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４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝）のGW期間中、様々なイベントを開催いたします。ぜひご来館ください！

青森ねぶた祭をはじめとする、青森の魅力を国内外に発信し、

観光 PRを行っていただく「ミスねぶたグランプリ」1名お

よび「ミスねぶた」2名を選出する「ミスねぶたコンテスト」

の参加者を募集しております。

２０１９ ミスねぶたの皆さん

エンジョイ♬太鼓体験（各回先着３０名）

期間：４月２９日（金・祝）～５月 5日（木・祝）
時間： ①１１：４０～１１：５５ 
             ②１５：４０～１５：５５ 
場所：１Fねぶたホール（有料ゾーン）

津軽三味線スペシャルライブ（入場無料・先着９０名）

期間：５月３日（火・祝）～５月 5日（木・祝）      時間： １３：４５～１４：３０     場所：２Fイベントホール
出演者：３日／渋谷 幸平さん   ４日／下山 昭義さん   ５日／津軽三味線日本一決定戦優勝者（※該当者がいた場合に開催）

ハネトンと遊ぼう！

期間：４月２９日（金・祝）～５月１日（日）
時間： １３：３０～
場所：ワ・ラッセ館内
内容：「ハネトン」がワ・ラッセに登場！
             一緒に写真を撮って遊ぼう！

日       時：2022 年 6月 4日（土）13：30～
会       場： ねぶたの家 ワ・ラッセ ２Fイベントホール
応募締切：2022 年 5月 20日（金）必着
応募方法：応募用紙を青森ねぶた祭HPからダウンロードし、必要事項をご記入の上、3か月以内に撮影した
                  顔写真と全身写真（L判）を貼付し、封書でお申し込みください。（郵送または持参）
応募資格：①青森県出身または青森県内在住で、2022 年 4月時点で満 18歳以上の未婚の女性
                    （ただし、高校生、他のミス任期中の方、ミスねぶた任期と重複する他のミスコンに応募してる方は除く）
                 ②「ミスねぶたグランプリ」、「ミスねぶた」として、2022 年 8月 1日～ 7日に開催される青森
                    ねぶた祭関連行事や、県内外で開催される各種観光宣伝行事に年 10回程度参加できる方
                    （平日の活動を含みます）

ワラッセ工房スペシャル（教材費３００円～）

期間：４月２９日（金・祝）～５月１日（日）
             ５月３日（火・祝）～５月５日（木・祝）
時間： ①１０：３０～１２：００ 
             ②１３：３０～１５：００ 
場所：１Fエントランスホール
内容：金魚ねぶたやぬりえうちわなどの製作体験

ねぶたクイズラリー（小・中学生限定）

日時：５月５日（木・祝）９：００～１９：００ 
場所：ねぶたミュージアム（有料ゾーン）
内容：クイズに答えてねぶたグッズを手に入れよう！
            （先着２００名）

２０２２  第４９回  ミスねぶたコンテスト  参加者募集中！２０２２  第４９回  ミスねぶたコンテスト  参加者募集中！

詳細は青森ねぶた祭オフィシャルサイト  h t t p s : / / www . n e b u t a . j p / をご覧ください。詳細は青森ねぶた祭オフィシャルサイト  h t t p s : / / www . n e b u t a . j p / をご覧ください。

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/

ワ・ラッセ GO!GO!ウィーク 2022

青森市観光キャラクター　ねぶたん



■令和 4年４月２２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

5/3～22
＊8日は休館日

階段ギャラリー 写真展「懐かしの青森写真展～昭和の青森市～第二弾」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/3～5 五感で学ぶ里山SDGｓ 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

5/4 モダンダンス・ウェーブ スタディパフォーマンス２０２２　Vol．５ ～ＮＥＸＴ ページへ～ リンクモア平安閣市民ホール モダンダンス・ウェーブ

5/13～15 青森県かな書展 協同組合タッケン美術展示館 青森県かな書道会

5/20 初夏茶の湯道具展 協同組合タッケン美術展示館 (株)オオタカ函館

5/20～22 第20回 鈴木義勝絵画教室展 協同組合タッケン美術展示館 鈴木義勝絵画教室

5/23 青森山田高等学校吹奏楽部 「フレッシュコンサート」 リンクモア平安閣市民ホール 青森山田中学高等学校

5/26・6/2 「男性の料理入門講座 ～おべんとう作り編～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/28～29 第52回 世界児童画展 青森県展 協同組合タッケン美術展示館 公益財団法人 美育文化協会

6/2 明るいプチ農業～家庭菜園から青森での生き方・働き方を考える～ 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」

6/2～6/29
＊12日は休館日

階段ギャラリー 大川伴子写真展「Ｐｉｎｋ＆Ｙｅｌｌｏｗ」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/3～5 命輝くキルト展 花のパッチワークキルト 協同組合タッケン美術展示館 幸せパッチワークキルト

6/5 「ベビーアロママッサージ ママパパ＆ベビーのタッチでなかよし」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/8～10 五感で学ぶ里山SDGｓ 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

6/17～19 石田むつ子油彩画展 協同組合タッケン美術展示館 石田むつ子

6/17～19 第11回 青森光風会展 協同組合タッケン美術展示館 青森光風会

6/23
カダール映画の日 2022 vol.2
『ベアテの贈りもの』 『パパ、ママをぶたないで！』無料上映会

男女共同参画プラザ「カダール」
AV多機能ホール

男女共同参画プラザ「カダール」

6/24～26 透明水彩あおもり会展 協同組合タッケン美術展示館 透明水彩あおもり会

6/24～26 第50回 青奎会 協同組合タッケン美術展示館 青奎会

6/29・7/6 「畳のヘリとメッシュで作る夏バック」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/30～7/3 第7回 美術会りんどう絵画展 協同組合タッケン美術展示館 美術会りんどう
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青森市 ゴールデンウィークイベント情報！ 青森市 ゴールデンウィークイベント情報！ 

期間：開催中～５月１日（日）
会場：合浦公園・野木和公園

期間：５月１日（日）～８日（日）
会場：青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

露店が設置されますが、会場内の飲食は禁止、
テイクアウトのみです。ボンボリの設置は
ございますが、夜間の点灯は行いません。
【問合せ】パークメンテ青い森グループ
                   ☎ ０１７－７４１ー６６３４

【問合せ】青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
                   ☎ ０１７－７３５ー８１５０

青森春まつり 八甲田丸ゴールデンウィークイベント

期間中八甲田丸船上に鯉のぼりを掲揚します。
５月３日・４日は元機関長による特別解説。
５月３～５日までは鉄道模型ショーを開催！

開催日：５月５日（木）
会    場：ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場
                 新町キューブ、柳町通り

【問合せ】青森商工会議所（事務局）
                   ☎ ０１７－７３４ー１３１１

第１５回 AOMORI 春フェスティバル
                           【代替イベント】

ワ・ラッセ西の広場で中型ねぶた展示とよさこい演舞！
その他会場でもストリートミュージックイベントや
ねぶたシンポジウム等のイベントが盛りだくさん！

開催日：５月３日（火）～４日（水）
会    場 ：リンクステーションホール青森

【問合せ】一般財団法人
                   青森市文化観光振興財団
                   ☎ ０１７－７７３ー７３０４

第１６回 津軽三味線日本一決定戦

全国の津軽三味線奏者が腕を競い合い、
津軽三味線の日本一を決定いたします。


