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当協会の事務所が青森駅前アウガ西となりの青森商工会議所会館内に移転し、10 月 15 日

より新住所にて営業しております。 ※電話番号・FAX 番号に変更はございません。

当協会にお越しの際はお間違えのないようにお気をつけください。

＜新住所＞ 〒030-0801　青森市新町 1-2-18 青森商工会議所会館 4F

＊ ＊ ＊  協 会 事 務 所 移 転 の お 知 ら せ  ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊  協 会 事 務 所 移 転 の お 知 ら せ  ＊ ＊ ＊

雪だ！灯りだ！芸術だ！あおもり冬のワンダーランド

青森県観光連盟では新たな試みとして、ドイツ

の伝統的なイベント「クリスマスマーケット」

を青森市で初開催。アスパムが

クリスマス一色に染まります！

12/15（土）～ 12/25（火）

12:00 ～ 21:00【アスパム】

クリスマスツリーの展示、会場内

ヒュッテでは伝統的なクリスマスグッズや

フード等の販売も。

毎年恒例の冬のイベント「雪だ！灯りだ！芸術だ！あおもり冬のワンダーランド」を、今年は１１月３０日
から２月１１日まで開催いたします。開会式はワ・ラッセ西の広場で１１月３０日（金）１７時３０分から。
おなじみのお祭りから新たなものまで、期間中さまざまなイベントがございます。寒い冬に、あたたかい灯
りや楽しいお祭りをお楽しみください。

★CHRISTMAS MARKET in アスパム★

☆あおもり灯りと紙のページェント
 11/30（金）～ 2/11（月･祝）16:00 ～ 21:00

 【A-FACTORY ～ワ・ラッセ周辺】

 ねぶたの技法を活かした市民創作の和紙オブジェ

 「雪だるま～る」が青森のベイエリアに登場。 

 街中を明るく楽しく彩ります。

☆ワ・ラッセイルミネーション
 11/30（金）～ 2/11（月･祝） 16:00 ～ 21:00

 【ワ・ラッセ】

 雪の中、幻想的に光り輝く LED でワ・ラッセ外観を

 装飾します。

☆第４１回青森冬まつり
  2/2（土）～ 2/3（日）

 9:00 ～ 15:00 【青い海公園】

 雪の大型すべり台が大人気。

 棒パンや乗馬体験、凧揚げ体験など家族で

 楽しめるお祭りです。

☆ザ・もつけ祭り＆冬花火
  2/2（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！

 ねぶた御輿に始まり、フィナーレでは

 冬の花火が打ち上がります。

その他連携イベントもたくさんあります。詳細は来月号同封するチラシをご覧ください！

2/9（土）～ 2/11（月･祝）の期間に、 あおもり

アーツカウンシル関連のアートイベントが開催。

【八甲田丸】

トリエンナーレ招聘アーティスト古舘 健 氏による

サウンドアートイベント

【リンクモア平安閣市民ホール ギャラリー】

美術作品等の展示

【アウガ 1F 駅前スクエア】

A-Paradise（美術作品等の展示・ワークショップ）

★あおもりアーツカウンシル★

☆あおもり雪灯りまつり
  1/25（金）～ 1/27（日） 17:00 ～ 21:00【ワ・ラッセ西の広場】 

 市民の皆様のご協力で製作した約 2,000 個の雪灯りで会場を優しく灯します。

 今年は、 青森大学学生によるイグルー （圧雪ブロックのかまくら）の展示もあり。他にも、

 WISH キャンドル製作体験や、写真コンテストも開催。



■平成 30 年 10 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いたします。

イベント情報

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

青森市観光キャラクター
ねぶたん

１１月イベント情報

コンベンションカレンダー

やさしいねぶた学 【入場無料】
今夏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「托塔天王　晁蓋」について、制作
団体の「我生会」の方が解説いたします。制作時のエ
ピソードなど、ここでしか聞けない内容が盛りだくさ
ん。ねぶたファン必見です。
　◇日時／ 1１月４日（日）１３：４５～１４：４５
　◇会場／２Ｆイベントホール

第８回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール作品募集中
全国の小・中学生の皆さまを対象にオリジナルねぶた下絵を大募集！最優秀賞を受賞した作品（小学生・中学生
部門各１点）は、現役ねぶた師の監修のもとで中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。
　◇締切／１１月１８日（日）必着
　※詳しくは、ワ・ラッセのホームページをご覧ください。

