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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/

ＧＷイベント情報
青森市観光キャラクター　ねぶたん

青森ねぶた祭団体観覧席【　　】申込受付中！青森ねぶた祭団体観覧席【　　】申込受付中！

二次募集≪予約≫　４月２２日 ( 木 ) ～完売まで

１０名以上

○８月２日 ( 月 ) ～６日 ( 金 ) ねぶた観覧席

○８月７日 ( 土 ) 昼ねぶた観覧席

　料金：お一人様 3,500 円（税込･パンフレット付）

受付期間

申込人数

販売内容

ワ・ラッセ工房スペシャル
◇期間　4/29 （木･祝） ・ 5/2 （日） ～ 5 （水･祝）

◇時間 　①10:30 ～ 12:00 

　　　　　　②13:30 ～ 15:00

◇会場 　1 階交流学習室

◇内容　　腰鈴、 ぬりえうちわなどの

　　　　　　 製作体験　 ※教材費有料

ねぶた囃子実演＆ハネト体験
◇期間　4/29 （木･祝） ～ 5 （水･祝）

◇時間 ①11:10 ～ ②13:10 ～ 

　　　　　③15:10 ～ ④17:10 ～　各 20 分

◇会場 ねぶたホール （有料コーナー）

津軽三味線スペシャルライブ ≪観覧無料≫

◇日時　5/3 （月･祝） ・ 4 （火･祝） 13:45 ～ 14:30

◇会場　2 階イベントホール　※先着 90 名様

◇出演者　3 日 / 渋谷幸平さん

　　　　　　　4 日 / 下山昭義さん

　ねぶたクイズラリー ≪小･中学生限定≫

　　　　クイズに答えて、 プレゼントをゲット！

　　　　※先着 200 名様

　　　　◇日時　5/5 （水･祝） 9:00 ～ 19:00 

１０名様
以上

１～９枚までお買い求めいただけ

る個人観覧席は、７月上旬発売予

定です。詳細は、６月中旬以降に

オフィシャルサイトに掲載いたし

ますので、ご覧ください。

✿ 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✿

GWもワラッセへ！

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。

有料観覧席内では、座席間を一席ずつ空けること

でソーシャルディスタンスを確保します。

国道車道を利用して南北 1 車線ずつにイス席を

設置し、国道歩道には有料観覧席を設置せず立ち

見スペースや歩行者通路として使用することで、

会場の全体的な混雑を緩和します。

八甲通り、新町・本町通り、平和公園通りでの有

料観覧席は従来通りの場所に設置します。

現在、団体観覧席の申し込みを受付しております。

専用の申込書にご記入のうえ、青森観光コンベン

ション協会までＦＡＸまたはご持参ください。

◆イベント期間◆　４/２９（木･祝）～ ５/５（水･祝）



■令和 3年 4月 20 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。

2021 年 1 月 ・ 2 月 ・ 3 月の売上が （2019 年比または

2020 年比） 50％以上減少している事業者の方は 「緊

急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 の給付対

象となり得るケースがあります。 申請期限は 5 月 31 日。

　 給付額

「緊急事態宣言の影響緩和に係る
　　　　　 一時支援金」のお知らせ

中小法人等

東北 6 県の自治体や観光関係者と JR6 社などが

一体となって行う大型の観光キャンペーン 「東北

デスティネーションキャンペーン （東北 DC）」 が、

2021 年 4 月 1 日 （木） ～ 9 月 30 日 （木） の

期間、開催されます。 東北 6 県で 6 ヶ月にわたっ

ての開催は初めてのことです。 期間中にしか体験

できない企画や、 期間限定で開催するイベントも

ありますので、 詳しくは特設サイトをご覧ください。

https://www.tohokukanko.jp/dc/

４月～９月まで開催！
東北ＤＣキャンペーン

上限 60 万円

個人事業者等 上限 30 万円

※給付申請をご検討される 際は、 「一時支援金事務局

　 ホームページ」および「青森商工会議所ホームページ」

　 をご確認ください。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

5/3～29
*9日は休館

階段ギャラリー「LGBTQを理解しよう」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/14～16 第19回鈴木義勝絵画教室展 協同組合タッケン美術展示館 鈴木義勝絵画教室

5/15
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第133回コンサート
横坂源チェロリサイタル

リンクモア平安閣市民ホール ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」・「サンネット青森」

5/21～23 桃蹊書道会展 協同組合タッケン美術展示館 桃蹊書道会

5/21～23 青森県かな書道展 協同組合タッケン美術展示館 青森県かな書道会

5/25 青森山田高等学校吹奏楽部「フレッシュコンサート」 リンクモア平安閣市民ホール 青森山田中学高等学校

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 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」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/29～30 第51回世界児童画展　青森県展 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 リンクモア平安閣市民ホール 青森民踊研究会

6/2～28
*13日は休館

階段ギャラリー「オリジナルバック作品展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/4～6 第36回鷹揚会書道展 協同組合タッケン美術展示館 書道研究　鷹揚会

6/4～6 第39回日本教育書道会全国学生展 協同組合タッケン美術展示館 日本教育書道会

6/11～13 さつき花季展示会 協同組合タッケン美術展示館 青森さつき盆遊会

6/11～13 青森県彫刻会展 協同組合タッケン美術展示館 青森県彫刻会

6/18～20 青い風むんつけらの会手造り文化展 協同組合タッケン美術展示館 青い風むんつけらの会

6/18～20 第50回蛍雪会書作展 協同組合タッケン美術展示館 蛍雪会

6/18～20 第10回青森光風会展 協同組合タッケン美術展示館 青森光風会

6/19
令和３年度公益社団法人 青森県看護協会
通常総会・特別講演・職能集会

リンクモア平安閣市民ホール 公益社団法人青森県看護協会

6/25～27 ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展 協同組合タッケン美術展示館 原爆写真展実行委員会

6/25～27 第49回青奎展 協同組合タッケン美術展示館 青奎会

7/1 「なりたい自分になるためのタイムマネジメント講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール
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青森県観光安全安心強化事業費　補助金について
青森県では、 安全安心な観光地としての認知度向上と誘客促進のための基盤整備を促進することにより、 新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている観光産業の回復を図るため、 観光事業者等が行う観光施設・

宿泊施設等の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に要する経費について補助金を交付します。

◆補助金の申請期間　　　令和３年４月１６日 ( 金 ) ～令和３年９月３０日 ( 木 )

◆対象となる事業者　　　宿泊事業者・観光事業者・観光遊覧船事業者

◆対象となる事業・額　業種別ガイドラインに沿って実施する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　【対象経費】　 １． 物品、 備品等の購入経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２． 設備 ・ 整備等の工事に要する経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３． 機器、 設備等のリース料またはレンタル料として支払われる経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　【補助率】 対象経費の４分の３以内　　【補助金額】 上限４００万円 （下限５万円）

青森県 観光企画課 企画戦略グループ　☎017-734-9385 （平日 9:00 ～ 17:00）

申請書は青森県庁ウェブサイトからダウンロードできます。 検索青森県観光安全安心< お問合せ・申請先 >

https://ichijishienkin.go.jp/
https://ichijishienkin.go.jp/
http://www.acci.or.jp/important/ichizishienkinosirase/
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kanko/kankouansinanzen.html

