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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

青森市観光キャラクター　ねぶたん

ねぶた囃子実演＆ハネト体験
◇時間 ①11:00 ～ ②13:00 ～ ③15:00 ～　各 30 分

◇会場 ねぶたホール （有料コーナー）

ハネトンと遊ぼう
「ハネトン」 と触れ合ったり、 写真を撮ったりして遊ぼう。 

◇時間 13:30 ～  ◇会場 館内外

毎 日 開 催

企画展　馬のねぶた　鹿内一生と穐元鴻生 
◇時間　9:00 ～ 18:00

◇会場 １階交流学習室

　　（ねぶたホールからの入場になります）

津軽三味線スペシャルライブ≪観覧無料≫

実力ある三味線奏者を招き、 迫力の演奏を披露！

◇日時 5/3 （日） ・ 4 （月） 13:45 ～ 14:30

◇会場 2 階イベントホール

ねぶたクイズラリー
ねぶたに関するクイズに答えて、 プレゼントをゲット！

※先着 200 名様／小 ・ 中学生限定

◇日時 5/5 （火） 9:00 ～ 19:00

◇会場 ねぶたホール （有料コーナー）

特 別 開 催

ワ・ラッセ GO!GO! ウィーク 2020   【４月２９日（水）～５月６日（水）】

４月･５月のイベント情報

青森ねぶた祭青森ねぶた祭

　青森ねぶた祭実行委員会では、 新型コロナウイルス感染拡大に伴う対策検討のため、
４月８日に会議を開催することといたしました。
　その審議結果により、 祭りの実施内容等を変更する可能性もございますので、 当初
４月７日から１３日まで予定していた一次募集 （買取） と４月１６日から予定していた二次
募集 （予約） の団体観覧席お申込みを一旦延期いたします。
　今後の対応につきましては、 決定次第お知らせさせていただきます。

【青森ねぶた祭に関するお問合せ先】
 　青森ねぶた祭実行委員会事務局
 （公社） 青森観光コンベンション協会　　TEL 017-723-7211　FAX 017-723-7215
　（月～金／ 8:30 ～ 17:15　土日祝／休）

ちびっこ撮影会
ねぶたの動物と一緒に 「かぶと」 をかぶって写真を撮ろう！

◇日時　4/29 （水） ・ 5/2 （土） ～ 6 （水）

　　　　　 ①10:30 ～ 12:00  ②13:30 ～ 15:00 

◇会場 １階交流学習室

ワ・ラッセ工房スペシャル
ミニ金魚ねぶた作りなどの工作体験。

◇日時　4/29 （水） ・ 5/2 （土） ～ 6 （水）

 　　　 ①10:30 ～ 12:00  ②13:30 ～ 15:00

◇会場 1 階エントランス　※教材費有料

※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となる場合がございます。

ワ・ラッセへ
ＧＯ!ＧＯ！

団体観覧席申込受付延期のお知らせ団体観覧席申込受付延期のお知らせ



■令和 2年 3月 19 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

青森市 春イベント中止のお知らせ

令和２年度　事業計画・収支予算が決定

令和２年度の事業計画 ・ 収支予算を協議する３月開催の理事会は、 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催を

中止し、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、 理事会の目的事項についての提案に対し書面決議

を行った結果、 事業計画並び収支予算が承認されました。 会員の皆さまには６月１７日 （水） 開催の定時総会でご報

告いたします。 後日ご案内と総会資料を送付いたしますので、 ご出席くださいますようお願いいたします。

定時総会　　日時　　６月１７日（水）　１６：００

　　　　　　会場　　青森国際ホテル３階「萬葉の間」

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

5/17～18 オリックス・メンテナンス・クラブ第37回通常総会 - 350 ホテル青森 オリックス・メンテナンス・クラブ

6/5～6 日本鉄リサイクル工業会　第31回全国大会 - 600 東奥日報新町ビル (一社)日本鉄リサイクル工業会東北支部

6/25～26 第70回東北地区中学校長研究協議会青森大会 - 750 ホテル青森 青森県中学校長会

※新型コロナウイルス感染症の影響により、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。

新型コロナウイルスの感染症拡大の影響で、 青森市内で行われる春のイベントも中止になっているものが多くあります。

開催中止が発表された主なイベントです。

＊湯の島カタクリ祭り　開催予定日 /４月４日 （土） ～　会場／浅虫 ・ 湯の島

＊青森春まつり　開催予定日 /４月１８日 （土） ～５月５日 （火）　会場／合浦公園、 野木和公園

＊第 1回あおもり桜マラソン　開催予定日 /４月１９日 （日）　会場／野木和公園～青い海公園

＊第 15 回ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル　開催予定日 /５月５日 （火）　会場／青森市中心部

中
止

青森春まつりは開催中止ですが、 ４月１０日 （金） ～３０日 （木） の期間、 ボンボリの設置はございます。 （夜間の点

灯は行いません。） 大人数での宴会等は自粛をお願いしております。 （青森春秋まつり実行員会事務局より）

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

3/28～5/31 企画展「青森の巨樹・巨木写真展」 青森市森林博物館 青森市森林博物館

4/18 Ｍ’s Company　新貝真紀子バレエ・ダンスＳｃｈｏｏｌ　第６回発表会 リンクモア平安閣市民ホール
Ｍ’ｓ Ｃｏｍｐａｎｙ 新貝真紀子バレ
エ・ダンスＳｃｈｏｏｌ

4/19 第9回脳卒中青森けんみん公開講座 リンクモア平安閣市民ホール 田辺三菱製薬株式会社

4/23 第66回県下高等学校　応援団幹部講習会 リンクモア平安閣市民ホール 青森県高体連応援専門部

4/17～19 第53回東奥書道展 協同組合タッケン美術展示館 青森県書道連盟

4/23～26 第46回大日本書芸院青森地区連合書道展 協同組合タッケン美術展示館 大日本書芸院青森地区連合

5/1～28
*10日は休館

階段ギャラリー　「コミュニケーションサロン　風の花展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/13 サークル体験講座　「プロ講師の指導による社交ダンス講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/15 ワークショップ　「コミュニケーションサロン　風の花展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/20 主催講座　「ママとベビーのタッチでなかよし　～ベビーとヨガ～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/22 主催講座　「ママとベビーのタッチでなかよし　～ベビーとマッサージ～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/28・6/4・6/11 主催講座　「男の料理入門講座～料理の基本　イチ・ニのサン～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/29 主催講座　「ママとベビーのタッチでなかよし　～ベビーとマッサージ～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/30 第67回青森県音楽祭 リンクモア平安閣市民ホール 高等学校文化連盟合唱部
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