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観光コンベンションニュース
『青森ねぶた祭団体観覧席』４月８日(水)から受付開始!!
今年も団体観覧席の申し込みは、一次募集｢買取」と二次募集｢予約｣
平成21年度
に日時を２回にわけて受付いたします。①一次募集は人数が確定して
変更がない団体向け、②二次募集は人数がまだ確定していない団体向
ねぶた祭スケジュール
けとなります。
★申込人員 １０名様以上
☆8/2・3 19:10〜21:00
★料
金 １名様２,５００円(パンフレット付)
子供ねぶた・大型ねぶた合同運行
※８／７(昼)ねぶた＆(夜)花火大会・海上運行セット ☆8/4〜6 19:10〜21:00
料金は、１名様６,５００円【限定２,０００席】
大型ねぶた連合運行
☆8/7 13:00〜15:00
①一次募集(買取制)４月８日(水)午前９時〜１４日(火)
大型ねぶた連合運行
人数変更・キャンセルはできません。
※但し21:00（7日は15:00）前に各ね
②二次募集(予約制)４月２２日(水)午前９時〜
ぶたが運行コースを一周した場合、
６月１８日(木)まで人数変更可能です。
その時点で祭り終了となります。
※定員を超えた場合はキャンセル待ちとなります。
☆8/7 19:15〜21:00
青森花火大会・ねぶた海上運行
※詳細については、ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ http://www.nebuta.jp/をご覧ください。

＊ ＊ ＊ 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。

あおもり

検定

初めての「中級」も登場！

平成２１年５月３１日(日)10：00〜
第２回初級試験 ・ 第１回中級試験

「あおもり検定」は青森県の歴史、文化、観光、自然などの他
分野にわたり、青森通を認定する検定試験です。今回は、基本的
知識を問う初級試験に加え、やや高度な知識を問う中級試験も実
施。青森県内各地のほか、東京でも受験できます。
◆申込期間：平成２１年４月３日(金)〜５月７日(木)
◆受 験 料：初級 一般３,０００円／中級 一般４,０００円
◆受験資格：学歴・年齢・性別・国籍等の制限なし
また、２年目となる今年は、より一層青森についての知識を深
めていただくため、生誕１００周年を迎え、青森県をあげて記念
事業の実施が予定されている太宰治についての講演と、中級試験
の例題を使用したミニ模擬試験で構成する学習講座を開催します。

今年も７台のねぶたが海上運行！

個人観覧席の販売について
１０名様未満の個人観覧席は、７月４
日(土)より全国のコンビニエンススト
アほかで発売予定です。詳しくは６月
中旬頃にお問い合わせください。

文化観光交流施設の
安全を祈って
３月１８日、文化観光交流施設の本
格着工を前に工事の安全祈願祭が建設
予定地で行われました。関係者約７０
人が出席し、厳かな雰囲気の中式は進
行し、工事期間中の無事を祈り、代表
者が玉串を捧げました。
同施設は、ＪＲ青森駅近くに２０１
０年１２月の東
北新幹線新青森
駅開業に伴い２
０１１年１月オ
ープン予定。

「あおもり検定学習講座」
◇４月１８日(土) １０：００〜 青森県総合社会教育センター
申込期間は４月１４日(火)まで。お早めにお申し込みを！
このほか、八戸市・むつ市・弘前市でも開催します。

読んでみよう！
あおもり検定の必需品
『公式テキストブック』

※お申込・お問合は、青森商工会議所・あおもり検定事務局
１,７００円(税込１,７８５円)
ＴＥＬ．０１７−７３４−１３１１(土日祝を除く９〜１７時) 県内書店で好評発売中！
オフィシャルサイト http://www.acci.or.jp/kentei/

臨時総会を開催 〜平成21年度の事業計画が決定〜
３月２６日(木)青森グランドホテルにおいて臨時総会を開催し、１０６名の協会員の
方々にご出席いただきました。平成２１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、２０１０年１２月予定の東北新幹線新青森駅開業まで後１年９ヶ月と迫っ
ていることから、次年度に予定されている本キャンペーンに向け、
青森ならではの観光素材の開発と実施事業の内容充実を最重要課題
として事業に取り組んで参ります。
総会終了後は青森県商工労働部観光局長 小笠原 裕氏による「結
集!!青森力…新幹線効果を勝ち取るために」と題した講演があり、
新幹線対策の進捗状況の説明とともに、観光客を受け入れるための
ホスピタリティの大切さを強調していました。
通常総会は５月２６日に開催し、平成２０年度の事業報告をする
予定となっております。

