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観光コンベンションニュース
『青森市観光ルートバス』試験運行 −今年も走ります♪−
２０１０年の東北新幹線新青森駅開業時に向けて、８月１日から３０日の１ヶ月間、観光ルートバス試験
運行を実施いたします。３年目の今年は双方向ルートでの試験運行のほか、ホスピタリティ対策の一環とし
て８月１日から７日まで観光サポーターを試験導入し、来年以降の本格実施に備えます。
文化観光施設８ヶ所を巡る、１日乗り放題５００円のお得なルートバスをぜひご利用ください。
青森市観光センター

左回り
【１日９便】

始発 9:15
終発17:00
右回り
【１日８便】

始発 9:30
終発16:10
印は、ルートバス利用券を販売しています。

８月１日(土)〜３０日(日)双方向ルートで毎日運行!! 一日乗り放題５００円！
ご協賛いただきました各社様には衷心より感謝申し上げます。

青森ねぶた祭★個人観覧席販売情報★
お一人様１〜９枚まで購入可能
１枚2,500円(８／７観覧席券セットは6,500円)
●全国共通の購入方法【７月４日(土)より販売】
…チケットぴあ・ローソンチケットの利用
●青森市内の販売店窓口で直接購入
【７月１日(水)〜１０日(金)まで販売】
●８/７ねぶた(昼)＆花火大会(夜)観覧席券セット
…青森観光コンベンション協会で７/１〜電話受付
●車いす席
…青森観光コンベンション協会で電話受付中

※個人観覧席についての詳細は別紙をご覧ください。
団体観覧席(１０名様以上)も空席がありますので、
ご要望の方は、当協会までお問い合せください。

浅虫温泉花火大会も観覧席があります
８月１日(土)１９：００〜２０：４０頃 浅虫海浜公園
観覧席：お一人様１,０００円(税込)
ビーチ側有料観覧席を、当日１３：００
より大会本部(サンセットビーチ入口)と
案内受付で販売いたします。

当日券のみ
販売!!

【問合先】青森観光コンベンション協会浅虫支部
ＴＥＬ．０１７−７５２−３２５０

「ねぶたガイド」活動中
− ねぶたを学べます −
ねぶたガイドは、ラッセランドでねぶたの歴史
から祭りの仕組み・ねぶた制作過程等を案内して
おり、県内外の多くのお客様から好評を得ていま
す。
事前にお申込していただければ、お客様のご要
望に合わせて、時間や内容を調整してご案内いた
します。英語での対応ＯＫのガイドさんもいます。
★期間
★時間

７月１日(水)〜８月６日(木)
１０：００〜１６：００
（１２：００〜１３：００は制作者が休憩
のため、小屋の見学はできません）
★申込 直接現地（アスパム裏ラッセランド）に
お越しいただくか、電話による受付がご
ざいます。
ＴＥＬ．０１７−７３５−９１５１
（受付時間１０：００〜１５：３０）

＊今年もねぶた祭最終日に青森花火大会・海上運行が
花火大会を観覧席で ＊
開催されます。今年は開始と同時に７台のねぶた海上
運行がスタート。花火とねぶたのコラボレーションの
後には約９千発の花火が打ち上がります。
ねぶたと花火の競演は、世界でここだけ!!

８月７日(金)１９：１５〜２１：００
19:15 打ち上げ開始･ねぶた海上運行入港
20:10 ねぶた海上運行出港･大型花火打上
21:00 終了予定
料

金：青い海公園･新中央埠頭 Ａ席 ４,０００円
(全席パイプ椅子指定席)Ｂ席 ３,５００円

発売日：平成２１年７月１３日(月)１０：００〜
◆東奥日報社観光部
窓口直接販売（平日９：００〜１７：００）
◆ローソンチケット TEL.０５７０−０８４−００２
Ｌコード：青い海公園２７７７８、新中央埠頭２７７７９
◆チケットぴあ TEL.０５７０−０２−９９９９
Ｐコード：６１５−４８５
◆インターネット販売 http://aomorihanabitaikai.jp/
◆電話販売 TEL.０１７−７６２−２２５３
（Gettiiチケットセンター１０：００〜１８：００）
◆携帯電話 http://www.e‑get.jp/hanabi/
【問合先】東奥日報社観光部 TEL.017‑773‑7777
ホームページ http://aomorihanabitaikai.jp/