✿第７回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール アンコール展　～ 11/11 開催✿

ワ ・ ラッセ工房
ミニ金魚ねぶた、ねぶた柄ぬり絵うちわ、ねぶた面色
付け・製作、腰鈴づくりなどの工作ができます。（教材
費有料）
　◇日時／ 1１月１１日（日）・２５日（日）
  　　　　 ①１０：３０～１２：００
　　　　　②１３：３０～１５：００
　◇会場／１Ｆエントランスホール

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

11/1 第23回全国高等学校総合学科教育研究大会青森大会 13:00 300 リンクモア平安閣市民ホール 大会実行委員会

11/2 第33回北海道・東北地区小学校家庭科教育研究大会青森大会 9:30 120 青森市立浜舘小学校 青森県小学校家庭科教育研究会

11/2～4 第55回全国聾学校卓球大会青森大会 - 350 マエダアリーナ（新青森総合運動公園） 大会実行委員会

11/3～4 第36回東北理学療法学術大会 - 900 ホテル青森 (公社)日本理学療法士協会東北ブロック協議会

11/7 麻薬・覚醒剤乱用防止運動 青森大会 13:30 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県健康福祉部医療薬務課

11/8～9
東北地区知的障害者福祉協会職員研修大会
東北フォーラム2018ｉｎあおもり

8日12:00
9日  9:30

250 ホテル青森 青森県知的障害者福祉協会

11/10 第47回（平成30年度）青森県看護学会 9:40 - リンクモア平安閣市民ホール （公社）青森県看護協会

11/10～11 平成30年度 日臨技北日本支部　医学検査学会
10日10:30
11日 8:40

800 リンクステーションホール青森
一般社団法人 日本臨床検査技師
会北日本支部

11/13 平成30年交通安全青森県民大会 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

11/26 平成30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 一般社団法人 青森県農業会議

11/30 第28回ＪＡ青森県大会 13:00 - 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

12/9 命を大切にする心を育む県民運動推進フォーラム 10:30 - リンクモア平安閣市民ホール 命を大切にする心を育む県民運動推進会議

12/10 平成30年度　青森県農薬管理指導士認定期間更新研修 13:00 - リンクモア平安閣市民ホール 公益社団法人　青森県植物防疫協会

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

10/27～12/9 秋のアーティスト・イン・レジデンス「○（まる）動」 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

11/1～4 青函アート交流展2018 協同組合タッケン美術展示館 特定非営利活動法人おどろ木ネットワーク

11/1～12/23 東北おし葉標本と津軽・南部の植物標本展 青森市森林博物館 青森市森林博物館

11/2 女性の再就職・チャレンジ支援講座 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/5 青森県立青森商業高等学校吹奏楽部 第20回定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森県立青森商業高等学校

11/5 木野花講演会と演劇人シンポジウム 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール アオモリ演劇祭（青森演劇鑑賞会事務局）

11/9～11 第20回青森県読売書法会展 協同組合タッケン美術展示館 青森県読売書法会

11/10～11 第9回津軽海峡交流圏　大農林水産祭 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 放送大学青森学習センター公開講演会「北の縄文世界－その魅力と価値－」 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 放送大学青森学習センター

11/12～30 アコール階段ギャラリー　「～おもいをかたちに～私たちの手づくり絵本展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/13 あおもり健康寿命延伸フェア2018 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森市健康寿命延伸会議

11/13・11/27 ステンドグラス講座（２回連続講座） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/15～16 第48回青森県教職員美術展覧会 協同組合タッケン美術展示館 一般財団法人青森県教育厚生会

11/17 親子木版画講座 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/22～23 青森市産りんご大市＆花と野菜の収穫祭 青森産業会館 あおもり林檎販売促進協議会

11/23～25 第19回毎日現代の書青森展 併催 第17回青森県高校生選抜書展 協同組合タッケン美術展示館 青森県毎日書道振興会

12/4～20
*9日は休館

アコール階段ギャラリー　「親子木版画　パネル展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/8 第35回青森市私立幼稚園絵画展 協同組合タッケン美術展示館 青森市私立幼稚園協会

12/14 青森中央高校演劇部公演 リンクモア平安閣市民ホール 青森県立青森中央高等学校

12/15 サークル体験「クリスマス　天使のプリザーブドフラワーのリース」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/22 サークル体験「おしゃれなお正月しめ縄飾り」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール
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