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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

　ワ・ラッセ受験生応援企画！
　◇期間　2/1（月）～ 3/1２（金）　　◇場所　１Ｆエントランスホール

　菅原道真ねぶた展示
　学問の神様・菅原道真のねぶたを展示。１Ｆ総合案内で配布しているカレイ絵馬
　（道真の好物と言われるカレイを模した絵馬）で、合格祈願をすることもできます！

　ねぶたしおりプレゼント
　夏の眠気を流す行事として始まったとされるねぶた祭。眠気に勝って願いを成就できるよう、
　ねぶたしおりを１Ｆ総合案内にて配布いたします！

３月イベント情報

　第１０回全国小･中学生ねぶた下絵コンクール

入賞作品展
入賞作品 29 点を展示しています。小・中学生が描いたオリジナ
リティあふれる下絵をご覧ください。
　◇期間　3/31（水）まで
　◇場所　１Ｆエントランスホール
　　　　　　

応援してます♪

ねぶた師１４人全員で合作した “特別ねぶた” 「願いの灯～薬

師如来 ・ 玄奘三蔵と十二神将」 は、 現在ねぶたの家ワ ・ ラッ

セの有料コーナー 「ねぶたホール」

で展示中です。 WEB サイトでは

制作の様子や、 ねぶた師それぞれ

の下絵などを公開していますので、

そちらもご覧ください。

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

“特別ねぶた”絶賛展示中 !! 八甲田ウォークは開催中止です

　下絵コンクール最優秀賞下絵ねぶた完成除幕式
小学生部門の最優秀賞作品が中型ねぶたとして、中学生部門の
最優秀賞作品がミニねぶたとして制作され、お披露目されます。
ワ・ラッセの有料コーナー「ねぶたホール」内の制作倉庫では、小学生部門最優秀賞「絵馬に込めた願い」の
中型ねぶた制作作業が行われています。ねぶたミュージアムの営業中に制作していれば、その様子を見学する
こともできます。除幕式後はワ・ラッセに展示いたしますので、ぜひご覧ください。
　◇日時　3 月 31 日（水）　9:30 ～
　◇場所　２Ｆエントランスホール

青森市観光キャラクター　ねぶたん

令和３年３月３０日 ・ ３１日に開催予定の
「第３１回八甲田 “雪の回廊と温泉” ウォーク」
は、 新型コロナウイルスが依然として猛威を
振るう中、 参加者の健康と安全優先並びに
感染拡大防止の観点から開催を中止
いたします。
八甲田ウォークを楽しみにされていた
皆様に深くお詫びいたしますとともに、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上
げます。



■令和 3年 2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。

観光案内所や宿泊施設、 大会 ・ 学会等のコンベンショ

ン開催時に配布する青森市観光ガイドマップ 「いい旅あ

おもり」。 ２０１９年版を発行するにあたり、 広告協賛社を

募集しています。

「観光ガイドマップ 2 0 2 1」「観光ガイドマップ 2 0 2 1」 「食楽青森 2 0 2 1」「食楽青森 2 0 2 1」

広告掲載飲食店･ホテル募集！広告掲載飲食店･ホテル募集！広告協賛社募集中！広告協賛社募集中！

概 要

料 金

サ イ ズ／B3四折（仕上りB5）

発行部数／5万部

発行時期／令和３年４月下旬（予定）

広告サイズ／約120mm×約30mm

会　員　  5,500円

非会員　33,000円
※いずれも税込

毎年、 当協会で発行している飲食店ガイド

「食楽青森」 の広告掲載店を募集します。

観光案内所や宿泊施設、 大会 ・ 学会等の

コンベンション等で広く配布します。

観光案内所や宿泊施設、大会・学会等のコンベンショ

ン、 首都圏で行われるキャンペーン等で配布する青

森市観光ガイドマップ 「いい旅あおもり」。 ２０２１年版

を発行するにあたり、

広告協賛社を募集し

ています。

概 要

料 金

締 切

サ イ ズ／D2（仕上り27.3cm×20.3cm）

発行部数／20万部

発行時期／令和３年４月上旬（予定）

広告サイズ／50mm×70mm

広告掲載＋マップ上に社名（店名）表記

　協会会員　132,000円 

　非会員　　143,000円　※いずれも税込

3月８日(月)まで
※会員飲食店には後日ご案内

　 を郵送いたします。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

3/2 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

3/3～25
*14日は休館

階段ギャラリー「国際女性デーによせて」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

3/5～7 第48回雨声会書作展 協同組合タッケン美術展示館 雨声会

3/6
Girls be Ambitious！～アフリカで働いた経験から～
＝元JICA隊員と考える女性の生き方＝

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

3/7
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第131回コンサート
ヤンネ舘野 ヴァイオリンリサイタル

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」

3/7 ウインターフェスティバル ｉｎ モヤヒルズ モヤヒルズ 一般財団法人 青森市文化観光振興財団

3/9～14 青森市所蔵作品展示　～鈴木正治　「心なごむ」～ 協同組合タッケン美術展示館 一般財団法人 青森市文化観光振興財団

3/10
カダールカンファレンスコーナー学習会
「コロナ禍のモヤモヤを吐きだそう！」

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

3/12～14 創元会青森支部小品展 協同組合タッケン美術展示館 創元会青森支部

3/17～21 令和2年度第3回あおもり文化とアート展「檸檬の画家」小館善四郎展 協同組合タッケン美術展示館 一般財団法人 青森市文化観光振興財団

3/19～21 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

4/4～28
*11日は休館

階段ギャラリー「渡辺路子　けしごむはんこ展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

4/9～11 第53回東奥書道展 協同組合タッケン美術展示館 青森県書道連盟

4/16～18 第33回青森水彩会展 協同組合タッケン美術展示館 青森水彩会

4/16～18 チェルノブイリ・福島事故写真展 協同組合タッケン美術展示館 青森チェルノブイリ子ども支援ネット

4/16～18 第27回青森・草と木の会写真展 協同組合タッケン美術展示館 青森・草と木の会

4/16～18 第16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

4/22～25 第47回大日本書芸院青森地区連合書道展 協同組合タッケン美術展示館 大日本書芸院青森地区連合

4/24 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10：00～
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