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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/

６月イベント情報
青森市観光キャラクター　ねぶたん

青森市および全国での新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、 祭りの開催について主催団体 （青森市 ・ 青森

商工会議所 ・ （公社） 青森観光コンベンション協会） で協議した結果、 8 月 2 日から 7 日まで開催予定であった

青森ねぶた祭を中止する方針を確認し、 6 月中旬に開催する青森ねぶた祭実行委員会において正式決定すること

となりました。

このような状況となり非常に心苦しい限りですが、 何卒ご理解をいただき、 来年以降の青森ねぶた祭

にご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

毎日開催♪ねぶた囃子実演＆ハネト体験 !!
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）

令和３年 青森ねぶた祭開催中止のお知らせ

新作ミニねぶた
見に来てね !!

ミニねぶた展の様子

◆会期／６月１日（火）～６月１３日（日）  

◆会場／ねぶたの家ワ・ラッセ

　　　　１Ｆエントランスホール

　※会期終了後は８月２２日（日）まで

　　下記施設で１台ずつ展示予定

　　①ワ・ラッセ

　　②青森空港

　　③津軽海峡フェリー

　　④新青森駅

ねぶたの家ワ・ラッセでは、後継者育成のため、ねぶた師から推薦されたお弟子さん制作のミニねぶた展を開催して

います。会期終了後は青森空港、津軽海峡フェリー、新青森駅、ワ・ラッセに１台ずつ展示する予定です。

力作揃いのミニねぶたをぜひお楽しみください。

好評開催中『ミニねぶた展～ねぶた師をめざして～』『ミニねぶた展～ねぶた師をめざして～』

豊漁祈願「浜の神 鮫浦太郎」
監修：内山 龍星
制作：林　 良紀
下絵：中村 康介

（下絵コンクール中学生の部最優秀賞）

迦楼羅 安寧の音色
監修：竹浪 比呂央
制作：田中 悠志　

火牛の計 木曾義仲
監修：北村 春一
制作：板垣 大地

春興鏡獅子
監修：立田 龍宝
制作：細川 知敬

①ワ・ラッセ ②青森空港 ③津軽海峡フェリー ④新青森駅

http://www.nebuta.jp/warasse/index.html


■令和 3年 5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。

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。

コンベンションカレンダー

あおもり産品販売促進協議会では、 青森市内の農林水

産業者等及び中小企業者による青森市産の農林水産

品を活用した商品等の販路拡大及び新規需要開拓を目

的に行う商談会等への出展を支援するため補助金を交

付します。

出展に係る事業費 （旅費、 出展料、
小間装飾費、 備品借上費、 印刷
製本費、 運送料） の２分の 1 の額
もしくは 25 万円のいずれか低い方の額
を補助いたします。

青森市では、 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

けている地域経済の回復に向け、 市民の生活を応援し

市内の消費喚起に繋げるための 「プレミアム付商品券事

業」 を、 昨年度に引き続き実施することとなりました。

1 万円で 13,000 円分のお買い物ができるお得な商品券

を利用いただける店舗の募集をしています。

「青森市プレミアム付商品券」を
　　　  利用できるお店募集中 !!

◇募集期間　　～ 7 月 30 日 （金） 17 時必着

◇募集対象　　青森市内で営業している店舗

　　　　　　　　  　（小売店、 飲食店、 サービス業等）

青森市プレミアム付商品券
◆販売期間　　7 月 1 日 （木） ～ 8 月 31 日 （火）

◆利用期間　  7 月 1 日 （木） ～ 9 月 30 日 （木） あおもり産品販売促進協議会

（青森市あおもり産品支援課）  ☎0172-26-6102

あおもり産品販売促進協議会ホームページで !!

< お問合せ・申請先 >　

「あおもり産品販路開拓補助金」
　　　　　　　　　　　　　　　　のお知らせ

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

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

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

6/11～13 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

6/11～20 石澤桐雨　萬葉二千ニ十首展 東奥日報新町ビル3FNew'sホール 東奥日報社・東奥日報文化財団

6/13 第44回全日本おかあさんコーラス東北支部大会 リンクモア平安閣市民ホール 青森県合唱連盟

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

6/25～27 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 写真展　ル．ガッツ 協同組合タッケン美術展示館 桜田淳悦

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

7/1～31
*11日は休館

階段ギャラリー「M.KAKIZAKI色えんぴつ画展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/1 玖美龍ふみづきの会 リンクモア平安閣市民ホール 玖美龍

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

7/1～4 日本水彩画会青森県支部展 協同組合タッケン美術展示館 日本水彩画会青森県支部

7/2～4 透明水彩あおもり会展 協同組合タッケン美術展示館 透明水彩あおもり会

7/10
ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第134回コンサート
「大公トリオ」を聴く！ヴァイオリン・チェロ・ピアノのコンサート

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」

7/9～11 第29回全日本写真連盟青森支部写真展 協同組合タッケン美術展示館 全日本写真連盟青森支部

7/11 夏の茶の湯道具大売出し 協同組合タッケン美術展示館 (株)オオタカ函館

7/14・28 サークル体験講座「畳のヘリで作るポシェット」（2回連続講座） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/16～18 第46回青洞書道展 協同組合タッケン美術展示館 青洞書道会

7/23～25 '21彩会展 協同組合タッケン美術展示館 彩会

7/23～25 第47回日本板画院青森支部展 協同組合タッケン美術展示館 日本板画院青森支部

7/28～8/1 第74回示現会青森展・第6回示現会青森県支部公募展 協同組合タッケン美術展示館 （一社）示現会青森県支部
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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

9：45～ - 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

　　補助額　

最大 25万円

【青森市プレミアム付商品券事業実行委員会 事務局】

　☎080-3332-8871　https://aomori-premium.jp/

https://aomorisanpin.jp/
https://aomori-premium.jp/

