
 
 ねぶた・ハネト・囃子方・バケト・海上運行・花

火大会など、２００７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１９年８月２４日(金)必着 

◆賞…推薦１名（賞状・賞金５万円ほか）他 

◆入賞作品展示…９月１日(土)～９日(日) 

        青森県観光物産館アスパム２Ｆ 
 

※一人５点まで応募可、但し未発表の自作に限りま

す。応募要項がございますので、お問い合わせく

ださい。 

 
当協会の会員様よりＡＥＤ（自

動体外式除細動器）を寄贈いただ

きました。ねぶた祭をはじめとし

た、イベント等で活用させていた

だきます。ありがとうございまし

た。 
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              ７月１４日より試験運行している「青森市観光ルートバス」は、おかげさまで多く 

の市民・観光客の皆様にご利用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、ホームページ http://www.nebuta.or.jp/bus/index.html で！ 

 

 

 

◆｢ご利用券｣販売所…市営バス駅前案内所・アスパム案内所(２Ｆ)・棟方志功記念館受付・縄文時遊館受付・ 

          青森県立美術館案内所(地下２Ｆ)・青森グランドホテル・青森ワシントンホテル・ 

国際ホテル・ホテル青森・ホテルサンルート青森・ホテルＪＡＬシティ青森 

◆◇◆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/

７月１４日(土)～９月１７日(月･祝)毎日運行 

１日１１便(１周６０分、４０分間隔) 青森駅前始発９：００発～最終１６：２０発 

 

 

 ７月１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世永由衣

さんが、ミスねぶたには成田慧美さん、野村翔子さん

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。 

 皆さん、応援よろしくお願いします！ 

ミスねぶたグランプリ 

世永由衣さん 

ミスねぶた 

成田慧美さん 

ミスねぶた 

野村翔子さん 

８月１日(水)

18:00～21:00 前夜祭（青い海公園特設ステージ）

　2007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

19:00～21:00 第59回浅虫温泉花火大会（浅虫海浜公園）

８月２日(木)～６日(月)

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(火)

13:00～15:00 大型ねぶた運行

19:15～21:00 ねぶた海上運行・第53回青森花火大会(青森港)



 

 

  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。 

 

 

    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１９年７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。 

助成金交付額 平成19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

8/22 青森県神社関係者大会 12：00～ 1,000 青森市文化会館 宗教法人　青森県神社庁

8/24・25 第12回日本難病看護学会学術集会 9：20～ 300 青森県立保健大学 日本難病看護学会

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

8/28 青森県戦没者追悼式 10：00～ 2,000 青森市文化会館 青森県健康福祉部

8/28 青森県遺族連合会　創立60周年記念式典 11：00～ 2,000 青森市文化会館 (社)青森県遺族連合会

8/30・31 東北六県産業教育振興連絡協議会青森大会 9：00～ 120 青森グランドホテル 青森商業高等学校

8/31 日本内科学会東北地方会 9：15～ 未定 青森市民ホール (社)青森県医師会

9/1 東北医師会連合会総会・学術大会 未定 未定 青森市民ホール 弘前大学第二内科

9/1 13：00～

9/2 9：00～

9/14 第18回東青地区高校生交通事故防止大会 未定 未定 青森市民ホール 青森市交通安全対策協議会

日本家族看護学会　第14回学術集会 450 青森県立保健大学
日本家族看護学会　第14
回学術集会事務局

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/28～8/26
夏のアートフェスティバル2007
土俗と神話－物語が生まれる場所

10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

8/4
第20回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレクあおも
り2007」シンポジウム

13：00～ 1,000 青森市文化会館
第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ祭青森県実行委員会

8/5 第22回東北吟道青森大会 10：00～ 1,500 青森市文化会館
(社)日本詩吟学院岳風会
東北認可団体連合会

8/9
青森市こども委員会ワークショップ2007
～こどもの考えつなげよう！～

13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール
青森市子ども支援課　子ど
も支援センター

8/10 献血感謝の集い 13：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県医療薬務課

8/11 映像の日　－映画を無料で鑑賞「吸血鬼ノスフェラトゥ」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

8/15～9/17 よみがえれ北前船－北国の海運と船展－ 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

8/16 第27回雲谷かがり 18：30～ - モヤヒルズ第3駐車場
青森観光コンベンション協
会雲谷支部

8/18
沢田としきと創る巨大絵本ＰＡＲＴⅡ
～ほろづきの海をたずねて～

10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール
東青地区子ども読書活動
推進事業実行委員会

8/19・20 第4回あおもり盆踊りフェスタ 13：00～ - 青い海公園 あおもり盆踊りフェスタ事務局

8/19 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 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

8/19 沢田としき講演会 13：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市読書団体連絡会

子育て支援シンポジウム2007in青森　基調講演 10：00～

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　シンポジウム 13：00～

8/24 第56回青森市社会福祉大会 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森市社会福祉協議会

9/8・9
全日本吹奏楽コンクール　第50回東北大会　小学校・中・
高小編成・大学・職場・一般の部

未定 1,000 青森市文化会館 青森県吹奏楽連盟

9/8
映像の日　－映画を無料で鑑賞「「階級関係」カフカ「失
踪者」(アメリカ） より」

14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

9/25
第20回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレクあおも
り2007」閉会式

13：00～ 1,000 青森市文化会館 青森県教育庁スポーツ健康課

8/24 -
青森市男女共同参画プラ
ザ　カダール

アウガ５階ＡＶ多機能ホール


