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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

12 月イベント情報

　ワ ・ ラッセ　クリスマスツリー
ワ・ラッセオリジナルのクリスマスツリーを展示する
ほか、２階に展示してある中型ねぶたをクリスマス仕
様に装飾します。
　◇期間／１２月１１日（水）～１２月２５日（水）
　◇点灯式／１２月１１日（水）１０：４５～
　　　　　　青森幼稚園の園児たちによるツリー
　　　　　　の点灯、歌とお遊戯が披露されます！

　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「紀朝雄の一首　千方を誅す」につ
いて、制作者の竹浪比呂央さんに解説していただきま
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／ 1２月１日（日）１３：４５～１４：４５
　◇会場／１Ｆ交流学習室３

その他連携イベントもたくさんあります。詳細はこちら！【リーフレットダウンロード】

　ワ ・ ラッセサンタがやってくる
ワ・ラッセ館内にサンタクロースが登場！
子どもたちへプレゼントもあります（数量限定）
　◇日時／１２月２２日（日）
　　　　　①１０：００～１０：３０
　　　　　②１５：３０～１６：００

　ワ ・ ラッセ工房
ミニ金魚ねぶたなどの工作ができます。（教材費有料）
　◇日時／ 1２月８日（日）・２２日（日）
  　　　　 ①１０：３０～１２：００
　　　　　②１３：３０～１５：００
　◇会場／１Ｆエントランスホール

　　ねぶた下絵コンクール表彰式
　◇日時／ 1２月２２日（日）　１３：３０～
　◇会場／２Ｆイベントホール

　第９回全国小 ・中学生ねぶた下絵コンクール入賞作品展
下絵コンクール入賞作品を展示します。全国の小・中学生のオリジナリティあふれるねぶた下絵をご覧ください。
　◇期間／１２月２２日（日）～３月３１日（火）　　◇会場／１Ｆエントランスホール

12/31 （火）、1/1 （水 ・祝）は

全館休館いたします。

✿あおもり灯りと紙のページェント【A-FACTORY ～駅前公園周辺】

✿青森駅前公園イルミネーション【駅前公園周辺】

あおもり冬のワンダーランドあおもり冬のワンダーランド雪だ！灯りだ！芸術だ！雪だ！灯りだ！芸術だ！

✿あおもり雪灯りまつり
1/31（金）～ 2/2（日）17:00 ～ 21:00【ワ・ラッセ西の広場】

市民の皆さまのご協力で製作した雪灯りで会場をデザイン。WISH

キャンドルの製作体験もあり、優しい灯りで会場が包まれます。

✿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
2/8（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大会！

ねぶた御輿に始まり、フィナーレでは冬の夜空に花火が打ち上がります。

11/29 ～ 2/9 開催♪
16:00 ～ 21:00

　　✿フォトコンテスト < 応募期間 >11/29（金）～ 2/9（日）

「あおもり冬のワンダーランド」をテーマにした写真を「Instagram（インス

タグラム）」に投稿していただき、「いいね！」を一番多く獲得した作品を表彰。

新企画♪

https://www.atca.info/img/top/aomorifuyunowonderland2019.pdf


■令和元年 11 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。

コンベンション・イベント情報

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」 をイメージし、

ドイツと青森がコラボした 「青森らしい」 クリスマスイ

　　　　　　　　　　　　　　　ベントを開催。 高さ 10ｍの

　　　　　　　　　　　　　　　大型クリスマスツリーの展　

　　　　　　　　　　　　　　　示、 本場ドイツ製のヒュッテ

　　　　　　　　　　　　　　　では本格的なドイツ料理や

　　　　　　　　　　　　　　　温かいドリンク、 可愛いグッ

　　　　　　　　　　　　　　　ズなどを販売します。

春の幕開けイベントとして好評をいただいております 『八甲田
“雪の回廊と温泉” ウォーク』 は、 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」 を、 ４月１日
の一般開通前にウォーキングでき
る２日間だけの特別イベントです。
除雪したての真っ白な雪の回廊
（酸ヶ湯～谷地間約８ｋｍ） を
ウォーキングした後は、 温泉に
入浴しゆっくり疲れを癒せます。
皆様のご参加をお待ちしております。

