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ねぶたの家ワ・ラッセ　 安 1-1-1　 017-752-1311　http://www.n ta. p/wa a /

元旦も開館
します！！

１/１(日) 10:00　・新春餅つき＆振る舞い　・ねぶた囃子
１/２(月)  9:40　・正月伝統『権現様』<青森市野尻町内会>
　　　　　10:00  ・新春餅つき＆振る舞い
       　 11:00  ・ねぶた囃子
１/５(木)　9:00 【一周年ありがとうセレモニー】
　　　　　　　　 ・市長挨拶 ・くす玉割り ・ねぶた囃子
              　 ・縁起りんご＆【ねぶたdeしおり】プレゼント
              　 ・動物風船教室(10:00)＆新春ビンゴゲーム大会(10:30)
               　・ねぶた囃子実演＆跳人体験(11:00、13:00、15:00)
　　　　　　　 　・津軽三味線ライブ(①11:30～②13:30～)

その他
・９日間の総入場者数当てクイズ(1/1～9)
・ＲＡＢラジオ「あおもりＴＯＤＡＹ」ラジオカー中継(1/4)
・タラ汁の振る舞い＆“トリオ・ザ・ポンチョス”ミニライブ(1/8)
・動物風船教室＆新春ビンゴゲーム大会(1/5、7、9)

・青森ねぶたツイン展（小倉泉山 切り絵展＆フォト昭和）
・ワ･ラッセ工房スペシャル（ミニ金魚ねぶた製作＆ミニ面色づけ）
・青森市 匠の職人パネル展　など

応募は応募は応募は応募は
1月２０日1月２０日1月２０日1月２０日
必着！必着！必着！必着！子どもたちの「こんなねぶたを

見たい、創りたい」を応援します。
最優秀賞を受賞した作品は、現役ねぶ
た師の監修のもと実物のねぶたとして
制作されます。完成した中型サイズの
ねぶたは、ワ・ラッセ２Ｆエントランス
ホールに1年間展示され、来館者歓迎
のシンボルとなります。
県内小中学生の皆さんからのオリジナ
リティーあふれる作品をお待ちしており
ます！

る12月3日 、 1月5日の開 の ーン 者が30 人を しました。
30 人 とな たのは、 の会 ご で、 内 から が されました。
お 人は、 めて 『は ぶさ を し、 に観光に れた うです。

　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の開通前に実施する特別イベント『八甲田”雪の回廊と温泉”
ウォーク を も開催します。 さ にも ぶ雪の回廊を を歩いた は くり温泉に ていただきます。
　 ース、八 ース、 前 ースの全 ースご していますので、
ぜひ、ご家族、ご友人など、皆さまお誘い合わせのうえご参加ください！

【お申込先】　日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森日専連旅行センター青森
　 2-7-1 間　月 　 :30 1 :00 日
　TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700

(金) (土)

大人(中学生以上)　３,９００円　　　　小学生 ２,５００円（未就学児童…無料）
青森出発コースには、
スノーシュー（西洋かん
じき）を使って散策する
コースもあります。

★インターネットからもお申込できます　あおもり案内名人　http://www.atca.info/ 八甲田ウォーク

◆各コース参加料　（税込、移動バス代・入浴料含む）

おおおお申込申込申込申込みはみはみはみは
１１１１／／／／１０１０１０１０（（（（火火火火））））～～～～



■平成23年12月20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。

ウインターパトロール隊、12月～3月まで活動

　港湾エリアにあるねぶたの家ワ･ラッセ、A-FACTORY、アス
パムから八甲田丸の観光施設間で、観光客等が安全に歩
けるよう、歩きにくい雪道の歩道を除雪しています。
　また、港湾エリアの観光施設で開催されるイベントをお手伝
いし、観光客の に冬の を し でいただく です。

