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青森ねぶたお祭広場
今年出陣する大型ねぶたや子供ねぶたを、一足
先にお披露目します。
お囃子が演奏されるなか、自由に歩きながらじっくり
ねぶたをご覧いただけます。
日時 ７月３１日（火） 19：00～20：30
場所 八甲通り・新町通り
旧税務署通り・柳町通り
大型ねぶた２２台、子供・担ぎ・
地域ねぶた１６台が見られます！
小学生ダンス「NEBUTA」や、
ねぶたHIPHOPなどの披露も。

社団法人 青森観光コンベンション
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青森ねぶた祭スケジュール
８月２日（木）～６
）～６日（月）19：
19：10～
10～21：
21：00
２日 大型ねぶた１５台、子供・担ぎねぶた１３台
３日 大型ねぶた１５台、子供・担ぎねぶた１５台
４日 大型ねぶた１８台、担ぎねぶた２台
５日 大型ねぶた２１台
６日 大型ねぶた２２台
８月７日（火）
13：00～15：00 大型ねぶた１６台、子供ねぶた１台
19：15～21：00 青森花火大会・海上運行（５台）

青森市観光キャラクター
ねぶたん
(C)AOMORI/N・HCP

青森ねぶた祭前夜祭
月日 ８月１日（水）
場所 青い海公園「ラッセランド」内
12：
12：00～
00～17：
17：00
ジャズダンス、子供囃子演奏会、北川浩二さん、大
佳秀さん、成二郎さん、西尾夕紀さんの歌等披露
18：
18：00～
00～21：
21：00 『前夜祭』
前夜祭』
ミスねぶた、ミスター跳人、ねぶた師紹介、ねぶた制
作者バンド演奏、囃子持久力コンテスト、梅沢富美
男さん、Ｍｉｓｓ Ｍｏｎｄａｙさん歌披露など

第６４回浅虫温泉花火大会
青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、とても間近に見る
事ができ迫力満点です。
日時 ８月１日（水） 19：00～20：40頃
場所 浅虫海浜公園
※有料観覧席 当日券１，０００円
※有料駐車場 普通車２，０００円

ねぶた期間
イベント
ねぶた囃子の生演奏＆ハネト体験スペシャル
日時／８月１日（水）～７日（火）
①11：00 ②13：00 ③15：00
場所／１Fねぶたホール

被災地へ届け！津軽の魂
日時／８月２日（木）～６日（月）13：30～14：15
場所／２Ｆイベントホール
※４日のみレストラン前
２日◆最高峰の
最高峰の輝き～ねぶた囃子
ねぶた囃子６
囃子６連覇～
連覇～
出演／囃子方青森ねぶた凱立会
※ミスねぶた＆ミスター跳人も登場
３日◆津軽伝統人形芝居『
津軽伝統人形芝居『金多豆蔵』
金多豆蔵』
出演／木村巌
４日◆競演！
競演！手踊り
手踊り名人と
名人と民謡王座
出演／千葉史峰・鎌田勝子・下山昭義
５日◆津軽名物 スコップ三味線
スコップ三味線
出演／佐藤正美
６日◆津軽三味線
津軽三味線 曲弾き
曲弾き
出演／えり奈・遠藤昌宏

ハネトン盆踊り～ワ･ラッセ音頭にのせて～
日時／８月１日（水）～７日（火）
①9：30 ②11：30 ③14：30 ④16：30
場所／１F正面玄関

やさしいねぶた学
日時／８月５日（日）13：00
講師／青森ねぶた正調囃子保存会 太田誠
ねぶたの家ワ・ラッセ ℡.017-752-1311 http://www.nebuta.jp/warasse/

朝の賑い！
ラジオ体操始めます！！

八甲田丸では、愛媛県新居浜市の関係者の協力により青森
市に無償譲渡された「青函ワールド」の常設展示を開始します。
オープン当日の７月３１日（火）は無料で入場でき、記念セレモ
ニーイベントも開催されますので、皆様ぜひ足をお運びください。
詳細につきましては、八甲田丸ホームページ
http://www7.ocn.ne.jp/~hakkouda/をご覧ください。

青森ウォーターフロント活性化協議
会では、ウォーターフロント地区（ワ･ラッ
セやA-FACTORY、八甲田丸周辺）の
朝の賑いを創出することを目的に、ラジ
オ体操とウォーキングを始めました。
参加者には市中心部の一部に温泉
施設や観光施設、飲食店などで割引
を受けられるカードを配布しますので、
ぜひご参加ください。

平成２５年度開催の大会に助成 ９月末締切！
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。
助成金交付額

平成２４年４月現在

県外参加者の
延べ宿泊数

助成額
（１件あたり）

５０人～

９９人

２０万円以内

１００人～

１９９人

３０万円以内

２００人～

３９９人

５０万円以内

３００人～

４９９人

７０万円以内

５００人～

９９９人

１００万円以内

１，０００人～１，９９９人

２００万円以内

２，０００人～

３００万円以内

開催日
8/4

日時／７月２１日～８月２５日
毎週土曜日 6：00～6：45
場所／ねぶたの家ワ･ラッセ西の広場
料金／無料

対象助成金
青森市コンベンション
開催事業補助金

http://www.atca.info/sphone/

青森県コンベンション
開催費助成金

★青森ねぶた祭オフィシャルサイト

http://www.nebuta.jp/m/

大会名

時間

第6回日本介護支援専門員協会全国大会in青森
〃

スマートフォンサイトがオープンしましたので、
ぜひご活用ください！
★あおもり案内名人

懇親会

参加人数

会場

12：30～

- 青森市民ホール

17：10～

400 青森グランドホテル

主催・問い合わせ
特定非営利活動法人
青森県介護支援専門員協会

8/5

第6回日本介護支援専門員協会全国大会in青森

9：30～

- 青森市民ホール

8/23

全国公文進度上位者のつどい2012in青森

13：00～

- 青森市民ホール

日本公文教育研究会

青森県戦没者追悼式

9：30～
11：00～

- ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森
- （青森市文化会館）

青森県健康福祉部健康政策課

創立65周年記念式典 青森県戦没者遺族大会

8/28

農研機構シンポジウム
「東北・北海道地域における低コスト稲作を考える」

13：00～

- アウガ5F AV多機能ホール

(独法)農業・食品産業技術総合研究機
構東北農業研究センター

9/28

（仮）青森県社会福祉協議会

8/28

開催日
8/25・26
8/29・30
9/8・9
9/15・16
9/17

9/22・23

イベント名
ATV中古車フェア

(社)青森県遺族連合会

青森県社会福祉協議会

時間

参加人数

会場

- 青森産業会館

主催・問い合わせ
㈱青森テレビ

2012年元木商店総合展示会

- 青森産業会館

㈱元木商店

吉田産業 新築・増改築フェアinあおもり

- 青森産業会館

㈱吉田産業青森支店

青森県自動車部品商組合合同展示会2012

- 青森産業会館

㈱フジモーターズ

おでかけライブin青森

- 青森産業会館

㈱ユウメディア

グローブエナジーグループ秋の大感謝祭

- 青森産業会館

グローブエナジー㈱青森支店

■平成24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。

