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ねぶた師支援クラウドファンディング企画として、 ねぶた師１４人全員で

合作する “特別ねぶた” が１２月中旬に完成する予定となっており、

そのお披露目が１２月２３日 ( 水 ) に決定いたしました。

第５代ねぶた名人・千葉作龍先生の 「玄奘三蔵」、 第６代ねぶた名人・

北村隆先生の 「薬師如来」 を中央に配置、 その周りを１２人のねぶた

師の先生方が制作する十二神将で取り囲み、 ３６０度どこから見ても楽し

めるねぶたとなっています。

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２３日から翌８月上旬まで、 ねぶたの家ワ ・ ラッセの有料コーナー

「ねぶたホール」 で展示されます。

その他連携イベントもたくさんあります。詳細はHP「あおもり案内名人」をご覧ください！

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 ！

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 12 月 11 日

から 2 月 7 日まで開催いたします。開会式はアスパム西側駐車場で 12 月 11 日（金）17:45 ～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
12/11（金）～ 2/7（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。

駅前公園ではイルミネー

ションも輝きます。

✿あおもり雪灯りまつり
1/29（金）～ 1/31（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4３回青森冬まつり
2/6（土）～ 2/7（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
2/6（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！

　　　　　　　　　　　白熱する試合に会場も

　　　　　　　　　　　大盛り上がり !!

　　　　　　　　　　　フィナーレでは冬の夜空

　　　　　　　　　　　に花火が打ち上がります。

クラウドファンディング企画“特別ねぶた”初お目見え !!クラウドファンディング企画“特別ねぶた”初お目見え !!

✿フォトコンテスト < 応募期間 >12/11（金）～ 2/7（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

賞品ゲットを目指そう！アプリ内で「a_w_w_official」と検索し、投稿してください。

青森ねぶた祭 HP 内 “特別ねぶた” 制作プロジェクトページ　https://www.nebuta.jp/tokubetsunebuta.html

https://www.atca.info/
https://www.nebuta.jp/tokubetsunebuta.html


■令和 2年 11 月 20 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。

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エントラン
スホールに展示します。
　◇期間／１２月７日（月）～１２月２５日（金）

   第１０回全国小 ・ 中学生

　　　　　　　　ねぶた下絵コンクール表彰式
　◇日時／ 1２月１９日（土）　１３：３０～
　◇会場／２Ｆイベントホール

　　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１９日（土）～３月３１日（水）　　　
　◇会場／１Ｆエントランスホール

　　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２０日（日）
　　　　　①１０：００～１０：３０
　　　　　②１３：３０～１４：００

　

　　企画展～ “特別ねぶた” 下絵展～
ねぶた師支援クラウドファンディング企画により実現
した、ねぶた師 14 名全員での合作“特別ねぶた”。
12 月 23 日にお披露目される“特別ねぶた”の下絵
を展示する企画展を開催します。
　◇期間／１２月２３日（水）～１月１１日（月･祝）
　◇会場／ねぶたホール（有料コーナー）

12/31 （木）、1/1 （金 ・祝）は

全館休館いたします。

お楽しみに !!

　　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。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

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

12/6 ダンボールコスプレの祭典　ダンボリアン3 青森県観光物産館アスパム ダンボリアン実行委員会

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

12/10 音楽祭 リンクステーションホール青森 認定こども園あすなろ幼稚園

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
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

12/13 ミュージックフェスタ リンクモア平安閣市民ホール いしえこども園

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 朗読劇　人間失格【無名塾】 リンクモア平安閣市民ホール 青森演劇鑑賞協会

12/19 認定こども園ひのき　お遊戯会 リンクステーションホール青森 認定こども園ひのき

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

12/20 認定こども園東奥幼稚園　はっぴょうかい リンクステーションホール青森 認定こども園東奥幼稚園

12/31～1/1 八甲田丸カウントダウン2021 八甲田丸船外 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

1/4～30
*10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

1/9～11 八甲田丸ファン感謝デー 八甲田丸2F多目的ホールなど 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

1/23 カダールフェスタ　オープニングイベント　映画「RBG　最強の85才」上映会 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

1/25 カダールフェスタ　終活アドバイザーに聞く～ひとり老後を楽しく生きるヒント～ 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

1/28 カダールフェスタ　映画「グリーンブック」上映会 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

1/28～30 第16回全国高等学校カーリング選手権大会 みちぎんドリームスタジアム 全国高等学校カーリング選手権大会実行委員会

1/30 第12回みなみと甲田のワンダーランド　～みんながＨＥＲＯ☆～ リンクステーションホール青森 社会福祉法人 南福祉会　あおもりみなみこども園
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