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

7/3

東北地区高等学校ＰＴＡ連合会青森大会

7/3
7/4
7/8

時間

会場

参加人数

主催・問い合わせ

9：30〜

1,800 青森市文化会館

第42回全国ホタル研究大会青森大会

13：00〜
9：30〜

200 青森市民ホール

第30回交通安全母の会青森県大会

13：00〜

1,300 青森市文化会館

2009年公企評組織集会

13：45〜

250 青森国際ホテル

全日本自治団体労働組合

7/9〜11 自治労第14回一般現業全国集会

13：30〜

300

全日本自治団体労働組合

7/9・10

青森グランドホテル、アスパム

7/10

平成21年度 東北６県市町村教育委員会連合会教育委
員・委員長研修会

7/14

平成21年度 安全・適正就業推進大会

7/16
7/29
7/30
8/25

全国漁業共済組合連合会

13：00〜
12：30〜
第５７回全国高等学校家庭クラブ研究発表大会 青森大会
9：30〜
第30回青森県地域婦人団体研修大会
10：30〜

2,000 青森市文化会館

8/27

第58回青森市社会福祉大会

1,200 青森市文化会館

9：30〜

1,200 青森市文化会館

10：00〜

‑ 青森市民ホール

13：30〜

100 ホテル青森

‑ 青森市民ホール

青森県高等学校ＰＴＡ連合会

細越ホタルの里の会
青森県交通安全母の会

青森市教育委員会総務課
(社)青森県シルバー人材
センター連合会
全国漁業共済組合連合会
全国家庭クラブ連盟
（青森中央高等学校）
青森県地域婦人団体連合会

青森市社会福祉協議会

イベント情報
開催日

イベント名

7/1〜8/1 アコール 階段ギャラリー「二瓶倫尚作品展」

時間
9：00〜

7/3〜5

平成21年度 第2回青森市所蔵作品展
〜東京散策〜 関野準一郎・棟方末華展
細越ホタルまつり

7/4・11

子育ていきいき広場「ママとベビーのほんわかタイム」1･2歳児コース

10：30〜

ジュニアエレクトーンフェスティバル2009・エレクトーンス
テージ2009 ジョイフルライブｉｎ青森

11：00〜
11：30〜

7/1〜5

7/4
7/5

参加人数

会場

主催・問い合わせ

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

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

19：00〜

‑ 細越ホタルの里

水土里ネット青森中部事務局

10組 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
㈱ヤマハミュージック東北
‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール
青森店
15 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/6〜17 保育サポート講座

10：00〜

7/8〜12 青森現代美術家８人展2009

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール 弘前大学農学生命科学部

青森現代美術家８人展実行委員会

7/10

第3回 ナマコフォーラム

13：30〜

7/11

映像の日 −映画を無料で鑑賞「わが故郷の歌」

14：30〜

40 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

9：00〜

‑ 青森県立近代文学館

青森県立近代文学館

7/11〜9/6 「太宰治生誕100年特別展」

7/18・26 子育ていきいき広場「ママとベビーのほんわかタイム」0歳児コース 10：30〜
7/19

NPO法人「音楽ネット青森」第41回コンサート
キリクハンドベルアンサンブル

10組 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

14：00〜

‑ 青森市民ホール

10：00〜

‑ 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

13：30〜

40 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ

9：00〜

‑ 縄文時遊館内特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

8/10〜29 アコール 階段ギャラリー「楽絵の会」夏・展
9：00〜
青森県戦没者追悼式
10：00〜
8/25
平成21年度 青森県戦没者遺族大会
11：00〜
アコール学園第3回わが街 青森 をタイムトラベル第3弾
8/29
14：00〜
「子どもが笑っていた時代〜戦後という時代を考える〜」

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
青森県健康福祉部健康政策課
2,000
青森市文化会館
2,000
青森県遺族連合会

7/19・20 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット
7/23

第1回 男･女（ひと）が輝くカダール講座2009 「いつか
おくられびと になる日のために」

7/25・26 縄文夏祭りフリーマーケット

NPO法人「音楽ネット青森」

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

■平成２１年６月２０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。