12月14日、15日に東京国際フォーラムで開催された、全国より
ンベン ン の ・ が に会し われる商談会・

会 国際 ー ン エ ス に も してまいりました。
内での ンベン ン開催件 の 加を し、 観

光 、 前・八 ンベン ン 会と に
援内容の説明、観光情報などを紹介し誘致に努めました。
また、商談会では、大会主催者から相談を受け、現在2件の大
会に いて での開催誘致を めています。

地域に伝承される祭や郷土芸能を、一同に集めて舞台芸
術としてお楽しみいただく、ＪＴＢのオリジナルイベント「杜の
賑い」が青森市で開催されます。今回の青森開催では「が
んばろう！東北」を合言葉に、青森ねぶたの跳人披露、え
んぶり、津軽三味線等のほか、福島のフラガール、秋田の
なまはげ、山形のカセ鳥も出演され、東北の元気が集結し
ます。
◆日時：2月4日（土）　①11:00～12:30、②15:00～16:30
◆会場：青森市文化会館　◆入場券：一人2,000円
※公演・チケットに関するお問合せは実行委員会事務局
　　（ＪＴＢ青森支店内）TEL：017-722-4434まで。

『第119回 杜の賑い青森』が開催　2012年2月4日(土)

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

1/4 平成24年新年祝賀会 17:30～ 700 ホテル青森 青森商工会議所

2/7 第7回全国高等学校カーリング選手権大会開会式 17:30～ 100 ホテル青森 青森市文化・スポーツ振興課

2/11 12:40～

2/12 9:50～
第15回東北高等学校放送コンテスト青森大会 - 青森市民ホール

第15回東北高等学校放送
コンテスト事務局

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

12/9～1/29
郷土館特別展　青森県博物館ロード「青い森の宝箱　～
県内博物館名品大集合～」

9:00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

12/17～3/25 冬のコレクション展 9:30～ - 青森県立美術館 青森県立美術館

1/1～9 「ねぶたの家　ワ･ラッセ」“おかげさまで一周年”感謝の9日間 9:00～ - ねぶたの家　ワ･ラッセ ねぶたの家　ワ･ラッセ

1/4～24
階段ギャラリー「李宜芳写真展～南の国から来た留学生
が見た美しい日本～」

9:00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

12:00～ - 青森市文化会館

15:00～ - 中世の館

1/15 フリーマーケットin青森コロナワールド 11:00～ -
青森コロナワールドエン
トランスホール特設会場

みちのくリサイクル運動市民の会

1/21 ACC　CM　FESTIVAL　入賞作品青森発表会 13:00～ - 青森市民ホール 青森朝日放送㈱

1/21 映像の日　映画を無料で鑑賞　「冬の猿」 14:30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

1/21～3/25 新収蔵資料展―拓本でたどる青森文学の旅― 9:00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

1/22 青森幼児鼓笛フェスティバル 11:30～ - 青森市文化会館 青森幼児鼓笛連盟

1/28 第33回NHK東北民謡コンクール青森県大会予選会 13:30～ - 青森市民ホール NHK青森放送局

1/29 第33回NHK東北民謡コンクール青森県大会 14:00～ - 青森市民ホール NHK青森放送局

1/29 ご入学おめでとう大会 13：00～ 2000 青森市文化会館 ㈱東奥日報社

11:00～

15:00～

2/4～6 第24回棟方志功賞版画展 10:00～ - 青森市民美術展示館 青森市教育委員会事務局文化スポーツ課

2/4～12 第1回ねぶた下絵コンクール入賞作品展 9:00～ - ねぶたの家　ワ･ラッセ ねぶたの家　ワ･ラッセ

2/5 第30回青森幼児音楽発表会 10:30～ - 青森市民ホール 青森県幼児音楽研究会

2/19 第10回青森県民謡グランプリ 12:30～ - 青森市文化会館 RAB青森放送

2/21
平成23年度寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院合
同卒業式・修了式

13:30～ - 青森市民ホール 青森中央市民センター

杜の賑い青森実行委員会

1/8

2/4 第119回杜の賑い青森 - 青森市文化会館

平成２３年度　青森市成人式
平成23年度青森市成人式
実行委員会


