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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

１１月イベント情報

クラウドファンディング企画“特別ねぶた”制作中 !!クラウドファンディング企画“特別ねぶた”制作中 !!
ねぶた師支援クラウドファンディング企画 ・ ねぶた師 14 人全員で合作す

る “特別ねぶた” の制作が始まっています。 「玄奘三蔵」 を担当する、

第 5 代名人・千葉作龍さんの制作現場では、 骨組み・書割作業が終わり、

ねぶたらしい形が見えてきていました。

2020 年 10 月 1 日撮影

2020 年 10 月 13 日撮影

毎日開催♪ ねぶた囃子生演奏＆ハネト体験！！
現在、規模を縮小し、ワ・ラッセスタッフによる
ねぶた囃子演奏とハネト体験を行っております。

　●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。

第１０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１５日（日）必着
　※詳しくは、ワ・ラッセのＨＰをご覧ください。

第９回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール アンコール展　～ 11/1５開催

締切 !!
もうすぐ

青森県観光安全安心推進事業費　補助金について
青森県では、 安全安心な観光地としての認知度向上と誘客促進のための基盤整備を促進することにより、 新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている観光産業の回復を図るため、 観光事業者等が行う観光施設・

宿泊施設等の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に要する経費について補助金を交付します。

◆補助金の申請期間　　　令和２年１０月２７日 ( 火 ) ～令和３年２月１日 ( 月 )

◆対象となる事業者　　　宿泊事業者・観光事業者・観光遊覧船事業者であり、 かつ中小事業者であるもの

◆対象となる事業・額　業種別ガイドラインに沿って実施する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　【対象経費】　 １． 物品、 備品等の購入経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２． 設備 ・ 整備等の工事に要する経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３． 機器、 設備等のリース料またはレンタル料として支払われる経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　【補助率】 対象経費の４分の３以内　　【補助金額】 上限２００万円 （下限５万円）

青森県 観光企画課 企画戦略グループ　☎017-734-9385 （平日 9:00 ～ 17:00）

申請書は青森県庁ウェブサイトからダウンロードできます。 検索青森県観光安全安心< お問合せ・申請先 >

特別ねぶた 「願いの灯～薬師如来・玄奘三蔵と十二神将～」 は 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。

制作途中の写真をご紹介していますので、 青森ねぶた祭オフィシャルサイト内 “特別ねぶた” 制作ページも

ご覧ください。 https://www.nebuta.jp/seisaku1.html

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kanko/kankouansinanzen.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kanko/kankouansinanzen.html


■令和 2年 10 月 22 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

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ホール青森 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ホール青森 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

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

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

10/30～11/1 第28回桃葉会書展 協同組合タッケン美術展示館 桃葉会

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

11/1 青森県立青森商業高等学校吹奏楽部　第22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

11/2 2020年度　青森公立大学公開講座【ねぶた学】 青森市男女共同参画プラザ AV多機能ホール 青森公立大学 地域連携センター

11/2～28
*8日は休館

階段ギャラリー　「オリジナルバッグ作品展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/4
あらためて知ろうドメスティック・バイオレンス（DV）
　～始まっています、DV加害者更生教育プログラム～

青森市男女共同参画プラザ カダール研修室 青森市男女共同参画プラザ　カダール

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

11/7 ウィズコロナ時代の男の生き方～多彩なチャンネルを求めて～ 青森市男女共同参画プラザ カダール研修室 青森市男女共同参画プラザ　カダール

11/9 2020年度　青森公立大学公開講座【ねぶた学】 青森市男女共同参画プラザ AV多機能ホール 青森公立大学 地域連携センター

11/9～30 願いをかたちに～パープルリボン・フレンドシップキルト～ 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

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

11/12
幼保連携型認定こども園
すぎのこ幼稚園・第二すぎのこ幼稚園 合同おゆうぎ会

リンクステーションホール青森 学校法人 杉の子学園

11/13 パープルリボンキャンペーン アウガ正面出入口前 あおもり男女共同参画をすすめる会

11/13～15 青い風むんつけらの会手造り文化展（即売会） 協同組合タッケン美術展示館 青い風むんつけらの会

11/14 カラフルリボンイベント　～アウェアネスリボンの意味を知ろう～ 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

11/14
「女性に対する暴力をなくす運動」記念オンライン講演会
13歳、「私」をなくした私～性暴力と生きることのリアル～

青森市男女共同参画プラザ カダー
ル研修室

青森市男女共同参画プラザ　カダール

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

11/22 ピアノ発表会 青森市男女共同参画プラザ AV多機能ホール 高田音楽教室

11/22 青森ジュニアオーケストラ　第40回定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森ジュニアオーケストラ

11/23
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第129回コンサート
Ｆｌｕｔｅ Ｑｕａｒｔｅｔ 澄笛音（すてきね）

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

11/29
青森吹奏楽団
第38回　定期演奏会　ＢｒａｓｓＢｒａｖｏ ２０２０

リンクモア平安閣市民ホール 青森吹奏楽団

12/1～25
*13日は休館

階段ギャラリー
「コミュニケーションサロン　風の花　創作グループ作品展」

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/4 源内幼稚園おゆうぎ会 リンクステーションホール青森 認定こども園 源内幼稚園

12/8 お遊戯会 リンクステーションホール青森 認定こども園　青森中央学院大学附属第一幼稚園

12/11～13 第39回青森山田中学高等学校　三部展 協同組合タッケン美術展示館 青森山田高等学校

12/12
ワークショップ「１日だけのワークショップ」
～折り紙・編み物・こぎん刺し・フラワースタンプ・もみほぐし（午前のみ）

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/12 第37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

12/12
LGBTQをはじめとする性的マイノリティへの理解
「知ろう　語ろう（語らなくても大丈夫）　セクシュアリティのこと」

青森市男女共同参画プラザ カダー
ル研修室

青森市男女共同参画プラザ　カダール

12/19～20 第52回東郡児童美術展 協同組合タッケン美術展示館 東郡児童美術展実行委員会

12/27 第37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
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