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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
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、今年も１１月２９日
から２月９日まで開催いたします。開会式はアスパム西側駐車場で１１月２９日（金）夕方に実施。
期間中さまざまなイベントがございますので、ご家族みんなでご来場いただき青森の冬をお楽しみください。

✿あおもり灯りと紙のページェント

11/29（金）～ 2/9（日）16:00 ～ 21:00
【A-FACTORY ～駅前公園周辺】
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」が街中を
明るく楽しく彩ります。
今年は駅前公園にも「雪
だるま～る」が登場！

✿第 42 回青森冬まつり

2/8（土）～ 2/9（日）9:00 ～ 15:00
【青い海公園】
大人気の雪の大型すべり
台のほか、棒パンや乗馬
体験、凧揚げ体験など家
族で楽しめるイベントで
す。

✿ザ・もつけ祭り＆冬花火

✿あおもり雪灯りまつり

2/8（土）17:30 ～ 19:00
1/31（金）～ 2/2（日）17:00 ～ 21:00
【ワ・ラッセ西の広場】
【ワ・ラッセ西の広場】
市民の皆さまのご協力で ふんどし姿の男たちに
製作した雪灯りで会場を よる雪上綱引き大会！
デザイン。WISH キャン ねぶた御輿に始まり、
ドルの製作体験もあり、 フィナーレでは冬の夜空
優しい灯りで会場が包ま に花火が打ち上がります。
れます。

✿CHRISTMAS MARKET in アスパム

青森県観光連盟では昨年に引き続き、ドイツの伝統的なイベント「クリ
スマスマーケット」を開催します。クリスマスまでの準備も楽しい♪
11/29（金）～ 12/25（水）
【アスパム】
大型クリスマスツリーの展示、本場ドイツ製ヒュッテで伝統
的なクリスマスグッズや料理、ドリンクの販売もあります。

青森市観光キャラクター ねぶたん

１１月イベント情報
もうすぐ
締切！

やさしいねぶた学 【入場無料】

第９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１７日（日）必着
※詳しくは、ワ・ラッセのＨＰをご覧ください。

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「瓊瓊杵尊と木花咲耶姫（ににぎの
みこと と このはなさくやひめ）」について、制作者の
北村春一さんが解説いたします。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３日（日）１３：４５～１４：４５
◇会場／１Ｆ交流学習室３

✿第８回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール アンコール展 ～ 11/1７開催✿
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

国立競技場オープニングイベントに ねぶたが参加！
来る 12 月 21 日（土）、新しい国立競技場の完成を記念して、
オープニングイベント「ＨＥＬＬＯ，ＯＵＲ ＳＴＡＤＩＵＭ．」
が開催されます。そのお披露目イベントに、東北６市のお祭
りが集結した「東北絆まつり」の特別演舞ということで青森
ねぶた祭も参加します。今夏の祭りに出陣した大型ねぶた、
青森県板金工業組合『「舎利」韋駄天と足疾鬼』
（制作：北村蓮明）
が運行し、パレードを盛り上げます。