３月３０日（月），３１日（火） 開催！３月３０日（月），３１日（火） 開催！

詳細につきましては、来月号でご案内いたします。

参加料　大   人　5,300 円（中学生以上）
           小学生　3,500 円（未就学児無料）
※税込、移動バス代・入浴代含む。
※スノーシューコースは参加料として別途 1,000 円かかります。

八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク第 30回 CHRISTMAS MARKET in アスパム

１月７日（火）申込受付開始！ 11/29 （金） ～ 12/25 （水）

平日 16:00 ～ 21:00

土日 11:00 ～ 21:00

【アスパム 西側駐車場ほか】

青森県観光物産館アスパム
TEL.017-735-5311

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

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 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/6 令和元年度　青森県農薬管理指導士認定期間更新研修 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

12/6～8 ＡＴＶ軽まつり 青森産業会館 ㈱青森テレビ

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～ リンクステーションホール青森 青森県警察音楽隊

12/14 第36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 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

12/14 20周年記念事業　県民共済まつり 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 第9回青森市環境フェア2019 ねぶたの家ワ・ラッセ 青森市環境政策課

12/15 ダンボールコスプレの祭典　ダンボリアン２ 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 リンクステーションホール青森 青森幼児鼓笛連盟

12/15

青森中央文化専門学校 ファッションショー Bunka Fashion Live
2019「Unlimited」
青森中央短期大学 幼児保育学科49期生 グリム童話より ミュー
ジカル『ブレーメンの音楽隊』

青森市男女共同参画プラザ　AV多
機能ホール

青森中央文化専門学校Fashion
Live実行委員会
青森中央短期大学　幼児保育学科
ミュージカル実行委員会

12/15 花育「クリスマスフラワー作り」 青森市森林博物館 青森市森林博物館

12/18 改正建築物省エネ法説明会及び住宅省エネルギー技術講習会 青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール 青森県木造住宅生産体制強化推進協議会

12/21 青森市中央卸売市場「水産の朝市！」 青森市中央卸売市場 青森市中央卸売市場　管理課

12/22 おでかけライブｉｎ青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア

12/28 ピッコロピアノ教室　第34回令和元年リトルピアノコンサート リンクモア平安閣市民ホール ピッコロピアノ教室

1/5～31
*12日は休館

階段ギャラリー　「なごみの会・楽絵の会　新春絵手紙展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

1/5 てづくりマルシェｉｎサンロード青森 サンロード青森　１Ｆサンホール みちのくリサイクル運動市民の会

1/12 令和元年度　青森市成人式　 リンクステーションホール青森 青森市教育委員会事務局 文化学習活動推進課

1/13
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第125回コンサート
月足さおりピアノコンサート

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」

1/24～26 青森市小・中学校美術展 協同組合タッケン美術展示館 青森市小学校教育研究会図画工作科研究部会

1/25 サークル体験「新春絵手紙講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

1/26 第36回幼児のための音楽フェスティバル リンクステーションホール青森 青森県幼児音楽研究会

1/26 ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS リンクモア平安閣市民ホール ＲＡＢ青森放送
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第1回公演

①ミュージカル 12：40～

②ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ14：00～

第2回公演

①ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ15：30～

②ミュージカル 16：30～

13：30～

7：00～

11：00～

開始時間

9：00～

飲食店を 「はしご」 し、 当日限定のバルメニューを楽

しむ 「あおもりバル街」 の次回開催が決定しました。

チケットの販売は１月中旬 （予定） からとなります。

◆日　 時　 ２月２２日 （土） 16:00 ～ 24:00

◆会   場　 中心市街地エリア参加飲食店約 60 店舗

◆チケット　 前売 3,500 円　当日 4,000 円※税込

◆問合せ　 あおもりバル街事業実行委員会事務局

　　　　　　　 TEL. 017-734-1311 （青森商工会議所）
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