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観光コンベンションニュース
４月７日(水)より『青森ねぶた祭団体観覧席』受付開始！
団体観覧席の申し込みは、①一次募集｢買取｣(人数が確定している団体向け)と②二次募集｢予約｣(人数がまだ確定
していない団体向け)の２回に分けて受付いたします。
◆申込人員 １０名様以上
◆料
金 8/2〜6(夜)・8/7(昼)は、１名様2,500円(パンフレット付)
8/7(昼)＆(夜)花火大会・海上運行セット料金は、１名様6,500円(ねぶたパンフレット付)
※花火大会・海上運行の観覧席は指定席。限定2,000席(新中央埠頭)

①一次募集(買取制)４月７日(水)９時〜１３日(火) 人数変更・キャンセルは出来ません。
②二次募集(予約制)４月２１日(水)９時〜 ６月１７日(木)まで人数変更可能です。
※定員を超えた場合はキャンセル待ちとなります。
※詳細については、ホームページhttp://www.nebuta.jp/をご覧ください。
※１０名様未満の個人観覧席は、７月上旬より発売予定です。
詳しくは６月中旬頃にお問い合わせください。

＊＊＊ ねぶた祭観覧席設置へご理解ご協力を ＊＊＊
運行コースの沿線歩道に観光客や市民のための有料の観覧席を設置します。
観覧席の収入は、ねぶた小屋の設営や運行団体への助成など運行するため
の経費となります。その他、祭り期間中の清掃活動や臨時案内所、案内板誘
導標識、仮設トイレ設置、祭りポスターやプログラムの制作、ガードマン・
アルバイトの雇用など、祭り運営に係る経費にも充当されます。
７月中旬から観覧席設置作業を行いますので、皆様のご理解ご協力の程お
願いいたします。

今年の夏は『お祭広場』！

平成22年度ねぶた祭スケジュール
◇8/2(月)・3(火) 19:10〜21:00
子供ねぶた・大型ねぶた合同運行
◇8/4(水)〜6(金) 19:10〜21:00
大型ねぶた連合運行
◇8/7(土) 13:00〜15:00
大型ねぶた連合運行
※但し21:00(7日は15:00)前に各ねぶた
が運行コースを一周した場合、その
時点で祭り終了(予定)となります。

◇8/7(土) 19:15〜21:00
青森花火大会・ねぶた海上運行
７台のねぶた海上運行と花火の競演！

７月３１日(土)19:00〜20:30 −街中にねぶたを展示−

新幹線新青森駅開業プレイベントとして、青森ねぶた祭の本番前７月３１日の夜に「青森ねぶたお祭広場」
を開催します。大型ねぶた・子供ねぶたを街中に配置し、ねぶた囃子演奏などで祭り直前の青森の街をより一
層盛り上げます。市民や観光客が街中を歩きながらねぶたを見学できる、野外版ねぶたミュージアムのような
空間を演出し、１２月に迫った東北新幹線新青森駅開業をＰＲいたします。

東京プレスによる青森取材旅行 〜冬の青森の魅力をＰＲ〜
３月６〜８日に冬の青森を取材していただくため、東京
の旅行会社・ブロガー合わせて５名をお招きしました。
八甲田ではスノーシュー体験をし、雪と樹氷と雄大な自
然を歩きながら満喫しました。また、当協会主催のバスツ
アー「津軽半島冬景色コース」に参加。水だこの疑似漁や
釜ゆで見学、珍しい階段国道を歩いたり、風の吹きすさぶ
龍飛崎を体感したりと、本州の最北端の地らしい冬の青森
の姿を見ていただきました。ほかにも金魚ねぶた製作体験、
昭和大仏青龍寺・三内丸山遺跡の見学、この冬のオリンピ
ックでも注目の的だったカーリングの練習風景を青森市ス
ポーツ会館で見学。「食めぐりクーポン」で青森のお寿司
を味わったり、古川市場で「のっけ丼」にチャレンジした
りと、盛りだくさんの内容で、「観る」だけではなく「体
験する」「食べる」青森をご紹介いたしました。
新幹線新青森駅開業を機にますます積極的に青森の魅力
を広めていただくよう、これからもプレスの方々に働きか
け、ＰＲに努めて参ります。

