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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/

９月イベント情報
青森市観光キャラクター　ねぶたん

  

募集内容：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。

募集期間：８月２３日（月）～１１月１４日（日）必着

視聴方法：青森ケーブルテレビ
                      YouTube ライブ
       青森ねぶた祭オフィシャルサイト

日      時：８月２７日（金）
                   １８：００～２０：００
                    

※詳しくはワ・ラッセ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。

第１０回 最優秀作品 【小学生部門】
「絵馬に込めた願い」 横山 文音さん （受賞当時 小学５年生）

第１０回 最優秀作品 【中学生部門】
「豊漁祈願『浜の神 鮫浦太郎』」 中村 康介さん （受賞当時 中学２年生）

新作ねぶたが展示されます！！

「心に灯せ ねぶた魂」 大型ねぶた映像ライブ配信のお知らせ

第１１回 全国小・中学生ねぶた下絵コンクール作品募集中！

毎日開催♪ねぶた囃子実演＆ハネト体験 !!

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）

新しいねぶた
見に来てね‼

２年ぶりにねぶたの入れ替えが行われ、９月１日より今年制作された大型ねぶた４台とクラウドファンディングで制作
された特別ねぶたの計５台が展示されます。ぜひワ・ラッセにお越しになってご覧ください。

※コロナ感染対策により会場を封鎖し、無観客での実施となりますので、現地での観覧はできません。

詳しくは青森ねぶた祭オフィシャルサイト https://www.nebuta.jp/ をご覧ください

コロナ禍により中止となった令和３年度青森ねぶた祭の代替事業として、今年制作された大型ねぶた９台と昨年のねぶ
た師支援クラウドファンディングで制作された特別ねぶた１台を、青森ケーブルテレビ市民チャンネル生中継ならび、ラ
イブ配信によりお披露目いたします。当日のライブ配信映像は、期間限定でYouTubeにて視聴できるようになります。
来年の祭りへの想いを込めた大型ねぶたの映像配信をぜひご視聴ください。

全国の小・中学生の皆さまを対象に、オリジナルのねぶた下絵を大募集！
入賞した作品はワ・ラッセで展示されるほか、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
た師監修のもと、中型ねぶた（幅４.２m/高さ２m/奥行２m）とミニねぶた(幅２.３m/高さ１.６m/奥行１.５m)に仕
上げます。完成した中型ねぶたはワ・ラッセエントランスホールに１年間展示し、ミニねぶたは館内展示の他、イベント
等へ貸出され、青森ねぶた祭をＰＲします。



■令和３年８月２３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。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

9/1～28
*12日は休館

階段ギャラリー 「アコールフェスタ作品展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/3
連続講座 女性限定プチ女性起業塾2021 ③「SNSを味方につける」
④「それぞれの第一歩」

男女共同参画プラザ「カダール」研修室 男女共同参画プラザ「カダール」

9/3～5 第8回版画展 「版画を楽しむ仲間たち」 協同組合タッケン美術館 版画を楽しむ仲間たち実行委員会

9/3～5 一東書道会 青森支局展 協同組合タッケン美術館 一東書道会

9/10～12 第15回 デジタルフォト青森写真展 協同組合タッケン美術館 デジタルフォト青森

9/10～12 第42回 高文連書道部 東青・下北地区書道展 協同組合タッケン美術館 青森県高等学校文化連盟書道部

9/10～12 田村進 彫刻展 協同組合タッケン美術館 田村進

9/11～12 第29回 桃葉会書展 協同組合タッケン美術館 桃葉会

9/12 第15回 間宮歌謡グループ歌の祭典 リンクモア平安閣市民ホール 間宮歌謡グループ

9/15 「アコールフェスタ1日だけチャリティ販売」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/16 青森山田高等学校吹奏楽部「SMILE大作戦!!」 リンクモア平安閣市民ホール 青森山田中学高等学校

