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観光コンベンションニュース
雪だ！灯りだ！芸術だ！あおもり冬のワンダーランド
「雪だ！灯りだ！芸術だ！あおもり冬のワンダーランド」を１２月１日から３月４日まで実施します。
１２月１日（金）１７時３０分からワ・ラッセ西の広場で開会式を行い、期間中さまざまなイベントを
開催しますので、ぜひ冬の青森をお楽しみください。

＊あおもり灯りと紙のページェント

＊あおもり雪灯りまつり

12/1 （金） ～ 3/4 （日） 16:00 ～ 21:00
【A-FACTORY ～ワ ・ ラッセ周辺】
ねぶた技法による市民創作の和紙オブジェ 「雪だ
るま～る」 750 個が青森ベイエリアを照らします。

2/2 （金） ～ 2/4 （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約 2,000 個の
雪灯りが街を優しく灯します。
WISH キャンドル制作体験や、 写真コンテストも 開催。

＊ワ・ラッセイルミネーション
12/1 （金） ～ 3/4 （日）
16:00 ～ 21:00 【ワ ・ ラッセ】
約 25,000 個の LED でワ ・ ラッセを照らします。

＊ザ・もつけ祭り＆冬花火
2/10 （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。

＊第４０回青森冬まつり
2/10 （土） ～ 2/12 （月 ・ 祝）
9:00 ～ 15:00 【青い海公園】
雪の大型すべり台が目玉の冬恒例イベント。
棒パンや乗馬体験など家族で楽しめます。

**AOMORI トリエンナーレコラボイベント **

●アーティストデザイン雪のすべり台（2/2

～ 2/4）
AOMORI トリエンナーレ招聘アーティスト 長谷川愛氏
デザインの雪のすべり台をワ ・ ラッセ西の広場に制作。
●ねぶた展示（2/2 ～ 2/10）
まつり会場のシンボルとなるねぶたをワ ・ ラッセ西の広
場に 2/10（土）まで展示します。

** 国際樹氷サミットコラボイベント **

●冬の八甲田夕焼け鑑賞企画（2/8

～ 2/12）
八甲田ロープウェー下り便を 17 時まで運行。
冬の八甲田の夕焼けをお楽しみください。
●かまくら体験
八甲田ロープウェー駐車場に 5 基設置します。

詳細は来月号同封するチラシをご覧ください！
青森市観光キャラクター ねぶたん

１１月イベント情報
◆第７回全国小・中学生
ねぶた下絵コンクール作品募集中！

◆やさしいねぶた学【無料】

全国の小・中学生を対象にオリジナルねぶた下絵を大募
集！最優秀賞作品は中型ねぶた、もしくはミニねぶたに
仕上げます。詳細はねぶたの家ワ・ラッセ
ホームページをご覧ください。
○募集締切／１１月１９日（日）必着

第６回全国小・中学生ねぶた下絵アンコール展
昨年開催した第６回小・中学生ねぶた下絵コンクール
入賞作品２８点を展示しています。
○日時／１１月１２日（日）まで
○会場／１階エントランスホール
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

今年のねぶた祭に出陣し、現在ワ・ラッセに展示されて
いる大型ねぶた「妖術師 滝夜叉姫」の制作者・北村春一
さんが制作時のエピソードなど、ここでしか聞けない内
容を語ります。ねぶたファン必見。
○日時／１１月５日（日）１３：４５～１４：４５
○会場／１階交流学習室３

◆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／１１月１２日（日）・１１月２６日（日）
①１０：３０～１２：００
②１３：３０～１５：００
○会場／１階エントランスホール
☎017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse

＜青龍寺文化事業＞
～若林暢を偲んで CD 発売記念コンサート～

東北地区コンベンション推進協議会
ＭＩＣＥ誘致懇談会に参加

ウィーンフィルメンバーによる
ウィーンピアノ四重奏団

１２月１１日（月）に東京都・都市センターホテルで開
催される東北・新潟地区のコンベンションビューロー
１６団体による「東北地区ＭＩＣＥ誘致懇談会」に参加
いたします。首都圏のコンベンション主催団体に対し、
青森市内でのコンベンション開催を誘致するため、開催
施設や助成金制度、観光
などについて情報提供や
ＰＲを行ってまいります。

開催日 / 平成２９年１１月１７日（金）
開 場 /１８：００
開演 /１８：３０
会 場 / 昭和大仏 青龍寺 金堂
出 演 / 陽子・フォゥグ（ピアノ）
ハラルド・クリュンペック（ヴァイオリン）
ロバート・バウエルスタッター（ヴィオラ）
ヨァゲン・フォゥグ（チェロ）
料 金 / 大人前売 3,500 円（当日 4,000 円）※高校生以下無料
販売所 / サークルＫサンクス（県内店舗）、成田本店
（しんまち店・つくだ店）、サンロード青森、
昭和大仏 青龍寺、jazz time disk、
SIR 建設計画事務所、チケットぴあ