新しい冬のイベントを♪ 〜三内丸山コンサート試験実施〜
２月２７日、三内丸山遺跡の大型竪
穴住居で「縄文コンサート」を開催し
ました。観光客の入り込みが落ち込む
冬季に新たな誘客イベントをというこ
とで、試験的に実施。縄文時代の雰囲
気を味わいながら、指笛や二胡・ジャ
ンベの演奏
を聴き、マジックショーやイノシシ鍋
も堪能しました。
観光関係者を中心に約４０名の方々
が見学され、意見交換会やアンケート
でいただいた意見を参考に、来季の本
格実施を目指し取り組んで参ります。

臨時総会で事業計画が決定
３月２４日(水)ホテル青森において臨時
総会を開催し、１０５名の協会員の方々に
ご出席いただきました。平成２２年度の事
業計画並びに収支予算等について、原案ど
おりご承認いただきました。
今年度は、平成２３年１月開館予定の
「ねぶたの家 ワ･ラッセ」を含めた、新幹
線対策事業を最重要課題として事業に取り
組んで参ります。
通常総会は５月２６日に開催し、平成
２１年度の事業報告をする予定となってお
ります。
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4/8

第7回国内観光活性化フォーラムｉｎ青森

13：00〜

1,300 青森市文化会館、ホテル青森 (社)全国旅行業協会青森県支部

5/12

平成22年度 東北国道協議会通常総会

11：00〜

130 ホテル青森

青森市道路建設課

5/13

全国市区選挙管理委員会連合会東北支部定期総会

13：30〜

120 ホテル青森

青森市選挙管理委員会事務局

5/19

全国宣伝販売促進会議

13：30〜

700 ホテル青森

(社)青森県観光連盟
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4/1〜29 アコール 階段ギャラリー 「カントリー雑貨の仲間達」

9：00〜

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

4/3〜25 第8回湯の島カタクリ祭り

9：00〜

‑ 浅虫 湯の島

4/6

春の食品フェア

4/11

フィッシングショーinあおもり2010

10：00〜

1,000 青森産業会館

9：00〜

10,000 青森産業会館

青森観光コンベンション協会浅虫支部

㈱ヤマイシ
フィッシングショー実行委員会

4/16〜18 第6回日中水墨交流協会青森県支部水墨画展

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

日中水墨交流協会青森県支部

4/16〜18 第8回AAPA写真展 〜Aomori Anthology〜

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

青森県広告写真家協会

4/17・18 角弘全社グランドフェア2010

10：00〜

4/17〜5/30 企画展「白木茂生誕100年展」

9：00〜

4/21・28・ アコール サークル体験講座「リズムにのって、レッツ・ス
5/12・19 テップ!!」 〜心も体もリラックス・リフレッシュ〜
4/22

アコール サークル体験講座 「おいしい煎茶の飲み方・いれ方」 14：00〜

10 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

NPO法人「音楽ネット青森」第47回コンサート ヤンネ舘
野タンゴアンサンブル
平成22年度 青森市寿大学・寿大学院・女性大学・女性
4/27
大学院合同入学式・始業式
アコール 階段ギャラリー「幸せパッチワークキルト〜ひ
5/1〜30
まわりがいっぱい〜」
5/2・3 第4回津軽三味線日本一決定戦
第5回AOMORI春フェスティバル

5/7〜11 平成22年度 第1回青森市所蔵作品展

5/23
5/26

青森県近代文学館

各回15 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

4/25

5/16

‑ 青森県近代文学館

㈱角弘

17：30〜

4/23〜25 第43回東奥書道展

5/4・5

5,000 青森産業会館

青森県おかあさんコーラス「春のフェスティバル」

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

青森県書道連盟

14：00〜

‑ 青森市民ホール

NPO法人音楽ネット青森
・サンネット青森

13：30〜

‑ 青森市文化会館

青森市中央市民センター

9：00〜

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10：00〜 各2,000 青森市文化会館
未定

津軽三味線日本一決定戦実行委員会

‑ 新町通り・昭和通り・駅前公園

青森春フェスティバル実行委員会

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

13：00〜

‑ 青森市民ホール

青森県おかあさん合唱連盟

‑ 青森市民ホール

NPO法人音楽ネット青森・
サンネット青森

NPO法人「音楽ネット青森」第48回コンサート クリステー
14：00〜
ナ・ワレフスカ チェロ演奏会
第2回アコール学園「サクサク出来るパッチワーク」〜ログ
10：00〜
キャビンでなべしき〜

15 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

■平成２２年３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。

