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ねぶたの家 ワ ・ ラッセ　青森市安方 1-1-1　TEL.017-752-1311　FAX.017-752-1312　http://www.nebuta.jp/warasse/

ＧＯ！ ＧＯ！ ウィーク ２０１５　 4/29 ～ 5/6

■ねぶた囃子実演＆ハネト体験　※有料ゾーン

　4/29(水・祝)、5/2( 土 ) ～ 5/6( 水・休)　①11:00　②13:00　③15:00
■ワ・ラッセ工房スペシャル　※有料

　4/29(水・祝)～ 5/6( 水・休)　①10:30　②13:30
■被災地へ届けよう ぬり絵 100 円募金
　4/29(水・祝)～ 5/6( 水・休)　9:00 ～ 16:00
■ねぶたん・ハネトンと遊ぼう
　4/29(水・祝)～ 5/6( 水・休)　①10:00　②14:00
■小倉泉山 ねぶた切り絵展＆教室
　4/29(水・祝)～ 5/6( 水・休)　9:00 ～ 18:00
■第 4 回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール作品展
　4/29(水・祝)～ 5/6( 水・休)　9:00 ～ 18:00
■被災地へ届け 津軽の魂 津軽三味線スペシャルライブ
　5/3( 日 )13:45 ～ 14:45、5/4( 月・祝)13:45 ～ 14:45、5/5(火・祝)13:45 ～ 14:30

ねぶたの家ワ・ラッセでは、４月２９日 ( 水・祝) ～５月６日 ( 水・休) のゴールデンウィークを「ワ・ラッセＧＯ！
ＧＯ！ウィーク」とし、様々なイベントを開催します。是非ご家族、ご友人とご来館ください。

子どもの日スペシャル
5/3( 日・祝) ～ 5/6 （水・休） の期間中

全世界の小 ・中学生入場無料 !!

5/4( 月・祝)15:00 ～ 18:00
ワ ・ ラッセ西の広場にて
ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル

ベリーダンス＆
よさこい演舞が行われます !!

青森市内開催 ゴールデンウィークイベント情報

時

問

所

青森春まつり青森春まつり
　　4/18( 土 ) ～ 5/6( 水・休)
　　合浦公園 ・ 野木和公園
　　※野木和公園は 4/25 ～
　　パークメンテ青い森グループ
　　TEL. 017-741-6634

2015 アスパム春まつり2015 アスパム春まつり
　　4/29( 水・祝) ～ 5/6( 水・休)
　　　　青森県観光物産館アスパム
　　　　TEL. 017-735-5311

時
問所

動物ふれあいウィーク 2015動物ふれあいウィーク 2015
「これが警察犬だ！
　～いろんな警察犬に会おう～」
　　5/2( 土 ) ～ 5/4( 火・祝)
　　　　動物愛護センター
　　　　TEL. 017-726-6100

時
問所

津軽三味線日本一決定戦
時
津軽三味線日本一決定戦
　　5/3( 日・祝)、 5/4( 月・祝)
　　リンクステーションホール青森
　　事務局
　　TEL. 090-7525-6047
問
所

モヤヒルズアウトドアフェスタモヤヒルズアウトドアフェスタ
　　5/2( 土 ) ～ 5/6( 水・休)
　　　　モヤヒルズ
　　　　TEL. 017-764-1110

時
問所

縄文春祭り縄文春祭り
　　5/2( 土 ) ～ 5/6( 水・休)
　　　　縄文時遊館
　　　　TEL. 017-781-6078

時
問所

AOMORI 春フェスティバルAOMORI 春フェスティバル
　　5/4( 月・祝)、 5/5( 火・祝)
　　4 日ワ ・ ラッセ西の広場
　　5 日新町通り他
　　青森商工会議所
　　TEL. 017-734-1311

時

問

所

ねぶた祭オフィシャルサイトのバナー広告を募集いたします。６月～８月の
３ヶ月契約のほか、年間契約もあります。この機会に是非お申込みください。

お申込・お問合せ　青森観光コンベンション協会　TEL. 017-723-7211　http://www.nebuta.jp/

青森ねぶた祭オフィシャルサイトバナー広告募集！

青森市観光キャラクター

ねぶたん

青森市観光キャラクター

ハネトン

8/2・3・6

8/7（昼のみ、昼夜セット）

8/4・5

◎受付中

× キャンセル待ち

団体観覧席受付状況

料金：お一人様 2,600 円（税込・パンフレット付）
人数：10 名以上

掲載場所 ３ヶ月契約料金（６月～８月）※税込

トップページ上部 90,000円（1ヶ月あたり30,000円）

トップページ中部 30,000円（1ヶ月あたり10,000円）

全ページ
※トップページ、掲示板除く

90,000円（1ヶ月あたり30,000円）

指定ページ 60,000円（1ヶ月あたり20,000円）

個人観覧席（１～９名様）
６月下旬発売予定

６月～８月は
３０万アクセス !!