日時／１２月１１日（月）
１５時～１８時
会場／都市センターホテル
（東京都）

問合せ

昭和大仏 青龍寺

TEL.017-726-2312

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

会場

参加人数

主催・問い合わせ

11/6～10

第18回核融合炉材料国際会議（ICFRM-18）

9:00

400 リンクステーションホール青森

11/11

第46回（平成29年度）青森県看護学会

11/14

平成29年度交通安全青森県民大会

9:40

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県看護協会

13:00

- リンクステーションホール青森

青森県環境生活部県民生活文化課

11/22

平成29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

11/24

平成29年度青森県農業委員会大会

12:30

- リンクステーションホール青森

青森県農業会議
青森県社会福祉協議会

11/29

第66回青森県社会福祉大会

12:25

- リンクステーションホール青森

12/8

日本認知症ケア学会 教育講演

12:30

-

12/9

日本認知症ケア学会 東北地域大会

10:00

-

リンクモア平安閣市民ホール

ICFRM-18組織委員会

青森県社会福祉協議会

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

11/2～30
アコール階段ギャラリー「MIMY作品展 スイーツデコ」
*12日は休館
11/3～4
新そばまつり

9：00～ JA青森本店

JA青森本店

11/4～5

9：30～ 青森産業会館

青森朝日放送

秋のディーラー合同中古車フェア

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/10～12

100人のおやさいクレヨン画展

10：00～ 青森県立美術館

mizuiro

11/10～12

第19回青森県読書法会展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森県読書法会

7：00～ 中央卸売市場

11/11

中央卸売市場「水産の朝市！」

11/11

男の生き方塾①青い森病院院長講演会「元気の出る話」（要申込）

13：30～ 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

11/11～12

第8回津軽海峡交流圏 大農林水産祭

10：00～ 青森産業会館

ぜ～んぶあおもり大農林水産祭実行委員会

11/11～12

第38回東青地区書道展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

日本教育書道会東青地区連合会

11/15・22

ステンドグラス講座 クリスマスのミニランプ（要申込）

11/15～19

第85回東奥児童美術展

9：30～ 働く女性の家アコール
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

中央卸売市場管理課

働く女性の家アコール
東奥日報社

11/17

ウィーンフィルメンバーによるウィーンピアノ四重奏団

18：30～ 昭和大仏青龍寺金堂

昭和大仏青龍寺

11/18

男の生き方塾②映画鑑賞＆しゃべり場（要申込）

13：30～ 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

11/21

2017世界最強タッグ決定リーグ戦

18：30～ 青森産業会館

全日本プロレスリング

11/22

あおもり健康寿命延伸フェア

13：00～ アウガAV多機能ホール

11/22～23

青森市産りんご大市＆花と野菜の収穫祭

11/25

男の生き方塾OP「うたごえ“おやじ喫茶”」（要申込）

13：30～ アウガAV多機能ホール

11/25～26

アップルヒルりんごの祭典

10：00～ 道の駅なみおかアップルヒル

道の駅なみおかアップルヒル

11/25～27

日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～ 青森産業会館

タス

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

NHK青森文化センター写真教室

11/30～12/3 NHK青森文化センター「日曜写真塾」「カメラを活かす」写真展
12/2～19
アコールロビー展「親子木版画パネル展
*10日は休館 ～子どもたちの愛らしい作品と講師西村惠美子さんの作品を展示～」

12/2

カダール映画の日2017特別編 発達障がいを知ろう
「ぼくはうみがみたくなりました」上映会とおはなし

12/9

男の生き方塾公開講演会「古典に学ぶ男の品格」（要申込）

12/15～17

きょうめい展2017

12/23～24

第49回東郡児童美術展（絵画・版画）

12/24

おでかけライブin青森

9：00～ 青森産業会館

9：00～ 働く女性の家アコール
①10：00～
②14：00～ アウガAV多機能ホール
③18：00～
13：30～ アウガAV多機能ホール
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館
23日12：00～
協同組合タッケン美術展示館
24日10：00～
11：00～ 青森産業会館

青森市健康寿命延伸会議
青森市あおもり産品支援課
青森市男女共同参画プラザ カダール

働く女性の家アコール
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
おどろ木ネットワーク
東津軽郡小学校教育研究会
ユウメディア

■平成２９年１０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。

