
 
 

 2008 年青森ねぶた祭に関するあらゆるものをテー

マに作品を募集します。 
 

 ■応募方法…応募用紙に住所、氏名、電話番号、画

題を記入・添付のうえ事務局までお送

りください。 

 ■サイズ…カラープリント四つ切（ワイド可） 

 ■申込締切…平成２０年８月２２日(金)必着 
 

 ※１人５点まで応募可。応募要項がございますの

で、お問い合わせください。 

８月１日(金)

18:00～21:00 前夜祭（青い海公園特設ステージ）

　2008ミスねぶた紹介、ねぶた師紹介、バケト競演、

　太鼓・笛持久力コンテスト、囃子模範演奏

19:00～20:40 第60回浅虫温泉花火大会（浅虫海浜公園）

８月２日(土)～６日(水)

19:10～21:00 ２・３日…大型ねぶた・子どもねぶた運行

４～６日…大型ねぶた運行

　※６日は受賞したねぶたをご覧になれます

８月７日(木)

13:00～15:00 大型ねぶた・子どもねぶた運行

19:00～21:00 ねぶた海上運行・第54回青森花火大会(青森港)

 

 

 ハネトなどの祭り衣装は「青森ねぶ

た祭保存会」が定めています。正装で

参加し、楽しいお祭りにしましょう♪ 

 

●浴衣は白地を基調とする。 

●「たすき」「しごき」「お腰」は、赤 

または黄、水色、ピンクを使用する。

頭には「花笠」をかぶり、「白足袋」

「ゾウリ」をはく。 
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 ７月２６日より試験運行している「青森市観光ルートバス」は、おかげさまで 

初日から多くの市民・観光客の皆様にご乗車いただいております。皆様からの感 

想・ご意見を参考にさせていただきたいので、是非ご利用ください。 

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

 

 

 
 

 ★利用券販売所…市営バス駅前案内所・アスパム案内所・八甲田丸・志功記念館・縄文時遊館・県立美術館・ 

ホテル青森・ワシントンホテル・市内宿泊施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆お問い合せ◆◇◆ 

社団法人 青森観光コンベンション協会 

〒030-0823 青森市橋本 2-2-17 

  青森県商工会館 4F 

TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215 

ホームページ http://www.atca.info/

 ６月２９日(日)アスパムにて「ミスねぶたコンテス

ト」が開催され、今年のミスねぶたグランプリには鎌

田紗綾さん、ミスねぶたには鹿内円さん、山内美香さ

んが選ばれました。 

 ３人は今年のねぶた祭パレードに参加するほか、年

間を通して青森の観光ＰＲに努めます。 

 皆様、応援よろしくお願いします。 

 
 

特典ＤＶＤが付いた「日本の火まつり 青森ねぶ

た」が限定発売中！１冊８００円で、当協会・市内

書店・観光施設等で取り扱いしてます。 

ぜひ、お手に取ってご覧ください。 

７月２６日(土)～９月３０日(火) 毎日運行 

１日１０便 ※8/1～7 は１日２０便 



 

 
 

  青森県外からの参加者が青森県内の宿泊施設に、延べ１００名 

以上宿泊するコンベンションが対象となります。営利を目的に開 

催されるものや行政の関わりが深い団体等が開催するものなど、 

一部適応除外となるコンベンションがあります。 

詳しくは、事務局までお問い合わせください。 

 
 

 8/2・3『第 9回メイシス全国大会＠青森』・『第 21 回全国有床診療所連絡協議会総会』、8/23・24『全国特別支援

学校知的障害教育校 PTA 連合会第 27 回全国研究協議会青森大会』など様々な会議・大会が開催されます。いらっし

ゃったお客様を歓迎ポスターの掲示で、おもてなししませんか？是非ご参加ください!! 

