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観光コンベンションニュース
青森市観光キャラクター ねぶたん

１２月イベント情報
ねぶたの家ワ・ラッセは、１２月３１日
（金）
・１月１日
（土・祝）全館休館いたします。１月２日
（日）
より通常営業を再開
し、１月１０日
（月・祝）
までお正月イベントを開催いたします。ぜひご来館ください。

やさしいねぶた学 開催【参加費無料】
ワ・ラッセ館内に展示中のねぶたについて、制作者ご本人からねぶた制作時
のエピソードなどを聞けるねぶたファン必見のイベント
「やさしいねぶた学」
を１２月も開催いたします。今回は竹浪比呂央氏を講師としてお招きします。
ぜひご参加ください。

「 雪の瓦罐寺 」 制作：竹浪 比呂央 氏

■ 日 時：１２月５日（日）１３：４５〜１４：４５ （受付 １３：１５〜） ■ 講 師：竹浪 比呂央 氏
■ 場 所：ねぶたの家 ワ・ラッセ １F 交流学習室１

■ 定 員：３０名（当日受付の先着順）

ワ・ラッセ クリスマスツリー展示

ワ・ラッセサンタがやってくる！

ワ・ラッセオリジナルクリスマスツリー
を展示いたします。

ワ・ラッセサンタが館内に登場！サンタからの
プレゼントもあります！

■ 期 間：１２月６日（月）〜

■ 日 時：１２月２５日（土）
①１０：００〜１０：３０
②１３：３０〜１４：００
■ 場 所：ワ・ラッセ館内

１２月２５日（土）
■ 場 所：１F エントランスホール

第１１回 全国小・中学生ねぶた下絵コンクール 表彰式＆入賞作品展
第１１回 全国小・中学生ねぶた下絵コンクールの表彰式と入賞作品の展示を行います。
全国の小・中学生のオリジナリティあふれる作品をぜひご覧ください。
【表彰式】
１２月１８日（土） １３：３０〜 ２F イベントホール
【入賞作品展】１２月１８日（土）〜 ３月３１日（木）１F エントランスホール 昨年の中学生部門
最優秀賞

ねぶた面づくり教室 参加申し込み受付中
ねぶた師・内山龍星氏を講師にむかえ、ねぶた面づくり教室を開催します。定員になり次第募集終了となりますので、
参加ご希望の方はお早めにワ・ラッセ（☎ 017-752-1311）
までお申し込みください。
■ 開 催 日 時：１月９日（日）・１０日（月・祝） １０：００〜１５：００
■ 対 象：小学４年生〜高校３年生 ■ 定 員：２０名 ■ 教 材 費： １,５００円
■ 申 込 期 間：１１月２７日（土）〜１２月１９日（日）
※定員に達しない場合、１２月２０日（月）から大人の参加者を募集します。

毎日開催♪ねぶた囃子実演＆ハネト体験 !!

冬もワ・ラッセに
遊びに来てね‼

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）
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/

雪だ！灯りだ！芸術だ！

あおもり冬のワンダーランド 開催！

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」の開会式が１１月２６日
（金）に行
われ、
あおもり駅前ビーチ周辺に設置された「雪だるま〜る」に灯りが灯されました。今年は「北海道・北東北の縄
文遺跡群」世界遺産登録を記念し、縄文風のデザイン装飾等が施されています。１２月に開催される連携イベン
トもございますので、ぜひお越しになって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
期 間：１１月２６日（金）〜２月６日（日）
時 間：１６：００〜２１：００
場 所：あおもり駅前ビーチ、A‐FACTORY、
ねぶたの家ワ・ラッセ、JR 青森駅前

