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観光コンベンションニュース
ねぶた師１４名での合作 “特別ねぶた” 展示中！
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
作した “特別ねぶた” が完成し、１２月２３日 ( 水 ) にお披露目セレモニー
を開催いたしました。
青森観光コンベンション協会 ・ 奈良会長、 青森商工会議所 ・ 若井会頭、
ねぶた名人の千葉作龍さん ・ 北村隆さんにより点灯されると、 会場から
は拍手が沸き起こり、 来場した方々は１４体のねぶたに見入っていました。
灯りの入った１４体のねぶたは色鮮やかで迫力があり、 ３６０°どの角度か
ら見てもお楽しみいただけます。
特別ねぶた 「願いの灯～薬師如来 ・ 玄奘三蔵と十二神将」 は２０２１年
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。
ぜひご来館いただき、 完成した特別ねぶたをゆっくりとご観覧ください。
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
青森市観光キャラクター ねぶたん

１月イベント情報
ねぶたの家ワ・ラッセは、１２月３１日 ( 木 )･１月１日 ( 金･祝 ) は休館日となっており、新年１月２日
（土）より通常営業いたします。１月５日 ( 火 ) で 10 周年を迎えるワ・ラッセへ、ぜひご来館ください !!

ワ・ラッセ開館 10 周年記念イベント ◆1/2( 土 ) ～ 1/11( 月･祝 ) ◆
新春ワ・ラッセ振る舞い
１／２（土）９：００～
先着１００名に記念どら焼きをプレゼント！

下山昭義 三味線ライブ
1 ／２（土）
【入場無料】
地域芸能ライブ

１３：４５～１４：４５
◇場所 ２Ｆイベントホール
※先着９０名

開館 10 周年記念セレモニー
1 ／５（火）９：１５～
祝 10 周年♪
◇場所 １Ｆエントランス
※セレモニー終了後、
先着１００名に
記念シュークリームをプレゼント！

ねぶた師合作による“特別ねぶた”下絵展
１２／２３（水）～１／１１（月・祝）
◇場所 ねぶたホール（有料コーナー）

【ふるさとショップアイモリー】
税込 1,000 円以上お買い上げのお客様にプレゼント。
①１／２（土）～６（水）５日間限定
コカ・コーラ「青森デザインボトル」
②１／７（木）～１１（月・祝）５日間限定
竹浪比呂央オリジナル「クリアファイル」
※１会計につき１つ、毎日先着５０名

【魚っ喰いの田】
１０周年記念メニューが登場。
①干しエビ入り自家製食べるラー油が香ばしい
「煮干しまぜそば」８８０円
②「背脂にんにく味噌つけ麺」８８０円
③「濃厚煮干し醤油つけ麺」８８０円

ミュージアム入場者にもれなく「ねぶたノベルティ」プレゼント！
✿✿✿

第１０回全国小･中学生ねぶた下絵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 １２／１９（土）～３／３１（水）
◇場所 １Ｆエントランスホール
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1
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http://www.nebuta.jp/warasse

雪だ！灯りだ！芸術だ！

開催中♪

これから
開催♪

あおもり冬のワンダーランド 開催中 !!

✿あおもり灯りと紙のページェント
✿駅前公園イルミネーション
✿あおもり雪灯りまつり
✿第 4３回青森冬まつり
✿ザ ・ もつけ祭り＆冬花火

16:00 ～ 21:00【A-FACTORY ～駅前公園周辺】
16:00 ～ 21:00【駅前公園周辺】

1/29（金）～ 1/31（日） 17:00 ～ 21:00【ワ・ラッセ西の広場】
2/6（土）～ 2/7（日） 9:00 ～ 15:00【青い海公園】
2/6（土） 17:30 ～ 19:00【ワ・ラッセ西の広場】

✿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。

その他イベントや詳細については、 ホームページ 「あおもり案内名人」 をご覧ください！

※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。

イベント情報
開催日

イベント名

12/31～1/1 八甲田丸カウントダウン2021
1/4～30
階段ギャラリー
*10日は休館 「なごみの会・楽絵の会 新春絵手紙展」
1/9～11

八甲田丸ファン感謝デー

1/10

令和２年度 青森市成人式

1/10

あぴピアノ教室 ピアノ発表会

1/16

第42回 ＮＨＫ東北民謡コンクール 青森県大会

1/16

日本原燃心のふれあいコンサート

開始時間

会場

23：20～ 八甲田丸船外
9：00～ 働く女性の家アコール
10：00～ 八甲田丸2F多目的ホールなど
午前の部10：30～
リンクステーションホール青森
午後の部13：30～
14：30～ リンクモア平安閣市民ホール
予選会11：30～
リンクモア平安閣市民ホール
県大会17：30～
15：00～ リンクステーションホール青森

主催・問い合わせ
青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
働く女性の家アコール
青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
青森市教育委員会事務局
文化学習活動推進課青少年チーム
あぴピアノ教室
ＮＨＫ青森放送局
日本原燃コンサート事務局（広報部内）

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

開場13：00～
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
開始13：30～

1/25

カダールフェスタ 終活よもやま話～ひとり老後を楽しく生きるヒント～

13：30～ 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

13：00～ 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

1/30

第12回みなみと甲田のワンダーランド ～みんながＨＥＲＯ☆～

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第129回コンサート
1/31
黒川 浩 ピアノリサイタル
2/2～25
階段ギャラリー
*14日は休館 食生活アドバイザーがおくる「東川桃篁書画展」

- 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

9：20～ 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

14：00～ 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」

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

2/6

イラッ ムカッ カチン どうしてる？今からできる怒りの対処術

2/6～8

令和2年度第33回棟方志功賞版画展

2/11

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第130回コンサート
小渡 恵理子 ソプラノリサイタル

14：00～ 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」

2/12～14

緑の恵み展２０２０

10：00～ 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

2/20

主催講座「パパとあそぼ！段ボール箱でオモチャを作ろう＆笑っている
父親を増やそう講座（仮題）」

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

13：00～ 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
10：00～
協同組合タッケン美術展示館
初日12：00～

一般財団法人青森市文化観光振興財団

■令和 2 年 12 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。

