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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』発進!! 〜市内を探索しよう♪〜
青森市観光センター

８月１日から３０日の１ヶ月間、「青森市
観光ルートバス」を運行します。文化観光施
設８ヶ所とショッピングセンター２ヶ所を巡
る、１日乗り放題５００円のお得なルートバ
スです。皆様、ぜひご利用ください!!

左回り
【１日９便】

始発 9:15
終発17:00
右回り

８月１日(土)〜３０日(日)
双方向ルートで毎日運行！

【１日８便】

始発 9:30
終発16:10

左回り９便・右回り８便

印の施設では、ルートバス利用券を販売しています。

★利用券販売所…市観光交流情報センター・アスパム・八甲田丸・志功記念館・
縄文時遊館・県立美術館・森林博物館・ホテル青森・
一日乗り放題
国際ホテル・青森ワシントンホテル
５００円
利用券をご購入の上ご利用ください。

◆◇◆ 詳しくは、ホームページ http://www.nebuta.jp/bus/index.htmlで！ ◆◇◆

もうすぐ本番！

2009青森ねぶた祭 !!

８月１日(土)
18:00〜21:00 前夜祭（青い海公園特設ステージ）
2009ミスねぶた紹介、ねぶた師紹介、バケト競演、
囃子持久力コンテスト、囃子模範演奏
19:00〜20:40 第61回浅虫温泉花火大会（浅虫海浜公園）
８月２日(日)〜６日(木)
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

６月２８日(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
ンプリには冨岡未希さん、ミスねぶたには中林
弓子さん、里村衣美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。
皆様、応援よろしくお願いします！

８月７日(金)
13:00〜15:00 大型ねぶた・子どもねぶた運行
19:15〜21:00 ねぶた海上運行・第55回青森花火大会(青森港)

ミスねぶた
中林弓子さん

ミスねぶた
里村衣美さん

ねぶた祭写真コンテスト応募作品募集
2009年青森ねぶた祭に関するものをテーマに募集します。
●応募方法…応募用紙に記入・貼付のうえ事務局まで送付
●サ イ ズ…四つ切サイズ(ワイド可)、またはＡ４サイズ
のカラープリント
●申込締切…平成２１年８月２７日(木)必着
※応募要項がございますので、お問い合せください。

ミスねぶたグランプリ
冨岡未希さん

『青森市観光ガイドタクシー認定乗務員』新たに４４名がデビューへ
当協会と青森市タクシー協会が共同で進めている、「観光ガイドタクシー認定
乗務員」講座の修了式を７月２２日に開催しました。２期目となる本年度は、
１４社の乗務員４４名が認定され、昨年度の認定乗務員と合わせて合計８７名と
なりました。観光・接客の知識はもちろんのこと、お客様に親近感を持って接し
てもらえるような乗務員を目指し精進して参りますので、応援よろしくお願いいたします。

２２年度開催のコンベンションに助成金を交付 〜申請は８月末まで〜
来年度開催コンベンションの助成金申請は、８月末日締切と
なります。
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。また、
助成金お申し込みが多数の場合、希望額を調整し交付額を決定
いたします。
詳しくは、事務局までお問い合せください。

助成金交付額
平成21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

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間 参加人数

会場

主催・問い合わせ

8/25

第30回青森県地域婦人団体研修大会

10：30〜

‑ 青森市民ホール

8/27

第58回青森市社会福祉大会

13：30〜

1,200 青森市文化会館

青森市社会福祉協議会

9/9

第54回青色申告会東北ブロック大会

13：00〜

1,000 青森市文化会館

青森県青色申告会連合会

青森県地域婦人団体連合会

イベント情報
開催日

イベント名

時間 参加人数

会場

主催・問い合わせ

7/1〜8/1 アコール 階段ギャラリー「二瓶倫尚作品展」

9：00〜

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/11〜9/6 「太宰治生誕100年特別展」

9：00〜

‑ 青森県立近代文学館

青森県立近代文学館

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム2009／春 「原
初の肖像ーPrimeval Portraits」

10：00〜

‑ 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

8/1

キナセレ2009 ヘアー＆ファッションショー

13：00〜

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール ヘアーアートカレッジ木浪学園

8/4

平成21年度「献血感謝の集い」

13：30〜

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール

8/10〜29 アコール 階段ギャラリー「楽絵の会」夏・展

9：00〜

7/25〜8/23

8/12〜16 平成21年度 第3回青森市所蔵作品展〜奥の細道〜関野準一郎展 10：00〜

青森県、日本赤十字社青森県支部

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
‑ 青森市民美術展示館

(財)青森市文化スポーツ振興公社

‑ モヤヒルズ

モヤヒルズ

8/16

第29回雲谷かがり

18：30〜

8/23

八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット
青森県戦没者追悼式
平成21年度 青森県戦没者遺族大会
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
「子どもが笑っていた時代〜戦後という時代を考える〜」

10：00〜
10：00〜
11：00〜
14：00〜

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

8/29

第2回青森県かんぽセミナー

13：00〜

‑ 青森市民ホール

㈱かんぽ生命保険青森支店

8/30

全国進度 上位者のつどい2009ｉｎ青森

13：00〜

‑ 青森市民ホール

日本公文教育研究会青森事務局

9/4

ほほえみあふれる青森県づくり推進大会

10：30〜

‑ 青森市民ホール

県庁子供未来館

9/6

ヘルシーあおもりフェア2009

11：00〜

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール

ヘルシーあおもりフェア実行委員会

9/8

第20回東青地区高校生交通事故防止大会

13：00〜

‑ 青森市民ホール

青森市交通安全対策協議会

9/13
9/22
9/23

農協まつり

10：00〜
13：00〜
10：00〜

9/25

2009 私立幼稚園のつどい

9/25

平成21年度 青森市寿大学・寿大学院合同意見体験発表会 13：30〜

‑ 青森市民ホール

9/27

第7回呼吸療法セミナー

10：00〜

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県臨床工学技士会

9/29

第29回青森幼児鼓笛フェスティバル

12：00〜

8/25
8/29

シンポジウム「東北のオシラ神を探る」

10：20〜

‑ 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

2,000 青森産業会館

青森農業協同組合

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県民俗の会
‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市私立幼稚園協会

1,500 青森市文化会館

青森市中央市民センター
石江幼稚園

■平成２１年７月２１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。

