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観光コンベンションニュース
～ 青森ねぶた祭 2021 開催情報 ～
青森ねぶた祭は新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、 ８月２日から８月７日まで開催いたします。
運行コースは従来どおりの場所ですが、 運行やハネトの参加、 有料観覧席については、 これまでの方法から
変更する点が多くあります。 安心安全な祭りになるよう、 ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
運行方法

一斉スタート一斉解散方式 （右回り） から、 順次スタート方式 （左回り） に変更。
スタート地点から順番にねぶたが出発し運行するため、 場所によって
ねぶたが通る時間に１時間くらい差異が生じます。

ハネト参加

参加人数を制限し、 当日自由参加ではなく、 ウェブサイトからの申込に
よる事前登録制になります。 募集時期は 7 月を予定。

有料観覧席

観覧席は１席分ずつ間隔を空けて座席を設置し、 入場にはマスクの着用
令和２年度 事業計画・収支予算が決定
を必須とします。 国道の観覧席はこれまでと異なり、
歩道ではなく車道にイス席を設置します。
国道以外 （八甲通り、 平和公園通り、 本町通り） は従来どおり歩道にイス席・桟敷席を設置します。
観覧席料金はお一人様 3,500 円 （税込･パンフレット付）。
団体観覧席 （10 名様以上） は一次募集 < 買取 >４月１５日～２０日 ・ 二次募集 < 予約 >４月２２
日～申込み受付、 個人観覧席 （９名様以下） は７月上旬から販売予定となります。

※詳しくは青森ねぶた祭オフィシャルサイト https://www.nebuta.jp/ をご覧ください。
青森市観光キャラクター ねぶたん

４月イベント情報
ねぶた下絵コンクール 中型ねぶた･ミニねぶたお披露目！
「第 10 回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール」の最優秀賞受賞作品をもとに制作した中型ねぶた・ミニねぶ
たが３月３１日にお披露目されました。
小学生部門 最優秀賞「絵馬に込めた願い」青森市立浜田小学校５年 ( 受賞時 ) 横山 文音さん
こちらの作品はねぶた制作者の千葉作龍さん監修のもと吉町勇樹さんが中型ねぶたに。
中学生部門 最優秀賞「豊漁祈願『浜の神 鮫浦太郎』」青森市立佃中学校２年 ( 受賞時 ) 中村 康介さん
こちらの作品はねぶた制作者の内山龍星さん監修のもと林良紀さんが制作しミニねぶたに。
ワ・ラッセのウェルカムねぶたとして、中型ねぶたはワ・ラッセの２階エントランス、ミニねぶたは１階エン
トランスに１年間展示されます。

中型ねぶた「絵馬に込めた願い」

ミニねぶた「豊漁祈願『浜の神

鮫浦太郎』」

毎日開催♪ねぶた囃子生演奏＆ハネト生演奏 !!
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）

ワ・ラッセ GO!GO! ウィーク 2021【４/２９～５/５】開催予定
ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

☎017-752-1311

詳細は次号で！

http://www.nebuta.jp/warasse

今年は開催！「青森春まつり」主催 ： 青森春秋まつり実行委員会
合浦公園

野木和公園
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４月１７日（土）～５月５日（水･祝） １９日間
※ボンボリ点灯 １８時～２０時
４月１７日（土）～５月５日（水･祝） ９時～１８時
４月２４日（土）～５月５日（水･祝） １２日間
※ボンボリの設置はございますが、夜間の点灯は行いません。
４月２４日（土）～５月５日（水･祝）

新型コロナウイルス感染防止対策にご理解ご協力をお願いいたします。
○会場内でのマスク着用、 こまめな手指の消毒、 ソーシャルディスタンスの確保
○食べ歩き ・ 飲酒 ・ カラオケ ・ バーベキューの禁止
○新型コロナウイルス接触確認アプリ （COCOA） のインストールのお願い
上記のほかにも会場内のルールがございますので、 事前に 「広報あおもり」 やホームページを
ご確認のうえ、 ご来場ください。 （問合先 ： 青森市観光課☎017-734-5179）

コロナ収束の願いを込めた“特別ねぶた”展示中 !!
ねぶた師１４人全員で合作した “特別ねぶた” 「願いの灯～薬師如来 ・ 玄奘三蔵
と十二神将」 は、 ねぶたの家ワ ・ ラッセの有料コーナー 「ねぶたホール」 で絶賛
展示中です。 作品の迫力や素晴らしさを、 ぜひ間近で体感してください。
ウェブサイトにはねぶた師による下絵や貴重な鉛筆画のほか、 制作の様子なども
公開していますので、 そちらもご覧ください。
青森ねぶた祭 HP 内 “特別ねぶた” 制作プロジェクトページ https://www.nebuta.jp/tokubetsunebuta.html

※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。

イベント情報
開催日
3/6～5/30

イベント名
発掘調査速報展「さんまる速報展！2020」

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：00～ 三内丸山遺跡センター ギャラリー

三内丸山遺跡センター

3/16～6/13 春の展示「AOMORI NO KO」

9：00～ 棟方志功記念館

棟方志功記念館

4/4～28
階段ギャラリー「渡辺路子 けしごむはんこ展」
*11日は休館

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

4/9～11

第53回東奥書道展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森県書道連盟

4/16～18

第33回青森水彩会展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森水彩会

4/16～18

チェルノブイリ・福島事故写真展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森チェルノブイリ子ども支援ネット

10：00～
協同組合タッケン美術展示館
初日10：30～
10：00～
協同組合タッケン美術展示館
初日13：00～

4/16～18

第16回木版画なたねの会作品展

4/22～25

第47回大日本書芸院青森地区連合書道展

4/23

オペラ遠野物語〔オペラシアターこんにゃく座〕

18：30～ リンクモア平安閣市民ホール

青森演劇鑑賞協会

4/24

てづくりマルシェｉｎサンロード青森

10：00～ サンロード青森1F サンホール

みちのくリサイクル運動市民の会

10：00～ 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

4/24～6/27 SIDE CORE～EVERYDAY HOLIDAY SQUAD個展
5/3～29
階段ギャラリー「LGBTQを理解しよう」
*9日は休館

木版画なたねの会
大日本書芸院青森地区連合

第19回鈴木義勝絵画教室展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

5/21～23

第29回桃葉会書展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

桃葉会

5/21～23

青森県かな書道展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森県かな書道会

5/27・6/3・6/10

男性の料理入門講座 ～料理の基本 イチ・ニのサン～ 全3回

18：30～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

5/28

耳つぼ講座「体スッキリ！セルフで出来る耳リフレ」

18：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

5/14～16

鈴木義勝絵画教室

5/29～30

第51回世界児童画展 青森県展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

公益財団法人 美育文化協会

5/31

青森民踊研究会 創立50周年記念発表会

13：00～ リンクモア平安閣市民ホール

青森民踊研究会

■令和 3 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。

