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第五代ねぶた名人 千葉作龍氏 東奥賞受賞

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/

  

１２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

ワ・ラッセサンタがやってくる！

第１２回 全国小・中学生ねぶた下絵コンクール表彰式＆作品展

第六代ねぶた名人によるねぶた面づくり教室 申し込み受付開始

１２月３１日（土）・１月１日（日・祝）は全館休館いたします。

過去の面づくり教室の様子

「琉球開闢神話」  制作：北村麻子氏

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」、講師に北村麻子氏をお招きし開催いたします。参加は当日受付の先着順となっておりま
す。今年度最後の「やさしいねぶた学」となりますので、ぜひご参加ください。

講師として第六代ねぶた名人の北村隆氏をお招きし、ねぶた面づくり教室を開催いたします。その参加申し込みを１２月
１日（木）９：００～から開始いたします。定員になり次第募集を終了いたしますので、参加ご希望の方はお早めにお申し
込みください。

第１２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。

ワ・ラッセサンタが館内に登場！子供たちに
プレゼントを配布します。クリスマスもご家
族でワ・ラッセにお越しください。

日時：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：６０名（当日受付の先着順）
講師：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。

日時：１２月２４日（土）①１０：００～  ②１３：３０～
場所：ねぶたの家ワ・ラッセ館内  ※数量限定、無くなり次第終了

【表彰式】     １２月１７日（土） １３：３０～ ２Fイベントホール
【作品展示】 １２月１７日（土）～３月３１日（金）
        １Fエントランスホール

申込方法：お電話にて（☎０１７－７５２－１３１１）、１２月１日（木）９：００～受付開始
開催日時：１月７日（土）～８日（日）／９：３０～１５：３０ 
開催場所：ねぶたの家ワ・ラッセ １F 交流学習室１       定  員：２０名（定員になり次第募集終了）
参加費用：１,５００円（当日支払い） ※ご参加された方はワ・ラッセ駐車料金が無料
参加条件：２日間とも参加できる方、小学５年生以上（小学生は保護者同伴）、昼食は各自用意
注意事項：１人１個の制作、不参加を理由に教材の持ち帰りは不可

今年第一線から退くことを表明した第五代ねぶた名人 千葉作龍氏が第��回東奥賞
を受賞されました。東奥賞は１９４８年に東奥日報社が制定した県民顕彰で、文化、芸
術、産業など各分野で傑出した業績を上げ、郷土の発展に貢献した方々に贈られ、
贈呈式が１２月３日（土）午前１０時３０分からホテル青森にて行われます。
この度の栄えあるご受賞を心からお祝い申し上げます。



■令和４年１１月２５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。

雪だ！灯りだ！芸術だ！雪だ！灯りだ！芸術だ！

その他連携イベント等の詳細は同封のチラシ、または HP「あおもり案内名人」をご覧ください。その他連携イベント等の詳細は同封のチラシ、または HP「あおもり案内名人」をご覧ください。

あおもり冬のワンダーランド 開催！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」が１２月９日（金）から２月１２日（日）
までの会期で開催されます。１２月９日（金）１７時４５分からアスパム西側駐車場にて開会式を行い、クリスマス
ツリーと雪だるま～るに灯りが灯されます。ぜひお越しになって青森の冬をお楽しみください。

今年は青森市での開催が決定
した東北絆まつりとコラボレー
ション！絆まつりをモチーフとし
た会場を雪灯りやWISHキャン
ドルが照らします。

＊あおもり雪灯りまつり

＊第４５回  青森冬まつり

●期間：2月 3日（金）～ 5日（日）
●時間：17：00 ～ 21：00
●場所：ワ・ラッセ 西の広場

ねぶたの技法による市民創作の
和紙オブシェ「雪だるま～る」を設
置し、街をやさしい灯りで彩ります

＊あおもり灯りと紙のページェント
●期間：12 月 9日（金）～ 2月 12 日（日）
●時間：16：00 ～ 21：00
●場所：駅前公園、A-FACTORY 等

もつけ姿の男たちによる雪上
綱引き！白熱する試合に感情も
大盛り上がり！冬の打ち上げ花
火でフィナーレを飾ります!!

