
観光コンベンションニュース観光コンベンションニュース

ATCA NEWS vol.232
Aomori Tourism & Convention Association

◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒030-0801 青森市新町 1-2-18
　　　　　  青森商工会議所会館 4F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　https://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

令和２年１０ 月号

October 2020

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

１０月イベント情報

協力してね !!
感染予防対策に

第１０回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール開催！
　ねぶたの家ワ・ラッセでは、子どもたちの「こんなねぶたが見たい、創りたい」を応援するため、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しています。
　入賞作品はワ・ラッセに展示されるほか、最優秀賞を受賞した作品（小学生・中学生各部門１点ずつ）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。完成した中型ねぶたとミニねぶたは、
　ワ・ラッセに１年間展示いたします。
　これまでなかったようなオリジナリティーあふれる作品をお待ちしております！
　　★内容　四つ切サイズ（38cm×54cm）。題材・画材は自由。彩色をほどこした作品に限る。１人１作品。
　　★締切　令和２年 11 月 1５日（日）必着

　　※詳しくは、ワ・ラッセのホームページに募集要項、応募用紙がございますので、そちらをご覧ください。

毎日開催♪ ねぶた囃子生演奏！！
　現在、規模を縮小し、ワ・ラッセスタッフによるねぶた囃子演奏を行っております。
　演奏のみで体験は行っておりませんので、ご了承ください。
　　●時間／①１１：１０～　②１３：１０～　③１５：１０～
　　●会場／ワ・ラッセ　ねぶたホール（有料ゾーン）
　　※混雑が予想される場合は中止とさせていただくこともございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、囃子団体による囃子ショー・囃子体験、紙貼り
体験、ワラッセ工房は休止しております。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。【イベント休止中】

ねぶた師支援クラウドファンディング　支援金贈呈式を開催
青森ねぶた祭の中止に伴い、 ねぶた師の支援を目的にクラウドファンディングを実施したところ、 当初目標としてい

た 2,500 万円を大きく上回る 3,500 万円もの支援金を頂戴し、 ねぶた師 14人全員で合作する “特別ねぶた” の

制作、 展示、 次回開催する祭り本番での運行が決定いたしました。

9 月 9日に支援金の贈呈式を行い、 ねぶた師を代表して竹浪比呂央さんに青森観光

コンベンション協会 ・奈良会長より目録をお贈りいたしました。 竹浪さんは、 今までに

ない新しい試みである合作の “特別ねぶた” 制作に 「歴史に残るすばらしい作品にし

たい」 とお話をされていました。

特別ねぶた 「願いの灯～薬師如来 ・玄奘三蔵と十二神将～」 は今秋から制作を開

始し、 12 月下旬に完成、 「ねぶたの家ワ ・ ラッセ」 でお披露目する予定です。

【小学生部門】

【中学生部門】

「ともに前へ」

青森市立浜田小学校６年（当時）

横山 加奈さん

「マタギ『熊を討つ』」

むつ市立大平中学校３年（当時）

小林 大悟さん

令和元年度 第９回最優秀作品令和元年度 第９回最優秀作品



■令和 2年 9月 18 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

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止・延期となる場合もございますので、予めご了承ください。

コンベンションカレンダー

✿ ✿ ✿　コンベンション開催支援のご紹介　✿ ✿ ✿

当協会では、 青森市内で開催されるコンベンション （大会や学会、 研修会など） に対し、 さ

まざまな支援をしております。 主なサービス内容は下記のとおりです。 お気軽にご相談ください。

無料●観光パンフレットの提供
●コンベンションバッグの提供
　手提げ袋（マチ付 B4 サイズ）100 円（税別）

　ビニール製バッグ（A4 サイズ）50 円（税別）

●各種グッズの貸出
　ネームホルダー、観光・ねぶた DVD など

●歓迎看板・ポスターの掲示
　看板掲示：青餅駅、新青森駅、青森空港
　ポスター掲示：宿泊施設、青森駅周辺商店街など
　※１日あたりの県外参加者が 100 名以上の場合

