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青森市観光キャラクター　ねぶたん

千葉作龍名人制作「竹のねぶた」展示開始！
◇場所　ねぶたミュージアム
第５代ねぶた名人・千葉作龍氏が、生竹を用いて骨を組み、
噴霧器で色を吹くなど、昔ながらの技法で、60 年前に父・
作太郎氏が制作したねぶたを「竹のねぶた」で再現しま
した。現在のねぶたとの違いを間近でご覧いただけます。

ワ・ラッセ受験生応援企画
◇期間　2/1（木）～ 3/14（水）
◇場所　1 階エントランスホール

第７回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール
入賞作品展＆最優秀作品展示
オリジナリティあふれるねぶた下絵を展示しています。
最優秀賞を受賞した下絵は、ミニねぶた・中型ねぶたに
仕上げます。3/31 の完成お披露目に向けてねぶたホール
にて制作を行っておりますので、ぜひご覧ください。
◇期間　3/31（土）まで
◇場所　1 階エントランスホール

平成３０年３月号

March 2018

３月イベント情報

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、ねぶたの和紙で制作し
たしおりを 1 階総合案内で配布します。

 ご家族での参加大歓迎

参加者募集中 !!
◆４月１日一般開通直前、２日間だけの特別開催◆

冬期閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドライン」の

４月１日開通直前に開催する特別イベント「八甲田“雪の回廊

と温泉”ウォーク」。

真っ白な雪の回廊（酸ヶ湯～谷地間約８ｋｍ）をウォーキングし、

ゴール後は温泉にゆっくり浸かってあたたまれます。

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コースをご用意しております。

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

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。 検索八甲田ウォーク

大  人（中学生以上）

　5,000円

３月３０日（金），３１日（土）３月３０日（金），３１日（土）

小学生（未就学児無料）

　3,500円

インターネット申込／３月２０日（火）
郵便振替での申込／３月１６日（金）

開 催 日

参 加 料

申込締切
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出発地 コース 休憩場所

十和田市
乗降可

黒石市
乗降可

※税込、移動バス代・入浴料を含みます。
※Dコースは、スノーシュー参加料が別途1,000円かかります。

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　3/11（日）・3/25（日）　
　　　　①10：30　②13：30
◇場所　1 階エントランスホール

昭和 30 年  千葉作太郎制作

「曾我五郎と御所五郎丸」

平成 30 年  千葉作龍制作

「曾我五郎と御所五郎丸」



開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

3/1～4 小牧野遺跡ひなまつりスタンプラリー 縄文の学び舎・小牧野館 縄文の学び舎・小牧野館

3/1～29
*11日は休館

アコール階段ギャラリー「リース・リース・リース展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

3/3 サークル体験講座「雛祭り　おとなの茶会」（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

3/3～4 エキサイティングカーグッズフェア 青森産業会館 タイヤセンター泉谷

3/4 モヤヒルズウインターフェスティバル モヤヒルズ モヤヒルズ

3/4 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

3/8 「わたしはマララ」＜特別編＞上映会＆講演会 アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

3/10 森林博物館「似たもの植物ワークショップ」 森林博物館 森林博物館

3/10～11 新車ディーラー合同　春の中古車大商談会 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 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

3/16
のばせ！健康寿命　①10年後も元気な私でいるために
のばせ！健康寿命　②不老長寿は「歌」から

アウガAV多機能ホール 青森県総合社会教育センター

3/17 アフタヌーン・コンサート 中世の館 中世の館

3/17～18 陸上自衛隊第9師団　第40回定期演奏会 リンクステーションホール青森 陸上自衛隊第9師団

3/20 おでかけライブin青森 青森産業会館 ユウメディア

3/30～31 八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク 酸ヶ湯～谷地 青森観光コンベンション協会

3/31～4/1 第11回Nisshoリフォームフェア 青森産業会館 日昭アルミ工業青森支店

4/1 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

4/2～28
*8日は休館

アコール階段ギャラリー「アイディアのきらめくハンドメイド展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

4/7～8 ABA春のディーラー合同中古車フェア 青森産業会館 青森朝日放送

4/14 春季就職合同説明会 青森産業会館 青森県立保健大学

4/17～18 日の本グループ・㈱舘山　製菓・製パン・惣菜原材料機械市　総合展示会 青森産業会館 舘山

4/21～22 2018　カクヒロ全社総合グランドフェア 青森産業会館 角弘

4/28 サークル体験講座「母の日に贈るドームプリザーブドフラワー」（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

4/28 東京アカデミーMedian病院合同就職説明会 青森産業会館 七賢出版
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■平成 30 年 2 月 23 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。

イベント情報

３ヶ月契約
(６～８月 ) 年間契約

料　金
サイズ

32,400 円 64,800 円
縦 60px ✕ 横 200px

３ヶ月契約
(６～８月 ) 年間契約

料　金
サイズ

97,200 円 194,400 円
縦 60px ✕ 横 200px

観光案内所や宿泊施設、大会・学会等のコンベンション、首都圏で行われるキャン

ペーン等で配布する青森市観光ガイドマップ「いい旅あおもり２０１８」を発行す

るにあたり、広告協賛社を募集します。

「観光ガイドマップ２０１８」広告協賛社募集 !

「食楽青森２０１８」広告掲載飲食店・ホテル募集 !

サ イ ズ／D2（仕上り27.3cm×20.3cm）
発行部数／28万部
発行時期／平成30年4月上旬（予定）
広告サイズ／50mm×70mm

平成30年3月9日(金)までにお申込みください。

概  要

料  金

締  切

概  要

料  金

締  切

①広告掲載＋マップ上に社名（店名）表記
　協会会員　129,600円 ／ 非会員　140,400円　※いずれも税込
②マップ上に社名（店名）表記のみ
　協会会員　 32,400円 ／ 非会員　 37,800円　※いずれも税込　

青森ねぶた祭
オフィシャルサイト
バナー広告募集！

青森ねぶた祭オフィシャル

サイトの協賛バナー広告を

募集しています。

ねぶたシーズン（６～８月）

には約 30 万ものアクセス

があり、効果的なＰＲが可

能ですので、ぜひご活用く

ださい。

※いずれも税込価格

トップページ上部

トップページ下部

飲食店ガイド「食楽青森２０１８」の広告掲載店を募集します。

製作したパンフットは、観光案内所や宿泊施設、大会・学会等のコンベンション等で

広く配布しますので、ぜひお申込みください。

サ イ ズ／B3四折（仕上りB5）
発行部数／7万部
発行時期／平成30年5月上旬（予定）
広告サイズ／約120mm×約30mm
会　員　  5,400円 ／ 非会員 32,400円
　　　　　　　　　　　　　　　　※いずれも税込
平成30年3月16日(金)までにお申込みください。

青森市観光キャラクター　ねぶたん

トップページ

「トップページ上部」 広告掲載場所