ねぶたの技法による市民創作の
和紙オブジェ
「雪だるま〜る」のほ
か、
「縄文風 雪だるま〜る」が青森
ベイエリアをあたたかい光で照ら
します。

＊あおもり冬のワンダーランド フォトコンテスト

応 募 期 間：１１月２６日（金）〜２月６日（日）

「＃（ハッシュタグ）あおもり冬のワンダーランドフォトコン」をつけて撮影した写真を「Instagram(インスタグラム）」に投稿し
て賞品ゲットを目指そう！詳細はインスタアプリ内で「a̲w̲w̲oﬃcial」
と検索して注意事項を確認し、投稿してください。

１２月連携イベント
＊CHRISTMAS MARKET in アスパム２０２１ ＊八甲田丸カウントダウン２０２２
会場に約１０ｍの巨大クリスマスツリーを設置し、
ドイツ料理や、

ニューイヤー花火の打上と抽選会を開催します。

青森県産食材を使ったクリスマスフードを販売します。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によりイベント
内容の変更や、入場制限をさせていただく場合があります。

期 間：１２月１７日（金）〜１２月２５日（土）
時 間：【平日】１６：００〜２０：３０
【土日】１１：００〜２０：３０
場 所：青森県観光物産館アスパム
問 合：青森県観光物産館アスパム
☎０１７−７３５−５３１１

期 間：１２月３１日（金）〜１月１日（土・祝）
時 間：２３：５５〜２４：２５
場 所：八甲田丸船外
問 合：青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
☎０１７−７３５−８１５０

その他連携イベント等については「あおもり案内名人」 https://www.atca.info/ 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

12/2

歳末 茶の湯道具展

12/4～11

アコールロビー展 「宮腰 菜津子 ロビー展 光るこぎん」

12/9

「紙屋悦子の青春」 無料上映会

12/11

第38回 青森市私立幼稚園絵画展

12/16～19

今井理桂作陶展

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：00～ 協同組合タッケン美術展示館

㈱オオタカ函館

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

①10：00～ 男女共同参画プラザ「カダール」
②13：30～ AV多機能ホール
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館
初日13：00～
協同組合タッケン美術展示館
10：00～

男女共同参画プラザ「カダール」
青森市私立幼稚園協会
今井理桂

12/18

第5回 青森市武術太極拳交流会

14：00～ リンクモア平安閣市民ホール

青森市武術太極拳連盟

12/18～19

第53回 東郡児童美術展

10：00～ 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

12/23

どうして抜け出せない？女性と子どもをとりまく貧困
～新型コロナウイルス下のひとり親家庭に関する実態調査から～

13：30～ 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」

12/25

ローズプリンセスパレエスクール 5周年記念発表会『Swan Lake』

14：00～ リンクモア平安閣市民ホール

1/6～1/27
階段ギャラリー 写真展「澤田教一・サタのあゆみ」
＊9日は休館日
カダールフェスタ オープニング 『サエラ』 コンサート
1/22
～ありのまま素直に歩いていこうじゃないか～
1/22～23
第31回 日専連全国児童版画コンクール 青森地区選展覧会

9：00～ 働く女性の家アコール
男女共同参画プラザ「カダール」
AV多機能ホール
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館
13：30～

①10：00～ 男女共同参画プラザ「カダール」
②13：30～ AV多機能ホール

ローズプリンセスバレエスクール
働く女性の家アコール
男女共同参画プラザ「カダール」
協同組合 日専連青森

1/24

カダール映画の日 『グリーンブック』 無料上映会

男女共同参画プラザ「カダール」

1/26～27

「プチマルシェ」

10：00～ アウガ１F 駅前スクエア

男女共同参画プラザ「カダール」

1/27

カダールdeシネマ 『エデンより彼方へ』 無料上映＆シネマカフェ

男女共同参画プラザ「カダール」
13：00～
AV多機能ホール・研修室

男女共同参画プラザ「カダール」

1/29

イクボス講座 「イクボスが次世代の理想の上司になる時代」

18：00～ 男女共同参画プラザ「カダール」

働く女性の家アコール

1/29～30

青森市小・中学校児童生徒美術展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森市小学校教育研究会図画工作科研究会
青森市中学校教育研究会美術部会

■令和３年１１月２４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。

