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１２月・１月イベント情報

申

青森市観光キャラクター　ねぶたん

ねぶたの家ワ・ラッセは２０１７年１月５日（木）に開館６周年を迎えます。
６周年を記念して、１月２日（月・休）から１月９日（月・祝）まで記念イベントを開催します。ぜひご来館ください。

●ワ・ラッセクリスマスツリー【12/1（木）～ 25（日）】 場所 /1F エントランス

 ワ・ラッセオリジナルクリスマスツリーを展示。そのほか２階に展示している中型

 ねぶたにクリスマス装飾を施します。12/1（木）10 時 30 分からツリーの点灯式を

 行い、 青森西幼稚園園児によるハンドベルや合唱が披露されます。

●やさしいねぶた学【12/4（日）】 時間 /13:45 ～ 14:45　場所 /1F 交流学習室３

 ねぶた師北村隆さんにワ・ラッセに展示中のねぶたについて解説していただきます。

 制作時のエピソード等ここでしか聞けない内容が盛りだくさんです。

●全国小・中学生ねぶた下絵コンクール入賞作品展【12/23（金・祝）～ 3/31（金）】 場所 /1F エントランス

 入賞作品を展示します。全国の小・中学生のオリジナリティあふれるねぶた下絵をご覧ください。

 ＊表彰式　日時 /12 月 23 日（金・祝）13：30　場所 /2F イベントホール

●ワ・ラッセサンタがやってくる【12/24（土）～ 25（日）】
 時間 /①10：00 ②14：00　場所 /1F エントランス

 各日先着 50 名様にプレゼントをお渡しします。

北村隆さん制作（2016年）
「俵籐太と竜神」

ねぶたの家ワ・ラッセ 開館６周年 記念イベント

イベント 1/2(月・休) 1/3(火) 1/4(水) 1/5(木) 1/6(金) 1/7(土) 1/8(日) 1/9(月・祝)

紙貼り・ミニ書割体験

ワ・ラッセ企画展

ねぶたしおりプレゼント

開館６周年セレモニー 9:20～　開館セレモニー

新春餅つき＆振る舞い 10:00　先着100名 開館セレモニー終了後 先着100名

地域芸能ライブ
16:00～17:30

笑っせ劇場新春ライブ
前売券1,000円

青森凧絵教室
＊申込受付中＊

10:00～14:00　定員20名
講師:ねぶた師 北村春一

対象:小学生以上(小学生は保護者同伴)
参加費1,000円

ねぶた面作り教室
＊申込受付中＊

10:30～16:00　定員20名
講師:ねぶた師 北村春一

対象:小学3年生以上で2日間受講できるかた
(小学生は保護者同伴)

参加費1,500円

①10:00　②14:00　各回30分
大型ねぶたに紙を貼り、書割（墨入れ）をしてみよう

9:00～18:00　ミュージアム入場者にもれなくねぶたしおりプレゼント

9:00～18:00

◇◆◇期間中毎日開催◇◆◇
■ねぶた囃子演奏実演＆跳人体験
1/2（月・休）～1/3（火）、1/7(土)～1/9(月・祝)
①11:00②13:00③15:00 各回30分
ねぶた団体による囃子・跳人体験

1/4(水)～1/6(金)①11:10②13:10③15:10 各回20分
ワ・ラッセスタッフによる囃子・跳人体験

■ワ・ラッセ工房
1/2(月・休)～1/9(月・祝)①10:30②13:30
ぬり絵付きねぶたうちわ、ミニ金魚ねぶたづくり、ねぶた面色づけなど
教材費：300円～1,000円

１２月３１日（土）、１月１日（日）は休館日です。
１月２日（月・休）から通常営業いたします。

●ワ・ラッセ工房【12/11（日）・12/25（日）】
 時間 /①10：30 ②13：30　場所 /1F エントランス

 ミニ金魚ねぶたなど工作。（材料費有料）

当協会前副会長で相談役の對馬忠雄さんが秋の叙勲・旭日双光章を受章されました。

對馬忠雄さんは１９８６年に青森県カーリング協会を設立し、２８年間会長を務められました。

青森市スポーツ会館カーリング場の設置や国際大会運営にも携われ、長きにわたりカーリング競技

普及にご尽力されたご功績が広く認められたものと存じます。

栄えある旭日双光章ご受章を心からお祝い申し上げます。

協会前副会長 對馬忠雄氏 秋の叙勲受章



■平成２８年１１月２１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

コンベンションカレンダー

時

定

所

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

12/8～9 第64回東北ブロック高等学校家庭クラブ総会並びに研究発表大会 9:30 250 青森県総合学校教育センター 東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟

■こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト

 期間 / 11 月 25 日（金）～ 2 月 5 日（日）
 会場 / 青森ベイエリア周辺
 市民創作の灯りが街を照らす「あおもり灯りと紙のページェント」「あお
 もり雪灯りまつり」やご家族でお楽しみいただける「青森冬まつり」など、
 さまざまなイベントを開催します。
■あおもり北のまほろば歴史館 企画展―青森の生活用具の美―

 期間 / 11 月 12 日（土）～ 12 月 29 日（木）
 裂織、津軽塗、やきものなど、生活に密着した用具を展示します。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

11/12～12/29 北のまほろば歴史館企画展―青森の生活用具の美― あおもり北のまほろば歴史館 あおもり北のまほろば歴史館

12/1～21
*12/11休館

親子木版画講座パネル展～子どもたちの愛らしい作品と講師
西村惠美子さんの作品を展示～

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/1～25 ワ・ラッセクリスマスツリー ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

12/1～25
*12/11休館

アコール階段ギャラリー「絵手紙のある暮らし展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/2～4 やさしい手工芸展と裂織体験・陶芸体験（先着順・事前受付可） 中世の館 中世の館

12/3 あおもり素材　まるごとエコごはん サンロード青森 青森市清掃管理課

12/3 アフタヌーン・コンサート～Unexpected 3～ 中世の館 中世の館

12/3～4 ワゴンショップ「プチマルシェ」 アウガ1階正面フロア 青森市男女共同参画プラザカダール

12/4 やさしいねぶた学「展示ねぶたを語る」 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

12/4 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

12/6 2016世界最強タッグ＆決定リーグ戦 青森産業会館 全日本プロレスリング(株)

12/10 公園からの贈りものでつくるナチュラル・リース講座（要申込） 合浦公園管理事務所 （申込先）パークメンテ青い森グループ

12/11 ワ・ラッセ工房 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

12/12 モヤヒルズ　スキー場開き・安全祈願祭 モヤヒルズ モヤヒルズ

12/16～18 ガリバー中古車フェア 青森産業会館 IDOM

12/17
クリスマステーブルフラワーアレンジメントと
スイーツ作り（要申込）

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/17 しめ縄＋Xmasリース体験（要申込） A-FACTORY A-FACTORY

12/18 第6回青森市環境フェア2016 ねぶたの家ワ・ラッセ 青森市環境政策課

12/18 フリーマーケットin青森コロナワールド 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

12/23 モヤヒルズ　サンタとじゃんけんクリスマス モヤヒルズ モヤヒルズ

12/23～3/31 第6回全国小・中学校ねぶた下絵コンクール入賞作品展 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

12/24 新春を祝うプリザーブドフラワー（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/24～25 ワ・ラッセサンタがやってくる ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

12/25 ワ・ラッセ工房 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/2 モヤヒルズ　新春イベント　もちつき大会 モヤヒルズ モヤヒルズ

1/2～3 カースーパー初夢中古車ビッグフェア 青森産業会館 協同

1/2～9 ワ・ラッセ開館6周年イベント ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/5～1/29
*1/8休館

アコール階段ギャラリー「プチマルシェの仲間たち展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

1/8 やさしいねぶた学「展示ねぶたを語る」 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ

1/8～9 八甲田丸船内フリーマーケット 八甲田丸 みちのくリサイクル運動市民の会

1/9 おでかけライブin青森 青森産業会館 ユウメディア

1/10 スキーの日イベント　大抽選会＆スキー無料講習会 モヤヒルズ モヤヒルズ

1/14～15 オールスズキおもてなし大商談会 青森産業会館 RABサービス

1/14～18
平成28年度第4回青森市所蔵作品展
～青森に伝わる創作版画～

青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

1/21～23 ガリバー中古車フェア 青森産業会館 IDOM

1/23 モヤヒルズ　ボーダーズナイト モヤヒルズ モヤヒルズ

1/31・2/14 アコール学園「ステンドグラスのミニ灯り」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール
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*＊ あおもり冬季イベント情報 ＊* ・・ これを読まずにねぶたは語れない ・・

青森ねぶた誌－増補版－
絶賛販売中！！

「青森ねぶた誌」初版発刊から１６年、
蓄積された歴史を増補し、貴重な写真
や図版等を新たに数多く使用した「青
森ねぶた誌増補版」が好評販売中です。
全ページフルカラーでわかりやすく解
説しています。青森ねぶた囃子ＤＶＤ
付録つき。

詳細は添付チラシをご覧ください

「あおもり案内名人」ＨＰを
ご覧ください


