラッセ」が２０１６年１月５日に開館５周年を迎えます。
ワ・ラッセでは、１月２日（土）から５日（火）まで開館５周年記念イベントとして、餅の振る舞いなどのさまざま
なイベントを開催いたしますので、是非ご来館ください。
イベント

会場

ねぶた囃子演奏実演
＆跳人体験

ねぶたﾐｭｰｼﾞｱﾑ
（有料）

紙貼り・ミニ書割体験

ねぶたﾐｭｰｼﾞｱﾑ
（有料）

ねぶたしおりプレゼント

2Fﾁｹｯﾄｶｳﾝﾀｰ

ねぶたポスター展

2F多目的室

1/2(土)

1Fエントランス

①11:10 ②13:10 ③15:10 各回20分
ワ・ラッセスタッフ 囃子・ハネト体験

9:00～18:00 入場者にもれなくねぶたしおりプレゼント
9:00～18:00 歴代のねぶたポスターを展示

無料

①10:30 ②13:30 参加費300円～1,000円
ぬり絵付きねぶたうちわ・ミニ金魚ねぶたづくり・ねぶた面色付けなど

開館5周年セレモニー

1Fエントランス
1Fエントランス

10:00 先着100名

地域芸能ライブ

2Fイベントホール

16:00～17:30
笑っせ劇場新春ライブ
前売1,000円

無料

家族みんなで
遊びに来てね！

9:20～ 開館セレモニー
無料

ｾﾚﾓﾆｰ終了後 先着100名

13:45～14:30 無料
三味線ライブ下山ファミリー

要申込

1F交流学習室

1/5(火)

①10:00 ②14:00 各回30分
ねぶたに紙を貼り、書割（墨入れ）をしてみよう

新春餅つき＆振る舞い

現役ねぶた師による
ねぶた制作教室
＊申込受付中＊

1/4(月)

①11:00 ②13:00 ③15:00 各回30分
ねぶた団体囃子・ハネトショー

当日受付

ワ・ラッセ工房

1/3(日)

10:30～16:00
ねぶた師立田龍宝氏によるねぶた面づくり教室
定員20名 参加費1,000円

要申込

9:30～12:30
ねぶた師内山龍星氏による
金魚ねぶたづくり教室
定員15名 参加費1,000円

※１２月３１日（木）、１月１日（金）は休館日となっております

お問合せ・お申込先

ねぶたの家 ワ・ラッセ

☎017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse/
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ねぶた名刺台紙販売中！！

今年度のねぶた大賞の写真を使用した名刺台紙を販売しております。
表面は白無地、裏面はねぶた写真となっており、ねぶた祭や青森のＰＲができ
ますので、是非ご活用ください。
料 金／ 1,000 円（税込）【１箱 100 枚入り】
問合せ／青森観光コンベンション協会 TEL.017-723-7211

青函 観光プロモーション
札幌市で実施

日立連合ねぶた委員会
「三井寺合戦 新田四天王大暴れ」制作：北村蓮明

１２月９日 水・１０日 木

国際ミーティングエキスポに出展

去る１１月２４日（火）、来年３月２６日（土）の北海道新幹線開
業に向け、青森・八戸・弘前・函館の各観光コンベンション協会
共同による観光プロモーションを
札幌市にて実施いたしました。
旅行社・メディア関係者２２社
４２名の方にご参加いただき、
観光プレゼンテーションや懇親会
において青森県・函館広域観光の
魅力をＰＲしてまいりました。

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「第２５
回国際ミーティングエキスポ」に今年も参加
いたします。
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
催を誘致すべく、助成金制度や支援内容の説
明、観光情報などをＰＲしてまいります。

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場

主催・問い合わせ

12/1～12/23

アコールロビー展 親子木版画講座パネル展

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

12/2～27

アコール階段ギャラリー「青森光風会グループ 小品展」

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

12/4

寺山修司映画作品上映会

18：30～

アウガAV多機能ホール

生誕80周年寺山修司展
澤田教一展実行委員会

12/4

こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト開会式

17：30～

ワ・ラッセ西の広場

青森観光コンベンション協会

12/4～2/7

あおもり灯りと紙のページェント

16：00～

青森ベイエリア遊歩道

青森観光コンベンション協会

12/5～15

生誕80周年 寺山修司展

12/6

やさしいねぶた学「日立連合ねぶた50年を語る」

リンクステーションホール青森

青森市文化スポーツ振興課

ねぶたの家ワ・ラッセ

ねぶたの家ワ・ラッセ

～12/7

特別展「環状列石と周堤墓」

9：00～

青森県立郷土館

青森県立郷土館

～12/13
～12/13

秋の企画展 戦後－青森文学と青森の復興

9：00～

青森県近代文学館

青森県近代文学館

ACAC秋のアーティスト・イン・レジデンス展覧会「航行と軌跡」

9：00～

国際芸術センター青森

12/21～2/7

味見あおもりワン・ツーコイン

国際芸術センター青森

12/31～2/7

八甲田丸イルミネーション

八甲田丸

青森観光コンベンション協会

1/2～3

カースーパー初夢中古車ビッグフェア

9：30～

青森産業会館

青森テレビ

1/4～29

アコール階段ギャラリー「スイーツデコMIMY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

1/11

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

ユウメディア

1/16～17

オールスズキおもてなし商談会

10：00～

青森産業会館

RABサービス

男女共同参画プラザ「カダール」
小会議室

男女共同参画プラザ「カダール」

ワ・ラッセ西の広場

青森観光コンベンション協会

1/24

女の生き方塾①②

1/29～31

あおもり雪灯りまつり

9：00～
13：45～

店舗による
16：00～

①10：30～
②13：00～
17：00～

ベイエリア施設・中心商店街飲食店 青森商工会議所

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

主催・問い合わせ

12/3

平成27年 青森ブロック女性の集い

10:00

-

リンクモア平安閣市民ホール

実践倫理宏正会青森支部

12/8

平成27年度青森県農薬管理指導士認定更新研修

13:00

-

リンクモア平安閣市民ホール

青森県植物防疫協会

12/10

平成27年度認定庁舎従事者現任者研修

13:00

-

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

12/16

第27回JA青森県大会

13:30

-

リンクモア平安閣市民ホール

青森県農業協同組合中央会

■平成２７年１１月２４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。