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

11/1

令和元年度第48回青森県小中学校教頭会研究大会青森大会

-

300 ホテル青森、リンクステーションホール青森

第48回青森県小中学校教頭会研究大会青森大会実行委員会

11/8～10

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会

-

900 ホテル青森

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会事務局

11/9

第48回(令和元年度)青森県看護学会

11/9～10

第26回日本精神科看護専門学術集会

9:40

- リンクモア平安閣市民ホール

9日10:00
10日9:30

900 リンクステーションホール青森

公益社団法人青森県看護協会
(一社)日本精神科看護協会

11/13

令和元年度 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

11/15

第68回青森県社会福祉大会

12:45

- リンクステーションホール青森

青森県 県民生活文化課
社会福祉法人 青森県社会福祉協議会

11/21

令和元年度 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

イベント情報
開催日

イベント名

11/2～16
アコール階段ギャラリー 「沢田サタさん写真展～PEACE～」
*10日は休館

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：30～ 青森産業会館

青森朝日放送㈱

11/2～3

秋のディーラー合同中古車フェア

11/7

青森県立青森商業高等学校吹奏楽部 第21回定期演奏会

18：30～ 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

11/9

サークル体験「親子で楽しもう！版画講座」

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/9～10

第10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

11/10

モダンKIRARI PRESENTS バレエ発表会「登校」

13：30～

モダンKIRARI

11/12～13

令和元年度 年末調整説明会

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

各日9：30～
リンクモア平安閣市民ホール
13：00～

11/13・27

主催講座「X’masステンドグラス講座」

9：30～ 働く女性の家アコール

11/13～14

テクノルデイズ 2019働き方改革

9：30～ 青森産業会館

11/14

あおもり健康寿命延伸フェア2019

12：00～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

青森税務署
働く女性の家アコール
㈱テクノル青森支店
青森市健康寿命延伸会議

11/14～17

第49回青森県教職員美術展覧会

10：00～ 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

11/16

ダンスパフォーマンス発表会 Produced by ＭＹＵ＆多魅

15：00～

Dancing company Tina

11/17

主催講座「ママ美活＆ジュニアクッキング」

10：00～ 働く女性の家アコール

11/20

西幼稚園祭

11/20

クリスマスお遊戯会

12：00～ リンクモア平安閣市民ホール

11/22

すぎのこ幼稚園・第二すぎのこ幼稚園 合同おゆうぎ会

10：00～ リンクステーションホール青森

11/22～23

青森市産りんご大市＆花と野菜の収穫祭

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

9：45～ リンクステーションホール青森

9：00～ 青森産業会館

働く女性の家アコール
青森西幼稚園
青森第一うとう幼稚園
学校法人 杉の子学園
あおもり林檎販売促進協議会

11/24・12/1 サークル体験「男子縫いものクラブ トートバッグを作ってみよう！」

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/26

お遊戯会 クリスマスこどもかい

10：30～ リンクモア平安閣市民ホール

認定こども園 第一南幼稚園

11/29

油川幼稚園クリスマスコンサート 第39回音楽発表会

10：30～ リンクモア平安閣市民ホール

油川幼稚園

12/3～26
*8日は休館

アコールロビー展 「親子で楽しもう！木版画講座」作品展

12/3

東奥幼稚園はっぴょうかい

12/5

源内幼稚園おゆうぎ会

12/7

あさひ保育園 おゆうぎ会

10：00～ リンクモア平安閣市民ホール

あさひ保育園

12/7

第35回東北北部三県警察音楽隊演奏会～県民と警察の音楽の集い～

13：00～ リンクステーションホール青森

青森県警察音楽隊

12/11

2019ふれあいクリスマスおゆうぎ会

9：00～ 働く女性の家アコール
10：30～ リンクステーションホール青森
9：30～ リンクステーションホール青森

9：45～ リンクモア平安閣市民ホール

働く女性の家アコール
学校法人東奥学園 認定こども園東奥幼稚園

認定こども園 源内幼稚園

公益財団法人 鉄道弘済会 青森認定こども園

12/13

お遊戯会

10：30～ リンクモア平安閣市民ホール

若芽保育園

12/14

第36回青森市私立幼稚園絵画展

10：00～ 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

サークル体験「おしゃれなお正月しめ縄飾り」

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

12/14

20周年記念事業 県民共済まつり

14：00～ リンクステーションホール青森

青森県民共済生活協同組合

12/15

ダンボールコスプレの祭典 ダンボリアン２

10：00～ 青森産業会館

ダンボリアン実行委員会

12/15

第39回青森幼児鼓笛フェスティバル

11：30～ リンクステーションホール青森

青森幼児鼓笛連盟

12/20

たんぽぽ幼稚園発表会

10：00～ リンクステーションホール青森

たんぽぽ幼稚園

■令和元年 10 月 21 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。

