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⻘森市の短い夏を焦がす⻘森ねぶた祭が開催されます。今年は新幹線新⻘森駅開業を祝うプレイベントも開催されますので、
是非足をお運びください。
【スケジュール】
■７月３１日（土）
■８月２日（月）・３日（火） 午後7時10分〜午後9時
２⽇：子供ねぶた14台、⼤型ねぶた15台の運⾏

新幹線新青森駅開業プレイベント『青森ねぶた お祭広場』

今年出陣するねぶたを、⼀足お先にお披露目。⼤型ねぶた、
子供ねぶた、担ぎねぶたが、中心市街地に勢ぞろいします。
賑やかなねぶた囃子の中、ゆっくり歩いてご覧いただけます。
時間：午後7時〜午後8時30分
場所：⼋甲通り〜新町通り〜柳町通り〜旧税務署通り

■８月１日（日）
新幹線新全線開業記念企画

郷⼟の誇り「⻘森ねぶた囃子」の横笛の演奏を多⼈数で⾏
い、世界記録の達成（ギネスブック登録）に挑戦します。
時間：午前11時〜正午
場所：⻘い海公園 ねぶたラッセランド内

３⽇：子供ねぶた12台、⼤型ねぶた15台の運⾏
■８月４日（水）〜６日（⾦） 午後7時10分〜午後9時
４⽇：担ぎねぶた1台、⼤型ねぶた18台の運⾏
５⽇：担ぎねぶた1台、⼤型ねぶた21台の運⾏
６⽇：担ぎねぶた1台、⼤型ねぶた22台の運⾏
※6⽇は受賞したねぶたをご覧いただけます

■８月７日（土）
【昼】子供ねぶた1台、⼤型ねぶた18台の運⾏
時間：午後1時〜午後3時
【夜】⻘森花⽕⼤会・ねぶた海上運⾏
時間：午後7時15分〜午後9時頃／場所：⻘森港

『わんぱく囃子発表会』
時間：午後1時30分〜午後4時
場所：⻘い海公園 ねぶたラッセランド内
『前夜祭』
2010ミスねぶた紹介、ねぶた師紹介、囃子持久⼒コンテス
ト、バケト競演、囃子模範演奏などが⾏われます。
時間：午後6時〜午後9時頃
場所：⻘い海公園 ねぶたラッセランド内
『第６２回浅虫温泉花火大会』
⻘森ねぶた祭の前夜祭を盛り上げる浅⾍温泉花⽕⼤会。
夜空に美しく咲くスターマインは、迫⼒満点です。
時間：午後7時〜午後8時40分頃
場所：浅⾍海浜公園

～青森駅・
青森駅・観光スポット・
観光スポット・周辺市街地
スポット・周辺市街地を
周辺市街地を循環します
循環します～
します～
◆⼀⽇乗⾞・・・⼀般500円／⼩学⽣250円
◆⼀回乗⾞・・・⼀般200円／⼩学⽣100円
※未就学児童は無料
⼀⽇乗⾞券は、⾞内、⻘森市観光交流情報センター（⻘森駅前）、
市内主要観光施設・宿泊施設でお求めいただけます。
⻘森観光バス http://www.aomori-kanko-bus.co.jp/

ねぶた、ハネト、囃子方、バケト、海上運行・花火大会など、今年の青森ねぶた
祭に関するあらゆるものをテーマに募集します。
●応募方法･･･一人５点まで応募可。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。 作品に応募票を貼付け、事務局まで送付。
●応募締切･･･平成２２年８月２６日(木)必着
詳細は、青森観光コンベンション協会までお問合せください。

ＮＴＴグループねぶたの
ＮＴＴグループねぶたの歩
グループねぶたの歩みを展示
みを展示
昭和25年に初陣を飾ったNTTグループねぶたは、
今年で第52回を迎えます。
現在、NTT青森支店では、昭和25年から平成21年
までの出陣ねぶたのパネルや、扇子・うちわ等を
展示しています。
◆場所／NTT青森支店1F お客様窓口内 ◆時間／9:00～16:00

〜楽しい旅の思い出づくりのお⼿伝いをします〜

⻘森市タクシー協会では、観光ガイドタクシー
乗務員を養成するため、今年度もサービスと
おもてなしに関する講座や、筆記試験、実地
試験を実施。第３期の受講⽣35名全員が
認定されました。
７月20⽇、認定式・
修了式が⾏われました

観光ガイドタクシーのお問合せ・ご用命は…
⻘森市タクシー協会 ☎017-781-4015

１２月
月４日
2010年 １２

東北新幹線新青森駅開業！
東北新幹線新青森駅開業
！

- 助成金の
助成金の申請は
申請は今年８
今年８月末まで
月末まで 青森県ならびに青森市では、青森で開催されるコンベンションの主催
者に対し、青森県外からの参加者が県内の宿泊施設に宿泊する場
合、助成金を交付します。
営利を目的とするものや、行政の関わりが深いもの、スポーツ競技会
など対象とならない場合もありますので、青森観光コンベンション協会
までお問合せください。
◆申込締切
①青森市の補助金の場合（延べ宿泊者数50～99人）･･･平成
平成２３
平成２３年
２３年２月末
②青森県の助成金の場合（延べ宿泊者数100名～）･･・･平成
平成２２
平成２２年
２２年８月末

