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※青森ねぶた祭は、新型コロナウイルス感染症対策として
ねぶたの運行方法、国道沿い歩道での観覧方法などの変更
して安全安心な祭りを目指しています。祭りの観覧に際し、
皆さまにも発声時のマスクの着用や、飲食時の黙食など
感染症対策へのご協力をお願いいたします。
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●子供ねぶた・大型ねぶたの運行
     時間／１９：００～２１：２０   会場／青森市中心部

２日：子供ねぶた・担ぎねぶた       ５台
             大型ねぶた                            １１台
３日：子供ねぶた        ４台
             大型ねぶた                            １１台

●大型ねぶたの運行
     時間／１８：５０～２１：２０   会場／青森市中心部

４日：大型ねぶた    １３台・出世大太鼓

５日：大型ねぶた    １７台・出世大太鼓

６日：大型ねぶた    １７台

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/

８月イベント情報

期間：８月１１日（木）～８月２１日（日）
場所：ねぶたホール内 交流学習室３

新しいねぶた
見に来てね‼

もうすぐ本番！  令和 4 年  青森ねぶた祭  開催情報！もうすぐ本番！  令和 4 年  青森ねぶた祭  開催情報！

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。

青森市観光キャラクター　ねぶたん

８月２日（火）・３日（水）

８月４日（木）～６日（土）

●大型ねぶたの運行
     時間／１３：００～１５：００   会場／青森市中心部

●第６８回 青森花火大会・ねぶた海上運行
     時間／１９：１５～２０：４５   会場／青森港
     ※荒天時は翌８日に延期（延期・中止決定時刻１５時）

大型ねぶた    １３台（予定）

８月７日（日）

花王ビオレガード「泡で出る消毒液」
ご寄贈いただきました

花王ビオレガード「泡で出る消毒液」
ご寄贈いただきました

７月１９日（火）に花王グループカスタマーマーケティング株式会社様より、
花王ビオレガード「泡で出る消毒液」をご寄贈いただきました。
いただいた消毒液は青森ねぶた祭期間中、有料観覧席出入り口や仮設トイレ、
事前登録ハネト受付所等に設置し、新型コロナウイルス感染症対策に活用さ
せていただきます。

第１２回 全国小・中学生 ねぶた下絵コンクール

休館日のお知らせと新作ねぶたの展示について

ワ・ラッセお盆企画 「闇と灯り展」

募集期間：８月２２日（月） ～１１月１３日（日）

展示ねぶたの入れ替えのため、８月９日（火）・１０日（水）は休館日となります。そして、８月１１日（木・祝）より
今年制作された大型ねぶたの展示が開始されます！ぜひご覧ください。

ねぶたの入れ替えにより展示が終了する大型ねぶたの一部を
暗闇の中で展示する「闇と灯り展」を開催いたします。

全国の小・中学生を対象にオリジナルねぶた下絵を募集する第１２回全国小・中学生ねぶた下絵コンクールの作品募集が
始まります。最優秀賞を受賞した作品は、現役ねぶた師監修のもと中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。
ご応募お持ちしております。

詳細はねぶたの家 ワ・ラッセ　青森市安方 1-1-1　☎ 017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/



■令和４年７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

8/2～28
＊14日は休館日

階段ギャラリー スマイルライフサークル展「夏はエコクラフトでレーシー編み」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

8/20 夏の茶の湯道具展 協同組合タッケン美術展示館 ㈱オオタカ函館

8/20～21 わんにゃんパークin青森 青森産業会館 ㈱ブロニア

8/23・30 洋裁サークル体験 「レッツトライ！Tシャツをつくってみよう」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

8/26～28 軽まつり 青森産業会館 ㈱サンライズモータース

8/26～28 第68回 青森平和美術展 協同組合タッケン美術展示館 青森美術会

8/31 カダール映画の日2022 Vol.3 「活きる」
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」

9/1～29
＊11日は休館日

階段ギャラリー 油絵「二瓶倫尚 回顧展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/2～4 第26回 ニッコールクラブ青森支部写真展 協同組合タッケン美術展示館 ニッコールクラブ青森支部

9/9～11 第16回 デジタルフォト青森写真展 協同組合タッケン美術展示館 デジタルフォト青森

9/9～11 版画展「版画を楽しむ仲間たち」 協同組合タッケン美術展示館 版画を楽しむ仲間たち実行委員会

9/9～11 一東書道会青森支部展 協同組合タッケン美術展示館 一東書道会

9/10～11 2022角弘あたたかグランドフェア 青森産業会館 ㈱角弘

9/16～18 透明水彩研究グループ絵画展 協同組合タッケン美術展示館 透明水彩研究グループ

9/17～18 ENEOSグローブエナジーグループ　秋の感謝祭2022 青森産業会館 ENEOSグローブエナジー㈱青森支店

9/17・18 アコールフェスタ2022～アコールは50周年～原点回帰 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/18 親子簡単クッキング教室 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/23 講師デビュー応援講座「お茶会が楽しくなるトゥグントゥグン韓国語講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/23～25 第7回 県本部写真サロン展 協同組合タッケン美術展示館 全日本写真連盟青森県本部

9/30～10/2 布あそび 布美花作品展 協同組合タッケン美術展示館 小山富美子
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ねぶた・ハネト・囃子方・バケト・海上運行・花火大会など、
２０２２年青森ねぶた祭に関するあらゆるものをテーマにし
た作品を募集します。ご応募お待ちしております。

期　間：７月２３日～８月２０日 毎週土曜日（全 5回）
会　場：ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場
時　間：ラヂヲ体操 ６：３０～６：４５
　　　　朝マルシェ ６：３０～７：３０ ※マルシェは商品が無くなり次第終了
問合せ：ねぶたの家ワ・ラッセ　☎ 017-752-1311

応募方法：必要事項を記入した応募票を写真の裏に張り付け、
        郵送またはご持参ください。
サ  イ  ズ：四切サイズ（A４ワイド可）、または A４サイズカラー
        プリントで単写真とします。
応募締切：８月２９日（月）必着
問合せ先：青森観光コンベンション協会 ☎０１７－７２３－７２１１

ウォーターフロントの夏の風物詩『ラヂヲ体操＆朝マルシェ』を今年も
開催しています。参加者には特典付きのラヂヲ体操カードを配布。
８月１３日は青森山田中学校吹奏楽部とグランドピアノの生演奏での
ゴージャスなラジヲ体操を開催！（荒天の場合は吹奏楽は中止、グラン
ドピアノ生演奏を８月２０日に開催）

２０１９推薦作品「武者激突」小笠原 敦（青森市）

昨年のラヂヲ体操と朝マルシェの様子

ウォーターフロントモーニングプロジェクト ラヂヲ体操＆朝マルシェ今年も開催！今年も開催！

青森ねぶた祭写真コンテスト  応募作品募集青森ねぶた祭写真コンテスト  応募作品募集






