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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・ラッセからのお知らせ

青森市観光キャラクター　ねぶたん

  

令和４年度青森ねぶた祭 終了御礼
3 年ぶりの開催となった青森ねぶた祭は、新型コロナウイルス
感染症対策として、ねぶたの運行方法や国道での観覧方法など、
様々な変更点がございましたが、皆さまのご協力により無事
終了することができました。
今後も祭関係者一丸となり、より良い祭を目指し一生懸命取り
組んでまいりますので、ご支援ご協力を賜りますようよろしく
お願いいたします。

最終日の花火大会と海上運行の様子

新たな展示ねぶたの紹介

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‼

大型ねぶたの入れ替えを行い、令和４年度青森ねぶた祭の審査によって選出されたねぶた大賞・市長賞・商工会議所
会頭賞のねぶたと系譜伝承枠のねぶたの計４台を展示しています。ぜひご覧ください。

「 龍王 」
青森菱友会  制作 : 竹浪 比呂央

「 琉球開闢神話 」
あおもり市民ねぶた実行委員会  制作 : 北村 麻子

「 鍾馗 」
に組・日本風力開発グループ  制作 : 北村 隆

「 田村磨 悪鬼高丸を滅す」
東北電力ねぶた愛好会  制作 : 京野 和鴻

ねぶた大賞 市長賞

商工会議所会頭賞 系譜伝承枠



■令和４年８月２６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。

コンベンション＆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。

２０１９年写真コンテスト推薦・特選作品

青森ねぶた祭写真コンテスト  入賞作品展開催青森ねぶた祭写真コンテスト  入賞作品展開催

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/24～25 第67回 全国溶接技術大会 東北地区青森大会 - 400 ホテル青森・青森工業高校 （一社）青森県溶接協会

10/15～16 第32回 全国産業教育フェア青森大会 第1回実行委員会 - 25,000 マエダアリーナ他 第32回全国産業フェア青森大会実行委員会

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

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 RABまつり 盛運輸アリーナ RAB青森放送

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

9/19・9/23 あなたらしく輝くためのビューティートレーニング ～ヨガ解剖学＆分子栄養学の視点から～
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」

9/23 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

10/2～30
＊9日は休館日

階段ギャラリー 写真展
「戦争はいけません。絶対にダメです。～澤田教一が伝えたかった事 澤田サタが伝えたい事～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/2 「一家に一つ！オーガニックハーブで作るMYスプレー」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/8 令和4年度 第58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

10/9 令和4年度 第58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

10/10 令和4年度 第58回青森市民文化祭 邦楽・能楽二部門合同公演 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

10/14～16 令和4年度 第58回青森市民文化祭 展示部門（前期） 協同組合タッケン美術展示館 青森市民文化祭実行委員会

10/21～23 令和4年度 第58回青森市民文化祭 展示部門（後期） 協同組合タッケン美術展示館 青森市民文化祭実行委員会

10/22
三内丸山遺跡センター岡田所長に聞く 魅力ゆたかな縄文のくらし
～自分らしく生きるヒントを発掘しよう！～

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」

10/23
『ぼけますから、よろしくお願いいたします。』
ドキュメンタリー映画無料上映会＆監督トーク

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」

10/25 「オールあおもり」進学相談フェア 青森産業会館 青森県総務部総務学事課

10/27 令和4年度 第58回青森市民文化祭 「青森市中学校文化連盟音楽発表会」 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

10/28～30 さつき秋季展 協同組合タッケン美術展示館 青森さつき盆遊会

10/28～30 第30回 青森支部写真展 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

10/29～30 青森ドラックストアショー2022 青森産業会館 株式会社丸大サクラヰ薬局
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ねぶた祭に関するあらゆるものをテーマに募集した「青森ねぶた祭
写真コンテスト」の入賞作品展を開催いたします。
【表彰式】
●日時／９月１０日（土）１０：３０～１１：００
●会場／ねぶたの家 ワ・ラッセ
【入賞作品展】
●期間／９月１０日（土）～１９日（月・祝）
●会場／ねぶたの家 ワ・ラッセ １Fエントランスホール
●展示作品／推薦１点、 特選３点、 準特選５点、 入賞３０点