 

    ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

イイベベンントト情情報報  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■平成２０年７月１８日現在の情報です。都合により変更となる場合もあり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。 

助成金交付額 平成20年4月現在
県外参加者の延べ宿泊数 助成金(１件あたり)

   １００人～　  １９９人 　３０万円以内
   ２００人～　  ２９９人 　５０万円以内
   ３００人～　  ４９９人 　７０万円以上
   ５００人～　  ９９９人 １００万円以上
１,０００人～１､９９９人 ２００万円以上
２,０００人～　　　　 　 ３００万円以内

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/30～8/1 高等学校生活指導研究協議会第46回全国大会青森大会 未定 170 青森市文化会館 青森県高等学校生活指導研究協議会

8/2 第9回メイシス全国大会＠青森 11：30～ 100 青森国際ホテル 第9回メイシス全国大会実行委員会

8/2・3 第21回全国有床診療所連絡協議会総会 13：30～ 500 ホテル青森 (社)青森県医師会

8/5 青森の認知症を考える会　講演会 13：30～ 1,000 青森市文化会館 青森の認知症を考える会

8/6 自動車整備振興会東北ブロック連絡協議会 15：00～ 45 ホテル青森 (社)青森県自動車整備振興会

8/22～25 空襲・戦災を記録する会第38回全国連絡会議大会 未定 200 青森市文化会館 青森空襲を記録する会

8/23 12：30～

8/24 9：00～

8/27 第57回青森市社会福祉大会 13：30～ 1,000 青森市文化会館 青森市社会福祉協議会

8/28 第29回青森県地域婦人団体研修大会 10：30～ - 青森市民ホール
青森県地域婦人団体連合
会

9/11 平成20年　青森県赤十字大会 10：30～ 1,000 青森市文化会館 日本赤十字社青森県支部

全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会　平成20
年度第27回全国研究協議会

500 青森市民ホール
全国知的障害者養護学校
PTA連合会事務局

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/30～8/3 平成20年度　第2回青森市所蔵作品展 10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

8/2 第6回まちづくりセミナー 9：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)日本建築士連合会

8/3 第15回太極拳フェスティバル2008 10：30～ - 青森市民ホール 青森県太極拳協会

8/7 暑気払いウォーキング 9：30～ 50 国民保養センター 花岡荘 国民保養センター 花岡荘

8/8 青森県の地域医療を考えるシンポジウム 18：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 連合青森

8/8・9 チビッコわくわくワールド　フリーマーケット 10：00～ - 青森県営スケート場 みちのくリサイクル運動市民の会

8/10 あおもりビューティスクール　フェスティバル2008 12：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県理容美容学校連絡協議会

8/8・9 チビッコわくわくワールド　フリーマーケット 10：00～ - 青森県営スケート場 みちのくリサイクル運動市民の会

8/16 第28回雲谷かがり 18：30～ - モヤヒルズ第３駐車場 モヤヒルズ

8/17 筒井中学校吹奏楽部　第23回定期演奏会 13：30～ 1,000 青森市文化会館 青森市立筒井中学校吹奏楽部

8/21 市民活動温円講座「どれどれやってみようかチラシづくり」 10：00～ 30 アウガ５階カダール研修室 青森市男女共同参画プラザ「カダール」

8/23 ピアノ＆ピアノｉｎ青龍寺 18：00～ - 青龍寺 五重塔野外ステージ 昭和大仏　青龍寺

8/26 青森県戦没者追悼式 10：00～ 2,000 青森市文化会館 青森県健康福祉政策課

8/27 公益法人制度改革に関する説明会 13：30～ - 青森市民ホール 青森県総務学事課

8/31 第21回健康まつり 10：00～ 600 青森産業会館 青森保健生活協同組合

8/31 市民公開フォーラム　胸が苦しくなったらどうする？ 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 第一三共㈱青森第一営業所

9/7 フリーマーケットｉｎ青い森セントラルパーク 10：00～ - 青い森セントラルパーク みちのくリサイクル運動市民の会

9/7 第18回青森県民文化祭　南部・津軽の民謡大会 12：00～ - 青森市民ホール 日本民謡協会青森連合会

9/8 第17回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会 13：30～ - 青森市民ホール (財)暴力追放青森県民会議

9/11 秋の食品フェア 9：00～ 1,000 青森産業会館 ㈱ヤマイシ

9/12 第19回東青地区高校生交通事故防止大会 13：30～ - 青森市民ホール 青森市交通安全対策協議会

9/13 青森市ＰＴＡ連合会　創立60周年記念事業 13：00～ 2,000 青森市文化会館 青森市ＰＴＡ連合会

9/14 農協まつり 9：00～ 2,000 青森産業会館 新あおもり農業協同組合