9/17～19 第20回 青森の子どもたちに核燃・原発はイルカ展 協同組合タッケン美術館 「原発はイルカ展」実行委員会

9/17～19 素人デジカメ写真展 協同組合タッケン美術館 素人デジカメ写真の会

9/18 青森市民交響楽団 室内演奏会 リンクステーションホール青森 一般社団法人 青森市文化観光振興財団

9/24～26 第6回 青森県写真サロン展 協同組合タッケン美術館 全日本写真連盟青森県本部

9/30
どうして抜け出せない？女性と子供をとりまく貧困
～新型コロナウィルス下のひとり親家庭に関する実態調査から～

男女共同参画プラザ「カダール」研修室 男女共同参画プラザ「カダール」

9/26 令和3年度 第57回青森市民文化祭 民謡・マジック合同公演 リンクモア平安閣市民ホール 青森市民文化祭実行委員会

10/1～3 第26回 青森・草と木の会 写真展 協同組合タッケン美術館 青森・草と木の会

10/1～3 透明水彩研究グループ絵画展 協同組合タッケン美術館 透明水彩研究グループ

10/2～28
*10日は休館

階段ギャラリー 「わたしたちエコクラフト楽しんでいます！」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/3 令和3年度 第57回青森市民文化祭 能楽・邦楽二部門合同公演 リンクモア平安閣市民ホール 青森市民文化祭実行委員会

10/8～10
令和3年度 第42回青森県高等学校総合文化祭
〈東青・下北地区〉書道部門

協同組合タッケン美術館 青森県高等学校文化連盟書道部

10/9 令和3年度 第57回青森市民文化祭 音楽コンサート リンクモア平安閣市民ホール 青森市民文化祭実行委員会

10/10 令和3年度 第57回青森市民文化祭 大正琴 リンクモア平安閣市民ホール 青森市民文化祭実行委員会

10/15～17
令和3年度 第57回青森市民文化祭 展示部門（前期）
（写真・人形・その他・魚拓・こぎん刺し・水墨画・版画・洋画）

協同組合タッケン美術館 青森市民文化祭実行委員会

10/22～24
令和3年度 第57回青森市民文化祭 展示部門（後期）
（服飾・文芸色紙・ちぎり絵・華道・書道）

協同組合タッケン美術館 青森市民文化祭実行委員会

10/22～11/1 青森戸山高校美術科有志展「そのごの美術科５」 協同組合タッケン美術館 青森戸山高校一期生の会

10/23 LGBTQについて考えよう 映画「カランコエの花」をみて
男女共同参画プラザ「カダール」
AV多機能ホール/研修室

男女共同参画プラザ「カダール」

10/24
男の生き方塾企画委員プロデュース「〇〇再発見」Part1/自分・地
域再発見「人生の主人公はあなた！100年ライフを楽しむ方法」

男女共同参画プラザ「カダール」研修室 男女共同参画プラザ「カダール」

10/29～31 さつき秋季展示会 協同組合タッケン美術館 青森さつき盆遊会

10/29～31 五感で学ぶ里山SDGｓ 協同組合タッケン美術館 NPO法人おどろ木ネットワーク

10/29～31 第43回 創元会青森支部展 協同組合タッケン美術館 創元会青森支部

10/30～31 令和3年度 第57回青森市民文化祭 青森市中学校文化連盟演劇発表会 リンクステーションホール青森 青森市民文化祭実行委員会
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あおもりアスパム灯台ポスト設置中！
青森港北防波堤灯台（通称アスパム灯台）正面に郵便ポストが設置されました。この
ポストに投函された郵便物には、ここだけの特別な消印が押されます。またオリジナ
ルのポストカードを八甲田丸やアスパムなど中心市街地の各所で配布しています。

設置期間・・・・・・・７月２２日（木）～１１月３０日（火）
投函可能時間・・・９：００～２０：００
問合せ先・・・・・・・特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ
                                    ☎０１７ー７３５ー８１５０（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸内）


