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観光コンベンションニュース
訃報 奈良 秀則氏 令和�年�月��日 享年�４歳

株式会社エービッツ代表取締役社長で当協会会長の奈良秀則氏が令和�年�月
��日にご逝去されました。奈良氏は平成��年より�年間、当協会会長、
そして青森
ねぶた祭実行委員会委員長を務め、今年は�年ぶりの青森ねぶた祭開催に向け
ご尽力いただきました。
謹んでお悔み申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

平成 �� 年 定時総会

平成 �� 年 ロサンゼルスねぶた

平成 �� 年 羽生結弦選手祝賀パレード

令和 � 年 青森ねぶた祭実行委員会

令和 � 年 特別ねぶたお披露目

令和 � 年「心に灯せ ねぶた魂」開会式

令和 � 年 青森ねぶた祭表彰式

令和 � 年 弘前ねぷた ��� 年祭

１１月イベント情報

青森市観光キャラクター ねぶたん

やさしいねぶた学 開催情報＆動画公開中！
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が聞けるねぶたファン必
見のイベント
「やさしいねぶた学」を開催しております。１１月２０日
（日）に北村隆氏、１２月１８日
（日）に北村麻子氏
を講師としてお招きします。講演後はねぶたミュージアムにて実際のねぶたを見ながらの解説を予定しております。参
加は当日受付の先着順となっております。ぜひご参加ください。
日 時：第３回 １１月２０日
（日）
・第４回 １２月１８日
（日）／１３：４５〜１４：４５（受付１３：１５〜）
場 所：ねぶたの家ワ・ラッセ １F 交流学習室１
定 員：各回６０名（当日受付の先着順）
講 師：第３回 北村 隆氏・第４回 北村 麻子氏
※ねぶたミュージアム入場料を頂戴いたします。
当日参加できなかった場合でも、
ワ・ラッセのYouTubeチャンネルにて
「やさし
いねぶた学」の動画をアップロードしております。
これまでに開催された「やさ
しいねぶた学」の動画も公開しておりますのでぜひご覧ください。

ねぶたの家 ワ・ラッセ
YouTube チャンネル

第１２回 全国小・中学生ねぶた下絵コンクール 締切間近
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１１月１３日
（日）
まで募集しております。
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。
コンクールの表彰式は１２月１７日
（土）、完成したねぶたの除幕式は来年３
月３１日
（金）を予定しております。
募集内容：四つ切サイズ（３８cm×５４cm）。題材・画材は自由。彩色を施した作品に限る。
１人１作品で未発表のオリジナル作品。作品は折り曲がらないようにワ・ラッセへ直接持込または郵送。
募集締切：２０２２年 １１月１３日
（日）必着
※詳細はワ・ラッセホームページに応募要項・応募用紙がございますので、そちらをご覧ください。
また、昨年開催された第１１回全国小・中学生ねぶた下絵コンクールの入賞作品を１１月１３日
（日）
まで展示してお
ります。ぜひお越しになってご覧ください。

第１１回 小学生部門・中学生部門 最優秀賞作品

ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

下絵コンクールアンコール展示の様子

☎ 017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse/

※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。

コンベンション＆イベント情報
開催日
11/18

大会名
（公社）全日本不動産協会青森県本部創立60周年記念式典
（公社）不動産保証協会青森県本部創立50周年記念式典

開催日

イベント名

11/2～27
階段ギャラリー
＊13日は休館日 オリジナル・バックの会 展示会「裂織・こぎん・アイディア小物」

時間

会場

参加人数

-

120 ホテル青森

開始時間

主催・問い合わせ
（公社）全日本不動産協会青森県本部

会場

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

11/4～6

ATV 軽まつり

11/4～6

第19回「ゆかいな仲間たち」写真展

11/5～6

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演劇発表会」

9：30～ 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

11/6

令和4年度 第58回青森市民文化祭「マンドリン」

13：00～ 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

11/11～13

青森読売写真クラブ写真展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森読売写真クラブ

11/11～13

第39回 青い風むんつけらの会手造り文化展（即売会）

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青い風むんつけらの会

11/12

上野千鶴子 講演会
「フェミニズムがひらいた道」～弱者が弱者のまま尊重される社会を求めて～

13：30～

11/12～13

津軽海峡交流圏「大農林水産祭」

10：00～ 青森産業会館

津軽海峡交流圏「大農林水産祭」実行委員会

11/13

令和4年度 第58回青森市民文化祭「洋舞踊」

13：30～ 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

11/18～20

第23回 青森県読売書法会展
第18回 青森県幼児・小中学校毛筆書写紙上展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森県読売書法会

11/19～20

わんにゃんパークinあおもり

11：00～ 青森産業会館

(株)ブロニア

11/20

令和4年度 第58回青森市民文化祭「ジュニアオーケストラ」

13：30～ リンクモア平安閣市民ホール

11/22～23

青森りんご大市

11/23

国際交流いんワ・ラッセ

10：30～ ねぶたの家ワ・ラッセ 多目的室

青森市交流推進課

11/25

第19回 青森県中学校総合文化祭

13：00～ リンクステーションホール青森

青森市中学校連盟

11/27

令和4年度 第58回青森市民文化祭「吹奏楽」

13：00～ 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

12/3～27
階段ギャラリー 「暮らしを彩るトールペイント」
＊11日は休館日
12/2～4

第40回 青森山田中学高等学校三部展

12/10

第39回 青森市私立幼稚園絵画展

12/17～18

第54回 東郡児童美術展

9：00～ 青森産業会館

主催・問い合わせ

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

男女共同参画プラザカダール
AV多機能ホール

9：00～ 青森産業会館

9：00～ 働く女性の家アコール
初日13：00～
協同組合タッケン美術展示館
10：00～
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館
初日12：00～
協同組合タッケン美術展示館
10：00～

株式会社青森テレビ
青森ワンダーフォーゲルクラブ

男女共同参画プラザカダール

青森市民文化祭実行委員会
青森市農林水産部あおもり産品支援課

働く女性の家アコール
青森山田高等学校
青森市私立幼稚園協会
東郡児童美術展実行委員会

■令和４年１０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。

