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　　　　　　　　　　　　　　　　青森青森青森青森ねぶたねぶたねぶたねぶた祭祭祭祭　　　　個人観覧席券個人観覧席券個人観覧席券個人観覧席券（9（9（9（9名以下名以下名以下名以下））））をををを販売販売販売販売

■⻘森市内の取扱店窓⼝で購⼊する場合
　販売期間：７月１日（木）〜９日（⾦）まで　無くなり次第終了
　※残券がある場合は、7月12日（月）〜⻘森観光コンベンション協会で販売。
■ローソンチケット・チケットぴあで購⼊する場合
　販売期間：７月３日（土）１０:００〜　無くなり次第終了
■障がい者専用席、８月７日の昼&夜観覧席セット券を購⼊する場合
　販売期間：７月１日（木）９:００〜　無くなり次第終了
　⻘森観光コンベンション協会で電話受付・窓⼝販売

８月２日（月）～６日（金）分と、７日（昼:ねぶた運行＆夜:花火大会）観覧席セット券を販売します。

※詳細はHPをご覧ください。 http://www.nebuta.jp/

但し、２７号席市役所駐車場（大桟敷）は指定ブロッ
ク内での自由席となります。

青森ねぶた祭
団体観覧席(10名以上)受付中

10名様以上の場合は、団体観覧席の取扱と
なります。専⽤の申込書がございますので、⻘
森観光コンベンション協会までご連絡ください。

●8/2,3,6 空席あり
●8/4,5 残席わずか
●8/7 昼ねぶたのみ→空席あり

昼＆夜セット→満席

　ねぶたラッセランドで、ねぶたの起源や由来、祭りの仕組みや
ねぶたが出来るまでをガイドがわかりやすくご案内します。
　事前にお申込いただければ、お客さまのご要望に合わせて、時間や内容を調整
いたします。また、英語対応可能なガイドもおりますので、是非ご利⽤ください。
　◆期間／7月1日（木）〜8月6日（⾦）
　◆時間／10:00〜16:00（12:00〜13:00を除く）
  ※直接、アスパム裏のラッセランドにあるガイド本部にお越しいただくか、電話で
     ご予約ください。 ☎017-722-0848（受付時間10:00〜15:30）

無料で
ご案内

■■■■観光観光観光観光ナビゲーターナビゲーターナビゲーターナビゲーター　　　　９９９９月月月月からホテルでごからホテルでごからホテルでごからホテルでご案内案内案内案内
　⻘森、⼋⼾、弘前の３市において、観光ナビゲーター事業が
スタートしました。観光ナビゲーター12名は、9月中旬からホテ
ルに配置され、宿泊客へ周辺の観光や飲食店情報、県内の
観光情報をご案内し、⻘森県での滞在がより楽しいものになる
ようお手伝いいたします。
　ホスピタリティや県内の観光知識、ホテル業務に関する研修
のほか、担当地域の情報収
集を⾏い、研修中に得た知
識を⾃分の⾔葉で親切に
ご案内できるよう勉強中です。

　新幹線新⻘森駅開業に向けた⼆次交通の整備事業として、平成19年度から実証実験のため運⾏した⻘森市内の⽂化・観光施
設を巡るルートバスは、今年度、⻘森市において8月1日（日）より毎日運⾏することとなりました。
　新⻘森駅開業日前日の12月3日までは、観光施設と⻘森駅を巡る左右相互回りのパターンダイヤで、1日17便運⾏され、所要
時間は90分。⼀部フェリーターミナル発着路線もあります。（⼀日乗⾞500円、⼀回乗⾞200円）
　開業後は、新⻘森駅を含めたルートとなり、平成23年3月31日まで運⾏する予定です。お問合せは、⻘森観光バス㈱へ。

【料⾦】　お⼀⼈様１〜９枚まで購⼊可能
・指定席 1枚2,500円
・⾃由席(8/3〜6のみ販売)　 1枚2,200円
・障がい者専⽤席　 1枚2,500円
・8/7の昼＆夜観覧席セット券　 1枚6,500円

（いずれも税込、パンフレット付）

■■■■青森市観光青森市観光青森市観光青森市観光ガイドタクシーガイドタクシーガイドタクシーガイドタクシー　　　　３３３３期生研修中期生研修中期生研修中期生研修中
　⻘森市タクシー協会では、楽しい旅の思い出づくりのお手伝いを
するための観光ガイドタクシー乗務員を養成しており、現在87名
が認定され活躍しています。
　今年度の受講⽣35名は7月の認定試験
に向けて、おもてなし等の講座を受け、7月
20日の認定式・終了式を経て、デビュー
いたします。
　　　　　　　是非、あおもりの観光に「⻘森市観光ガイドタクシー｣
　　　　　　　をご利⽤ください。
　　　　　　　【問合先】⻘森市タクシー協会　☎017-781-4015

⼀日乗⾞500円/1回乗⾞200円



■平成22年6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。

　祭り評論家の河合清子先生執筆「ねぶた祭―〈ねぶた
バカ〉たちの祭典」が、６月１０日に角川書店より全国発
売となりました。
●書籍の内容
ねぶた祭の歴史から現在の活動記録まで
網羅した内容となっており、伝統を受け継
ぐこととは何か、また伝統と地域文化を守
り受け継ぐ人たちの情熱が描写されている。

　　　　　　全国の書店にて絶賛発売中!!