●その他　ねぶた囃子、津軽三味線演奏者の紹介、
　ミニねぶたの無料貸出（在庫がある場合）など

無料

無料

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

7/18～11/8
特別史跡指定20周年記念企画展「三内丸山と大湯－縄文の大
集落からストーンサークルへ－」

三内丸山遺跡センター企画展示室 三内丸山遺跡センター

10/1～30
*11日は休館

階段ギャラリー　水彩画展「四季のいろどり」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/3～4 薬学フェスティバル2020 ｉｎ 青森大学大学祭 青森大学5号館 青森大学薬学部地域貢献センター

10/3～4 米寿の記念展 協同組合タッケン美術展示館 白戸邦子

10/4 親子で楽しもう♪こまきの縄文アカデミア2 小牧野遺跡、小牧野の森・どんぐりの家 縄文の学び舎・小牧野館

10/10
青森市男女共同参画推進月間オープニングイベント　セレモニー・
表彰式・記念講演会「自分が決めるしあわせのカタチ～『ない』生活
は豊かだった！～」

青森市男女共同参画プラザ AV多
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/10・11 HAKKOフェス 青森駅前公園 青森県・青森市・JR東日本・青森商工会議所

10/10～11 青森市三師会美術展 協同組合タッケン美術展示館 青森市三師会

10/11 防災＆地域コミュニティカフェｉｎあおもり アピオあおもり (一社)男女共同参画地域みらいねっと

10/12 第30回 日本クラシック音楽コンクール リンクモア平安閣市民ホール （一社）日本クラシック音楽協会

10/18 第40回青森幼児鼓笛フェスティバル リンクステーション青森 青森幼児鼓笛連盟

10/21 カダール映画の日2020 「おじいさんと草原の小学校」無料上映会
青森市男女共同参画プラザＡＶ多
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/30 「じゃらんじゃらんストレッチCafé～デトックス効果のあるお茶をいただきながら～」 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

10/30～11/1 第42回創元会　青森支部展 協同組合タッケン美術展示館 創元会青森支部

10/30～11/8 第88回 東奥児童美術展 青森県立郷土館 青森県立郷土館

10/31～11/1 第50回世界児童画展　青森県展 協同組合タッケン美術展示館 公益財団法人 美育文化協会

11/5・12・26 主催講座 「男の料理入門講座～料理の基本　イチ・ニのサン～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/6～8 第17回「ゆかいな仲間たち」写真展 協同組合タッケン美術展示館 青森ワンダーフォーゲルクラブ

11/6～8 緑の恵み展2020 協同組合タッケン美術展示館 ＮＰＯ法人おどろ木ネットワーク

11/6～8 第5回青森県写真サロン展 協同組合タッケン美術展示館 全日本写真連盟青森県本部

11/7 第15回 ルナ音楽スクール発表会 リンクモア平安閣市民ホール グリーンオーシャン株式会社

11/10～12 第15回木版画なたねの会作品展 協同組合タッケン美術展示館 木版画なたねの会

11/11・18 主催講座 「ステンドグラス講座～X'mas Tree ミニランプ～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/20～22 第28回全日本写真連盟青森支部写真展 協同組合タッケン美術展示館 全日本写真連盟青森支部

11/23
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」
ウィーンの演奏家たち　ピアノトリオとデゥオ

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」

11/25～29
令和2年度あおもりアーツカウンシル　“創造の場づくり”支援事業
青森市民による版画展「Ｍｙ　Ｄｅａｒ　ＨＡＮＧＡ！」

協同組合タッケン美術展示館 あおもりアーツカウンシル10：00～
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開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

11/11 令和2年度 交通安全青森県民大会 13：00～ - リンクステーション青森 青森県 県民生活文化課

11/15 第4回 青森市武術太極拳交流会 9：45～ - リンクモア平安閣市民ホール 青森市武術太極拳連盟

11/21
青森県警察音楽隊カラーガード隊発足40周年記念～県民と警察
の音楽の集い～

13：00～ - リンクステーション青森 青森県警察音楽隊

11/26 令和2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