開催日

大会名

時間

第59回青森市社会福祉大会

13：30～

8/31

青森県神社総代連合会設立50周年記念大会

12：30～

9/2・3

第58回東北六県商業教育研究大会青森大会

-

9/11

全国脊髄損傷者連合会東北ブロック会議青森県大会

-

9/16・17 平成22年度東北ブロック老人福祉施設研究会

開催日

イベント名

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

8/14

浅虫温泉ねぶた祭り

50⼈〜

12：30～
9：30～

時間
9：00～
19：00～

平成22年４月現在

助成⾦額
（１件あたり）

99⼈

100⼈〜
199⼈
200⼈〜
299⼈
300⼈〜
499⼈
500⼈〜
999⼈
1,000⼈〜 1,999⼈
2,000⼈〜

参加人数

8/26

9/16・17 東北ブロック老人福祉施設研究会

【助成⾦交付額】
県外参加者の
延べ宿泊数

会場

1,200 青森市文化会館
- 青森市民ホール
200 ホテル青森
80 ホテル青森
各900 ホテル青森
1,500
青森市文化会館
1,500

会場

参加人数

備 考

⻘森市コンベンション
20万円以内
開催事業補助⾦
30万円以内
50万円以内
70万円以内 ⻘森県コンベンション
100万円以内 開催費助成⾦
200万円以内
300万円以内

主催・問い合わせ
青森市社会福祉協議会
青森県神社庁
青森県立青森商業高等学校

全国脊髄損傷者連合会
青森県老人福祉協会
青森県老人福祉協会

主催・問い合わせ

- 青森県立美術館

「ロボットと美術」展青森実行委員会

- 浅虫温泉

浅虫ねぶた実行委員会

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

8/8

夏休みわくわくロボット工作教室 ―メカ・マンモスをつくる― 13：30～

8/10

献血感謝の集い
13：30～
平成22年度第3回青森市所蔵作品展 ～花・鳥・風・月～
8/11～15
10：00～
濱田英一展
8/16
第30回雲谷かがり
18：30～
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！」

8/21

フリーマーケットin青森コロナワールド

8/21

映像の日 映画を無料で鑑賞「揺れる大地」

10：00～
11:00～
14：30～

8/24・10/5・ 青森・温故知新塾「青森県史・民俗編を読むー信仰・年中
19：00～
12/7・2/15 行事を中心にー」
8/29

8/31

第2回文学講座「青森県ゆかりの小説と小説家～芥川、
谷崎、松本清張、その他～」
青森県戦没者追悼式
平成22年度 青森県戦没者遺族大会

9/1～20 階段ギャラリー 「ホッとひととき 色えんぴつ画サークル作品展」

13：15～

- 青森県立美術館

青森県立美術館
- アウガ5F AV多機能ホール 青森県健康福祉部医療薬務課

- 青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

- モヤヒルズ

青森観光コンベンション協会雲谷支部

10 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
- 青森コロナワールド
40 国際芸術センター青森

みちのくリサイクル運動市民の会

国際芸術センター青森

20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
120 青森県近代文学館

10：00～

2,000

11：00～

2,000

9：00～

青森市中世の館

青森市文化会館

青森県近代文学館
青森県健康福祉部健康政策課

青森県遺族連合会

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

9/8

平成22年度青森県老人クラブ芸能発表会

10：00～

1500 青森市文化会館

9/8

平成22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

青森市中央市民センター

- 青森市民美術展示館

東奥日報社

9/9～13 第38回日本の書展青森展・第10回公募青森県書道展 合同展 10：00～
9/11

誰にもやさしい朗読詩吟入門

9/12

第46回青森市民文化祭 青森市合唱祭

14：00～

9/18

映像の日 映画を無料で鑑賞「痴人の愛」

14：30～

9/18～20 第33回浪岡公民館まつり

13:00～

9：00～

（財）青森県老人クラブ連合会

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
1200 青森市文化会館
40 国際芸術センター青森

青森市民文化祭実行委員会

国際芸術センター青森

- 青森市中央公民館、克雪館 青森市中央公民館

9/19

第39回全東北民謡選手権大会公開録画

14：00～

- 青森市民ホール

青森放送

9/20

第46回青森市民文化祭 謡曲・狂言

13：30～

- 青森市民ホール

青森市民文化祭実行委員会

9/22

2010 ”私立幼稚園のつどい”

10：20～

- アウガ5F AV多機能ホール 青森市私立幼稚園協会

9/23

第46回青森市民文化祭 邦楽

13：00～

- 青森市民ホール

10：00～

- 青森市民美術展示館

9/23～26 第51回青森県美術展覧会 「県展2010」
9/25

第8回呼吸療法セミナー

10：00～
10：00～
9/25・26 アコールフェスタ2010 ～来てみて 見てみて ふれてみて～
9：30～
9/26
第46回青森市民文化祭 民謡
12：00～

青森市民文化祭実行委員会

青森県文化振興会議
- アウガ5F AV多機能ホール 青森県臨床工学技士会
- 働く女性の家「アコール」
働く女性の家「アコール」
青森市民文化祭実行委員会
- 青森市民ホール

■平成22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。