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/2 東北六県商工会議所連合会総会 13：00～ 110 ホテル青森 青森商工会議所

7/6 創立40周年記念　第31回交通安全母の会青森県大会 13：00～ 1,200 青森市文化会館 青森県交通安全母の会連合会

7/8 第59回全国農業コンクール全国大会 10：00～ 1,400 青森市文化会館 青森県・毎日新聞社

7/22 地域振興フォーラム 13：30～ 150 ホテル青森 地域総合整備財団

8/26 第59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

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

6/30～7/4 青森現代美術家１１人展 10：00～ - 青森市民美術展示館 青森現代美術作家協会

7/3
ママとベビーのふわふわタイム　～こころとからだ、のび
のびと～　生後6ヶ月位～12ヶ月の乳児とお母さん向け

10：30～ 各10組 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/3
女性コーラス「はまゆう」＆合唱団TSUGARUジョイントコ
ンサート　～愛と祈りのハーモニー～

18：30～ - 青森市民ホール 合唱団TSUGARU

7/4
ママとベビーのふわふわタイム　～こころとからだ、のび
のびと～　1歳～2歳の幼児とお母さん向け

10：30～ 各10組 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/4 民謡民舞青森県大会 10：00～ - 青森市民ホール 吟竹会

7/4～30
階段ギャラリー　「二瓶倫尚作品展　～水平線を見る人と
太陽の響き～」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/8～11 一線美術会青森支部青美展 10：00～ - 青森市民美術展示館 一線美術会青森支部青美会

7/10 西北五文学散歩 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

7/10～8/29 ロボットと美術　機械×身体のビジュアルイメージ 9：00～ - 青森県立美術館 「ロボットと美術」展青森実行委員会

7/11 青森フラオハナ第3回定期公演 13：00～ - 青森市民ホール 青森フラオハナ

7/16 13：00～ -
7/17～19 10：00～ -

7/17
わが街『青森』をタイムトラベル　「青函圏」の歴史に学
ぶ！～青森市民の暮らしと市街地の変遷～

14：00～ 40 アウガ５F「カダール」研修室 働く女性の家「アコール」

7/17 映像の日　映画を無料で鑑賞「永遠と一日」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

7/18・19 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車の広場 みちのくリサイクル運動市民の会

7/18・19 18：30～ -
8/14 19：00～ -

7/20 ITSセミナーｉｎ青森 13：00～ - アウガ5F AV多機能ホール 東京大学生産技術研究所

7/31 ヘアー＆ファッションショー2010 13：00～ - アウガ5F AV多機能ホール ヘアーアートカレッジ木浪学園

8/1～29 階段ギャラリー　「懐心～水彩色鉛筆で描く子供たち～」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

8/7～8/22 第2回中世の舘「夏の祭典～浪岡北畠まつり併催事業」 9：00～ - 中世の館 青森市中世の館

8/11～15 平成22年度第3回青森市所蔵作品展 10：00～ - 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

8/21 朗読詩吟体験講座「詩吟を大きな声でまねっこしよう！」 10：00～ 10 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

8/21 映像の日　映画を無料で鑑賞「揺れる大地」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

8/24・10/5・
12/7・2/15

青森・温故知新塾「青森県史・民俗編を読むー信仰・年中
行事を中心にー」

19：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

青森県戦没者追悼式 10：00～ 2,000 青森県健康福祉部健康政策課

平成22年度　青森県戦没者遺族大会 11：00～ 2,000 青森県遺族連合会

日本板画院青森支部

浅虫温泉ねぶた祭り 浅虫温泉 浅虫ねぶた実行委員会

8/31 青森市文化会館

第37回日本板画院青森支部展 青森市民美術展示館

　6月20日、「2010ミスねぶたコンテスト」が⻘森県観光物産
館アスパムで⾏われ、ミスねぶたグランプリに渡邊愛佳さんが、ミ
スねぶたには⼭本典⼦さんと⿅内智夏⼦さんが選ばれました。
　3⼈は、ねぶた祭期間中パレード
に彩りを添えるほか、各種イベント・
⾏事に参加し⻘森をＰＲします。

ミスねぶたグランプリの渡邊さん(中)
ミスねぶたの山本さん(左)と鹿内さん(右)


