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観光コンベンションニュース
いよいよ本番！青森ねぶた祭開催
８月１日（月）
８月２日（火）・３日（水）
いよいよ本番！青森ねぶた祭開催
■子供ねぶた・大型ねぶたの運行
■前夜祭
時間：１８時～２１時頃 会場：青い海公園
ミスねぶたやねぶた師の紹介、ねぶた囃子コンテストや
バケト競演、囃子模範演奏などが行われます。

■第６８回浅虫温泉花火大会
時間：１９時～２０時４０分 会場：浅虫海浜公園
夜空に美しく咲くスターマインを間近にお楽しみいただ
けます。当日販売の有料観覧席あり。お問い合わせは、
浅虫温泉観光協会（☎017-752-3250）まで。

８月４日（木）・５日（金）・６日（土）
■大型ねぶたの運行
時間：１９時１０分～２１時 会場：青森市中心部
４日 大型ねぶた １８台 出世大太鼓
担ぎねぶた
１台
５日 大型ねぶた ２１台 出世大太鼓
６日 大型ねぶた ２２台

時間：１９時１０分～２１時 会場：青森市中心部
２日 子供ねぶた・担ぎねぶた １２台
大型ねぶた
１５台
３日 子供ねぶた・担ぎねぶた １１台
大型ねぶた
１５台

８月７日（日）
■大型ねぶたの運行
時間：１３時～１５時 会場：青森市中心部
大型ねぶた
１７台（予定）
子供ねぶた・担ぎねぶた
２台

■第６２回青森花火大会・ねぶた海上運行
時間：花火大会 １９時１５分～２１時頃
海上運行 １９時～２０時 会場：青森港
スターマインなど約１万１千発の花火が打ち上げられま
す。海上運行には受賞ねぶた５台と推薦を受けた１台の
合計６台が参加します。

青森ねぶた祭写真コンテスト応募作品募集！
ねぶた・ハネト・囃子方・バケト・海上運行・花火大会など、２０１６年青森ねぶた祭に関するあらゆるものを
テーマにした作品を募集します。
■応募方法

必要事項を記入した応募票を写真の裏に貼り付け、郵送または
ご持参ください。
■サ イ ズ 四切サイズ（A4 ワイド可）、または A4 サイズカラープリント
で単写真とします。
■各
賞 推薦（１名）賞状・賞金５万円・盾、特選（３名）賞状・賞金１万
円・盾、準特選（５名）賞状・賞品、入選（３０名）賞状・賞品
■申込締切 平成 28 年 8 月 22 日（月）必着
■申込・問合 青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1-2F TEL.723-7211

ウォーターフロント
モーニングプロジェクト

２０１５ 『眼力』
推薦作品 小笠原 敦司（青森市）

応募要項 ・ 応募票はねぶた祭ＨＰから
ダウンロードできます

ラヂヲ体操＆朝マルシェ 好評開催中！

８月２０日までの毎週土曜日、ラヂヲ体操＆朝マルシェを開催します。どなたでも自由に参加できます。
◆期間
◆時間
◆会場

7/22 ～ 8/20 毎週土曜日（全 5 回）
ラヂヲ体操 6:30 ～ 6:45
朝マルシェ 6:30 ～ 8:00 ※商品が無くなり次第終了
ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場

参加者には周辺施設で特典を受けられる
スタンプカードをお渡しします。
ぜひご参加ください！

青森市観光キャラクター ねぶたん

８月イベント情報
●ぶるーｎｅｂｕｔａ２０１６【8/2 ～ 4・8/6 ～ 7】
●津軽の魂ライブ in ワ・ラッセ【8/2 ～ 8/5】
津軽弁で綴られる青森の美しい春夏秋冬の情景と伝統文 津軽の伝統芸能「津軽三味線」
「民謡」
「手踊り」ステージ。
化映像と共に、青森が生んだアクロバティックパフォーマー
時間／ 14：00 ～ 14：40
「BLUE TOKYO」が可憐に舞い踊り、
時に猛々しく躍動する！ 料金／ 1,000 円（前売）、1,200 円（当日）
時間／ 17：30 ～ 上演時間 40 分（予定）
●第 6 代名人北村隆 ねぶた制作 50 周年記念展【8/1 ～ 8/8】
※8/7 は①15：30 ～②17：45 ～の 2 回公演
第 6 代ねぶた名人北村隆氏の貴重な原画や作品を展示。
料金／大人 2,000 円、中学生以下 1,500 円、幼児無料
時間／ 9：00 ～ 18：00（最終日のみ 15：00 終了）
チケット情報はこちらから（全席指定席）
●ねぶた囃子実演＆ハネト体験【8/2 ～ 7・8/11 ～ 14】
http://www.blue-nebuta.net/
時間／①11：00 ～ ②13：00 ～ ③15：00 ～ 各 30 分
●ねぶたん・ハネトンとあそぼう！【8/2 ～ 7・8/11 ～ 8/14】
時間／ 13：30 ～ 14：00
●ワ・ラッセ工房スペシャル【8/11 ～ 8/14・8/28】
申
ミニ金魚ねぶたなどの工作体験。（教材費がかかります）
時間／①10：30 ～ 12：00 ②13：30 ～ 15：00
●もつけどじょっぱりの魂ッこ展【7/28 ～ 8/16】
平成 28 年度出陣ねぶた下絵などを展示。
ねぶたミュージアムは展示ねぶた入替のため、 8/9 ・ 10 の 2 日間、 休館いたします。
※ショップ、 レストランは通常営業いたします※
時間／ 9：00 ～ 22：00
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