陸上自衛隊青森駐屯地制作の大型
すべり台が目玉の青森の冬恒例イベ
ント。ほかにも出店や雪上サッカー
大会などイベント盛りだくさん！

●期間：2月 11 日（土・祝）～ 12 日（日）
●時間：9：00 ～ 15：00
●場所：青い海公園

＊ザ・もつけ祭＆冬花火
●期間：2月 11 日（土・祝）
●時間：17：30 ～ 19：00
●場所：ワ・ラッセ 西の広場

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

12/2 令和4年度 第65回音楽祭 リンクステーションホール青森 学校法人三宝学園 認定こども園あすなろ幼稚園

12/2～4 第40回 青森山田中学高等学校三部展 協同組合タッケン美術展示館 青森山田高等学校

12/3～27
＊11日は休館日

階段ギャラリー 「暮らしを彩るトールペイント」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/8 茶の具の展示会 協同組合タッケン美術展示館 ㈱オオタカ函館

12/10 第39回 青森市私立幼稚園絵画展 協同組合タッケン美術展示館 青森市私立幼稚園協会

12/11 第40回 青森第九の会 演奏会 リンクステーションホール青森 一般社団法人 青森市文化観光振興財団

12/17～18 第54回 東郡児童美術展 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

1/5～1/26
＊8日は休館日

階段ギャラリー パネル展「アコール50年の歩み」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

1/8 第44回 NHK東北民謡コンクール青森県大会 リンクモア平安閣市民ホール NHK青森放送局

1/28～29 青森市小・中学校美術展 協同組合タッケン美術展示館
青森市小学校教育研究会
青森市中学校教育研究会美術部会
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初日12：00～
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9：30～

10：00～





青森駅

ねぶたの家 ワ・ラッセ

2022年12月9日（金）
開会式

「CHRISTMAS MARKET in アスパム」と
「あおもり冬のワンダーランド」共催による
開会式。クリスマスツリー、「あおもり灯り
と紙のペーシェント」を同時点灯。

17:45~18:00
アスパム西側駐車場

時 間
場 所

12月9日（金）～2月12日（日）
2022年 2023年

あおもり灯りと紙の
ページェント

点灯時間 16:00～21:00
場　　所 駅前公園

市民の子どもたちがつくった和紙オブジェ
「雪だるま～る」が青森ベイエリアや八甲
田をあたたかい光で照らします。

八甲田ロープウェー/A-FACTORY
ねぶたの家ワ・ラッセ/JR青森駅前
JR新青森駅新幹線コンコース内

2023年2月11日（土・祝）

ザ・もつけ祭り&冬花火

時 間 17:30～19:00
場 所 ワ・ラッセ 西の広場
もつけ姿の男たちによる雪上綱引で大
興奮！綱引終了後は、冬の打ち上げ花
火でフィナーレを飾ります！

2月11日（土・祝）～2月12日（日）
2023年

第45回 青森冬まつり

陸上自衛隊青森駐屯地制作の雪の大型
すべり台が目玉の、青森恒例のイベント。
スノーランド（棒パン・出店・凧揚げなど）
や雪上サッカー大会など、家族で楽しめ
るイベントが盛りだくさん！青森サイクル
フェスタも連携開催！

9:00～15:00
青い海公園

時 間
場 所

新町雪だるま～る

場　　所 新町通り

12月9日（金）～
2022年

2月12日（日）
2023年

新町通り街灯に約130個の
「雪だるま～る」が登場！

七夕祭りの灯篭流しの変形ともいわれる青森ね
ぶた祭。大型ねぶたが囃子とハネトとともに出陣
します。

岩手県名の由来ともいわれる三ツ石神社の鬼退治
伝説から始まったとされており、和太鼓同時演奏の
世界記録をもつ太鼓の音が響き渡ります。

真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し行事として宝
暦年間からの歴史を持ち、高さ12ｍ、重さ50㎏もの
竿燈を操る妙技は圧巻です。

艶やかな踊り手の「ヤッショ、マカショ！」の掛け声
が響き、花笠太鼓の勇壮な音色とともに華麗な群舞
を繰り広げます。

伊達政宗公の時代より続く、日本一の和紙の祭典。
絢爛豪華な七夕飾りが美しく彩ります。

江戸時代から400有余年にわたり受け継がれた伝
統ある「暁まいり」に由来する。日本一と称される長
さ12ｍの大わらじが練り歩きます。

2月3日（金）～2月5日（日）
2023年

あおもり雪灯りまつり

雪灯りやWISHキャンドルが、来年度開
催が決定している東北絆まつりをモチー
フにした会場をやさしい光で彩ります。

点灯時間 17:00～21:00
場　　所 ワ・ラッセ 西の広場

絆まつりコラボ！

多彩な東北が、
熱い絆でひとつになる。

A-FACTORY

八甲田丸 青森県観光物産館

アスパム

新町通り

青い海公園

「＃（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！
詳細についてはInstagram
アプリ内で上記ネームタグ
をスキャンまたは、アプリ内
で「a_w_w_official」と検索
して注意事項をよく読み、
投稿してください。※写真はイメージです。

応募
期間 12月9日（金）～2月12日（日）

2022年 2023年

あおもり冬のワンダーランドの情報はホームページからもご覧いただけます。

令和4年度

フォトコンテスト
あおもり冬のワンダーランド

青森ねぶた祭 盛岡さんさ踊り 秋田竿燈まつり

山形花笠まつり 仙台七夕まつり 福島わらじまつり