4 月 22 日現在

４月下旬頃から
７月上旬頃まで
イワシを追って
カマイルカが青
森港に入ってき
ます。

天気が良い日は、
当協会事務所が
ある青森港旅客
船ターミナルビ
ル近辺や青い海
公園などから見
られることも。



■平成２７年４月１７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致します。

イベント情報

東日本大震災により犠牲となられた多くの魂の鎮魂と復興を祈願し、東北の元気を全
国に発信するため、東北を代表する祭りが集結する「東北六魂祭」が今年は５月３０
日（土）、３１日（日）秋田市で開催されます。
５回目の開催となる今回は、初めて大型ねぶたを運行します。出陣するねぶたは、昨
夏のねぶた祭に出陣した「鬼童丸と袴垂保輔」（制作者：内村龍星）。

２０１５.５/３０ （土）、 ５/３１ （日）
開催場所 ： 秋田市内

東北六魂祭 2014 の様子

「日天　水天」完成

コンベンションカレンダー
開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

5/17 国際ロータリー第2830地区2015～2015年度地区協議会 10:30 - リンクモア平安閣市民ホール
国際ロータリー第２８３０地区青森
モーニングロータリークラブ

5/26
平成27年度青織県保健協力員会等連絡協議会総会
平成27年度保健協力員代表者研修会

12:45 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県保健協力員会等連絡協議会

6/3 青森県食生活改善推進員連絡協議会総会・研修会 10:30 - リンクステーションホール青森 青森県食生活改善推進員連絡協議会

6/20 平成27年青森ブロック家庭教育講演会 10:00 - リンクステーションホール青森 実践倫理宏正会青森支部

6/20 平成27年度青森県看護協会通常総会・職能集会 10:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県看護協会

6/25～26 第65回東北地区中学校長会研究協議会青森大会 9:00 800 ホテル青森 東北地区中学校長会青森県中学校長会

八甲田 “雪の回廊と温泉” ウォーク
３月３０日 ・ ３１日に実施

３月３０日（月）、３１日（火）の
２日間開催いたしました「八甲田 “雪
の回廊と温泉” ウォーク」は、両日
とも好天に恵まれ、２日間で６０８
名の参加者が、高さ最高７.５ｍの雪
の回廊でのウォーキングや温泉入浴
を楽しみました。

平成２６年度の事業報告ならびに収支決算の
ご報告をいたします。会員の皆様にはご案内
をお送りいたしますので、ご出席くださいま
すようお願いいたします。

日時　6 月 16 日（火）16：00

会場　青森国際ホテル 3 階「萬葉の間」

平成２７年度
定時総会開催のご案内

イタリア・ミラノで開催される「ミラノ万博」ジャパンデーにおいて、東北６市の夏
祭りによるパレードが開催されます。
出陣する中型ねぶたは、ミラノ万博の「地球に食料を、生命にエネルギーを」という
テーマに基づき、想像力を神格化した神「日天」と、気品に満ち溢れ全てを潤し平等
を意味する神「水天」を題材に、第６代ねぶた名人・北村隆さんが制作しました。

ミラノ国際博覧会 ７月１１日 青森ねぶた出陣

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

5/1～29
アコール階段ギャラリー
「あおもり初A高校生と絵と川柳かるたでコラボ～あおもり男
女共同参画川柳かるたができました!!～」

9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

5/2～6 青森市所蔵作品展「生誕100周年記念佐藤米次郎展」 10：00～ 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

5/3～4 第9回津軽三味線日本一決定戦 9：30～ リンクステーションホール青森 同実行委員会

5/10 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

5/20 あそびにおいでよ　青森市子育て広場 10：00～ アウガAV多機能ホール 青森市保育連合会

5/26 青森市所蔵作品展「生誕100周年記念　佐藤米次郎展」 10：00～ 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

5/30～31 VWA EXPO 2015 10：00～ 青森産業会館 Volkswagen×Audi Exposition

5/6～7 新車ディーラー合同中古車大商談会 10：00～ 青森産業会館 RABサービス

6/1 アコール階段ギャラリー「プリザーブドフラワーと夏のグリーンアレンジ」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/13～14 青森ドラッグストアショー2014 10：00～ 青森産業会館 丸大サクラヰ薬局

開始時間

青空の下のウォーク