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場

第68回浅虫温泉花火大会

19：00～

8/1～6

決め手くん市場

11：00～

青森駅前公園

新町商店街振興組合

8/1～7

あおもり産品物産展 め～ど～inワ・ラッセ

10：00～

ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場

青森市物産協会

8/2～30

アコール階段ギャラリー「心癒されるプリザーブドフラワーアレンジメント」

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

8/13～16

雲谷高原夏祭り【ひまわりロード＆大文字焼き】

8/21

第18回あおもりマルシェ

9/1～9/13

アコール階段ギャラリー
「写真展 市民が集まる場所～戦後の青森市の街並みから～」

時

定

9/3～4

新築・増改築フェア2016

9/4

2016ドッグパーティーinモヤヒルズ

9/6

人生の棚卸し～終活 片付け 極め術～Part2

9/10～11

第9回青森県自動車部品商組合合同展示会2016

9：00～
-

浅虫海浜公園

主催・問い合わせ

8/1

浅虫温泉花火大会実行委員会

モヤヒルズ

モヤヒルズ

9：00～

青森市スポーツ公園わくわく広場

あおもりマルシェ実行委員会

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10：00～

所

青森産業会館

㈱吉田産業青森支店

モヤヒルズ

モヤヒルズ

13：30～

アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザカダール

10：00～

青森産業会館

㈱フジモーターズ

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

-

17日10：00～
18日 9：30～

9/17～18

アコールフェスタ2016～来てきて 見てみて ふれてみて～

9/17～18

ENEOSグローブエナジーグループ秋の大感謝祭

9：30～

青森産業会館

ENEOSグローブエナジー㈱青森支店

9/18～19

第19回あおもりマルシェ

9：00～

青森市スポーツ公園わくわく広場

あおもりマルシェ実行委員会

9/18～19・22 雲谷高原コスモスまつり

モヤヒルズ

モヤヒルズ

11：00～

青森産業会館

㈱ユウメディア

カクヒロあたたかリフォームフェア

10：00～

青森産業会館

㈱角弘

カダール・カンファレンスコーナー学ぼう語ろう男女共同参画 第2回勉強会

10：00～

アウガ男女共同参画プラザ情報ステーション 青森市男女共同参画プラザカダール

フードオービター2016

10：00～

青森産業会館

9/19

おでかけライブin青森

9/24～25
9/27
9/29

-

カネカ食品㈱

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

会場

参加人数

8/11

青森県保育連合会 創立60周年記念式典

13:00

-

リンクモア平安閣市民ホール

8/25

第65回青森市社会福祉大会

13:30

-

リンクステーションホール青森

8/27

第17回梅の実講演会

13:30

400 リンクモア平安閣市民ホール

8/27～28

第39回全日本おかあさんコーラス全国大会

10:00

1,850 リンクステーションホール青森

9/4

平成28年度浄土宗東北地区檀信徒の集い青森大会

12:30

9/7
9/8

9/16
9/18
9/29
9/30

リンクステーションホール青森

青森市社会福祉協議会
全国退職女性校長会梅の実会青森支部

全日本合唱連盟
浄土宗青森地区

13:10
第63回日本栄養改善学会学術総会

9/9
9/15

-

主催・問い合わせ
青森県保育協会

9:30

3,100 リンクステーションホール青森

日本コンベンションサービス㈱東北支社

9:00
第47回（平成28年度）日本看護学会学術総会 精神看護
第１４回日本女性薬剤師会全国移動セミナー
第４０回日本女性薬剤師会東北ブロック大会
第40回全国救護施設研究協議大会

10:30
10:35
9:30
9:45
9:00

700 リンクステーションホール青森

青森県看護協会

200 青森国際ホテル

青森県女性薬剤師会

500

ホテル青森
ホテルクラウンパレス青森

全国救護施設協議会
東北地区救護施設協議会

■平成２８年７月２２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。

