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青森市観光キャラクター　
ねぶたん

ＧＯ!ＧＯ! ウィーク 2019♪

ねぶたの家ワ ・ ラッセでは、 ４月２７日 （土） ～５月６日 （月） の期間を 「ワ・ラッセＧＯ!ＧＯ! ウィーク」 と題し、

さまざまなイベントを開催します。 楽しいイベント盛りだくさんですので、 ぜひご来館ください！

４/２７（土）～５/６（月）４/２７（土）～５/６（月）

◆期間◆◆期間◆

ねぶたの家ワ・ラッセ囃子体験教室 ≪要事前申込≫

小学生以上を対象とした初心者向けの囃子教室を開催します。 月 2 回の教室で楽しくお囃子を覚えられます。

◇日時 4 月～ 7 月各月第 2 ・ 第 3 水曜日 19:00 ～ 20:30　◇定員 各月各パート 20 名 （太鼓 ・ 笛 ・ 手振鉦）

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

ワ・ラッセ工房スペシャル
ミニ金魚ねぶた作りなどの工作体験。

◇時間 ①10:30 ～ 12:00  ②13:30 ～ 15:00

◇会場 1 階エントランス　※教材費有料

ねぶた囃子実演＆ハネト体験
青森ねぶた囃子団体によるスペシャルステージ。

◇時間 ①11:00 ～ ②13:00 ～ ③15:00 ～　各 30 分

◇会場 ねぶたホール （有料コーナー）

ちびっこ撮影会 ≪保護者の方によるセルフ撮影≫

ねぶたの動物と一緒に 「かぶと」 をかぶって写真を撮ろう！

対象年齢 ： ３歳頃～小学校低学年頃

◇時間 ①10:30 ～ 12:00  ②13:30 ～ 15:00 

◇会場 １階交流学習室

ハネトンと遊ぼう
「ハネトン」 と触れ合ったり、 写真を撮ったりして遊ぼう。 

毎日 11:30 登場 !!  ◇会場 館内外

毎 日 開 催

写真撮影 ・ 加工講座
現役のプロフォトグラファーから写真撮影のコツを学び、

ワ ・ ラッセ展示ねぶたをきれいに撮ろう！

①スマートフォン写真撮影･加工講座

　 日時 5/2 （木） 10:00 ～ 11:30　 定員 15 名

②親子ポートレート写真撮影講座

　 日時 5/3 （金） 10:00 ～ 11:30　 定員 親子 10 組

◇参加費 1,000 円 （ねぶたミュージアム入場含）　※事前予約制

◇会場 １階交流学習室

ねぶたクイズラリー
ねぶたに関するクイズに答えて、 プレゼントをゲット！

※先着 200 名様／小 ・ 中学生限定

◇日時 5/5 （日） 9:00 ～ 19:00

津軽三味線スペシャルライブ ≪観覧無料≫

実力ある三味線奏者を招き、 迫力の演奏を披露！

◇日時 5/3 （金） ～ 5 （日） 13:45 ～ 14:30

◇会場 2 階イベントホール

◇出演者　3 日 / 渋谷幸平さん　4 日 / 下山昭義さん

　　　　　　　5 日 / 津軽三味線日本一決定戦 新チャンピオン (5/4 決定 )

特 別 開 催
ゴールデン
ウィークは
ワ・ラッセへ

GO!!

第４８回 ミスねぶたコンテスト 出場者募集！！
青森ねぶた祭をはじめとする、 青森の魅力を国内外に発信し、 観光ＰＲを行っていただく 「ミスねぶたグランプリ」 １名