イベント・コンベンションカレンダー
開催日

大会・イベント名

3/3〜5/6 「サムライ・チャンバラ博覧会−武の実像と虚像」
4/4・5

すまいのエコロジー体験 Nisshoリフォームフェア

4/4〜26 第7回湯の島カタクリ祭り
4/5

八甲田丸船内フリーマーケット

4/8

春の食品フェア

4/10〜12 第5回日中水墨交流協会青森県支部水墨画展

時間
9：00〜
10：00〜

参加人数

会場

‑ 青森県立郷土館
1,000 青森産業会館

主催・問い合わせ
青森県立郷土館
日昭アルミ工業㈱

9：00〜

‑ 浅虫 湯の島

9：00〜

‑ 八甲田丸船内多目的ホール みちのくリサイクル運動市民の会

10：00〜
10：00〜

1,000 青森産業会館
‑ 青森市民美術展示館

㈱ヤマイシ
日中水墨交流協会青森県支部

4/11

映像の日 −映画を無料で鑑賞「トーチソング・トリロジー」 14：30〜

4/12

青森県ジュニアピアノコンクール青森地区予選

9：30〜

‑ 青森市民ホール

4/19

第42回アスパムフリーマーケット

9：00〜

‑ 青森県観光物産館アスパム 青森県観光物産館アスパム

4/24〜26 第42回東奥書道展
4/24〜5/31 展示「せかいをてくてく おはなしさがし」

4/25

10：00〜
9：00〜

「みんなが主役の環境教育シンポジウム」−循環型社会− 13：00〜

4/25〜6/7 企画展「今官一生誕100年展」

9：00〜

40 国際芸術センター青森

青森観光コンベンション協会浅虫支部

国際芸術センター青森
ヤマハミュージック東北青森店

‑ 青森市民美術展示館

青森県書道連盟

‑

青森県立図書館

青森県立図書館 児童展示室

150 アウガ５階ＡＶ多機能ホール
‑ 青森県近代文学館
青森県立図書館
青森県近代文学館

青森県近代文学館

4/26

図書館てくてくデー「親子図書館ウォークラリー」

13：00〜

4/26

NPO法人「音楽ネット青森」 第38回コンサート

14：00〜

700 青森市民ホール

NPO法人「音楽ネット青森」

4/28

第55回県下高等学校応援団幹部講習会

10：00〜

500 青森市民ホール

青森県高体連応援団部

4/28

平成21年度 寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院
合同入学式・始業式式典

13：30〜

1,500 青森市文化会館

青森市中央市民センター

5/2・3

第3回津軽三味線日本一決定戦

10：00〜 各2,000 青森市文化会館

5/4
5/5
5/4・5
5/6

第4回AOMORI春フェスティバル
八甲田丸BIGフリーマーケット

17：00〜
10：00〜
10：00〜

NPO法人「音楽ネット青森」第39回コンサート本多武久テ
14：00〜
ノールリサイタル

5/8〜10 第28回青森県かな書展

20組

みんなが主役の環境教育
シンポジウム事務局

‑

新町通り・昭和通り
駅前公園・新町通り・昭和通り

青森県立図書館

津軽三味線日本一決定戦
実行委員会
AOMORI春フェスティバル
実行委員会

‑ 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
‑ 青森市民ホール

NPO法人「音楽ネット青森」

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

青森県かな書道会

40 国際芸術センター青森

5/9

映像の日 −映画を無料で鑑賞「4分間のピアニスト」

14：30〜

国際芸術センター青森

5/9

ライオンズクラブ国際協会332‑A地区 第55回年次大会
記念講演アクティビティ 演題：「みんな地球に生きるひ
と」 講師：アグネス・チャン氏

13：30〜

‑ 青森市文化会館

332‑A地区第55回年次大会事務局

5/10

ライオンズクラブ国際協会332‑A地区 第55回年次大会
大会式典

13：00〜

‑ 青森市文化会館

332‑A地区第55回年次大会事務局

5/15〜17 第39回世界児童画展青森展

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

(財)美育文化協会

5/28〜31 (社)大日本書芸院青森連合書道院

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

(社)大日本書芸院青森連合会

■平成２１年３月２３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。