および 「ミスねぶた」 ２名を選出する 「ミスねぶたコンテスト」 を開催します。

昨年のミスねぶたの皆さん

NEW

NEW

★日　　時　令和元年５月 2５日（土）13：30 ～

★会　　場　ワ・ラッセ２Ｆイベントホール

★応募方法　応募用紙を HP からダウンロードするか、当協会へご請求ください。

★応募締切　令和元年５月１０日（金）必着

★応募資格　①青森県出身者または青森県内在住で 199１年４月１日から 200１年

　　　　　　　３月 31 日までに生まれた未婚女性（ただし高校生、他のミス任期中の者を除く）

　　　　　　②８月１日～７日に行われる青森ねぶた祭関連行事や主催団体が行う

　　　　　　　イベント・PR 行事（県内外）に年 1０回程度参加できる方



■平成 31 年 4月 17 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

コンベンションカレンダー

定時総会

のご案内

来る６月１１日 （木） １６時より、 青森国際ホテルにおいて ( 公社 ) 青森観光コンベンション協会定時総会を

開催いたします。 後日ご案内と総会資料を送付いたしますので、 ご出席くださいますようお願いいたします。

また、 会員登録情報 （代表者や住所等） の変更があれば、 ご一報くださいますようお願いいたします。

＊青森春まつり
   開催日 / 開催中～５月６日 （月）

　会　場 / 合浦公園、 野木和公園

　多くの露店が軒を連ね、 夜にはぼん

　ぼりが点灯され、 夜桜を楽しめます。

　【問合せ】 パークメンテ青い森グループ ☎017-741-6634

青森市ゴールデンウィークイベント情報
＊第 13 回津軽三味線日本一決定戦
   開催日 /５月３日 （金） ～４日 （土）

　会　場 / リンクステーションホール青森

　全国の津軽三味線奏者が腕を競い合い、

　津軽三味線の日本一が決まります。

　【問合せ】 事務局 サンブラッソ atv 内  ☎017-762-7010

＊第 14 回ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル
   開催日 /５月５日 （日）

　会　場 / 青森市中心部

　ねぶたとよさこいが楽しめる

　コラボイベント！

　【問合せ】 青森商工会議所

　　　　　 ☎017-734-1311

＊八甲田丸ゴールデンウィークイベント
　開催日 /５月３日 （金） ～６日 （月）

　会　場 / 八甲田丸

　「青函ワールド」 クイズや、 機関室の中を元機関長

　の案内で見学できる特別解説を開催。 また、 船上

　にたくさんの鯉のぼりが掲揚されます。

　【問合せ】　八甲田丸  ☎017-735-8150

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

5/2～30
*12日は休館

アコール階段ギャラリー　「大川伴子写真展『My favorite location』」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/2 高校生のおにいさん＆おねえさんによるサイエンスショー 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 松風塾高等学校ＳＣＣ

5/3 2019年度　全国吟詠コンクール青森県大会 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森県吟剣詩舞道総連盟

5/3～5 ＡＴＶ軽自動車まつり 青森産業会館 青森テレビ㈱

5/3～4 第13回津軽三味線日本一決定戦 リンクステーションホール青森 津軽三味線日本一決定戦実行委員会

5/4 青森県立南高等学校 吹奏楽委員会 第40回定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森県立青森南高等学校

5/6 おでかけライブｉｎ青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア

5/11～12 東酸総合展 青森産業会館 ㈱東酸

5/11
サークル体験　「母の日・作って贈るフラワーアレンジメント＆ブリザーブ
ドフラワーBOXアレンジ」

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/11
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第121回コンサート
「藤村俊介チェロリサイタル」

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」

5/15 サークル体験　「プロ講師の指導による社交ダンス講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/15 丸大冷蔵・小田川合同展示商談会 青森産業会館 ㈱丸大冷蔵

5/18
フコク生命青森支社プレゼンツ
サンリオスマイルコンサート「リボンの国の音もだち」

リンクモア平安閣市民ホール 富国生命保険相互会社青森支社

5/19 高血圧　市民公開講座 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 特定非営利活動法人 日本高血圧協会

5/20 主催体験　「ママとベビーのタッチでなかよし　～ベビーマッサージ～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/21 『みんなで歌おう うたごえ“おやじ喫茶”春編』 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

5/23 青森山田中学高等学校吹奏楽部「フレッシュコンサート2019」 リンクモア平安閣市民ホール 青森山田中学高等学校

5/29 主催体験　「ママとベビーのタッチでなかよし　～ベビーヨガ～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/30・6/6・6/13 主催体験　「男性の料理入門講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/31～6/2 ＲＡＢ軽自動車まつり 青森産業会館 青森放送㈱

6/2～28
*9日は休館

アコール階段ギャラリー　「オリジナル・バッグ作品展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/8～9 青森ドラッグストアーショー2019 青森産業会館 ㈱丸大サクラヰ薬局

6/9
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第122回コンサート
「伊藤恵ピアノリサイタル」

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」

6/15～16 新車ディーラー合同　夏の中古車大商談会 青森産業会館 新車ディーラー中古車フェア実行委員会

6/19 ＨＣＦ食彩展 2019 青森産業会館 服部コーヒーフーズ㈱

6/28 サークル体験　「キッズ英会話」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/30 主催体験　「ソーイング（裁縫）男子　帆布で作る本格トートバッグ」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール
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5/12 ライオンズクラブ国際協会332-A地区　第65回年次大会 11:00 - リンクステーションホール青森 ライオンズクラブ国際協会332-A地区

5/15 青森県養護教員会　総会並びに研修会 10:00 - 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森県養護教員会

5/22 青森県保健協力員会等連絡協議会平成31年度総会・保健協力員研修会 12:45 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県国民健康保険団体連合会

5/26 ソフトダーツ選手権 10:00 250 青森産業会館 青森県ダーツ協会

6/12 第41回青森県食生活改善推進員連絡協議会　通常総会 11:00 - リンクステーションホール青森 青森県食生活改善推進員連絡協議会

6/15 公益社団法人青森県看護協会通常総会及び職能集会 9:45 - リンクモア平安閣市民ホール 公益社団法人青森県看護協会

6/29 青森県精神保健福祉士協会設立20周年記念公開講座 13:25 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県精神保健福祉士協会


