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観光コンベンションニュース
青森ねぶた祭 終了御礼
青森ねぶた祭は８月２日（日）～７日（金）まで盛大に開催され、天候
にも恵まれたこともあり、前年より１０万人増の２６９万人（２日～７日
昼運行合計）の人出を数えることができました。ハネト参加者も前年比増
の８万９千人を数え、祭りは大いに盛り上がりました。
また、毎年ご好評いただいている「ねぶたガイド隊」は、６月２５日～
８月６日までの４３日間の活動の中で２，６５９人のお客様をご案内し、
平成２７年度ねぶた大賞
今年も多くの方々にねぶた祭をお楽しみいただけたものと思っております。
日立連合ねぶた委員会
今後も祭関係者一丸となり、より良い祭を目指し一生懸命取り組んでま
「三井寺合戦 新田四天王大暴れ」
いりますので、ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
制作：北村蓮明

青森ねぶた祭
写真コンテスト入賞作品展
青森ねぶた祭に関するあらゆるものをテーマにした作
品を募集し、県内外から総数５７３点の応募がありま
した。入賞作品３９点の作品展を開催いたします。
◆期 間／平成 27 年 9 月 5 日（土）～ 13 日（日）
◆会 場／ねぶたの家ワ・ラッセ２階多目的室１
◆作 品／推薦 1 点、特選 3 点、
準特選 5 点、入選 30 点
2015 推薦
「眼力」
小笠原 敦司（青森市）

展示ねぶた入替
ねぶたホールの展示ねぶたを今夏出陣ねぶたに入れ替
えしました。４台のねぶたをご鑑賞いただけます。

展示ねぶた紹介
◎「つがる新田 信政公と水虎様」
青森菱友会 制作：竹浪比呂央
◎「三井寺合戦 新田四天王大暴れ」
日立連合ねぶた委員会 制作：北村蓮明
◎「平将門と執金剛神」
あおもり市民ねぶた実行委員会 制作：北村麻子
◎「天慶の新皇『平将門』」
ねぶたの続きは
サンロード青森
ワ・ラッセで…。
制作：千葉作龍
ねぶたの家 ワ ・ ラッセ TEL.017-752-1311 FAX.017-752-1312
青森市安方 1-1-1 http://www.nebuta.jp/warasse/

大型ねぶたが東京 ・ 丸の内を運行！
ツーリズム EXPO ジャパン 「JAPAN NIGHT」
９月２４日〜２７日に世界最大級の旅の祭典「ツーリ
ズム EXPO ジャパン 2015 」が東京で開催され、２５
日に行われる「JAPAN NIGHT」において大型ねぶたの
運行が行われます。出陣するねぶたは、古事記を題材
にした「日本創生」（千葉作龍さん制作）。

ロサンゼルスでねぶた運行
リトルトーキョーで開催されている二世週祭の開催７５
回を記念し、８月１６日にねぶたの運行が行われました。
中型ねぶた「津軽海峡 義経渡海」に沿道からは拍手喝
采がおくられ、運行は大いに盛り上 がりました。

日時／ 9/25（金）
19:00 ～ 21:30（予定）
場所／東京都・丸の内エリア
（行幸通り・丸の内仲通り
JPﾀﾜｰﾎｰﾙ&ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ）
「津軽海峡 義経渡海」

あおもり秋まつ里～青森にいて青森を。さがす・食べる・あそぶ～
前夜祭

☆期間中、市内各地で
様々なイベントが開催されます

メインイベント

9/11（金）
15：00 ～ 20：00
・前夜祭開会式
・ねぶた行灯作りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
・あおもり貝焼き味噌街道

FUNKEY MUSIC NIGHT
9/11（金）
15：00 ～ 21：00
・青森ワッツチアダンス
・バンド演奏 など

◆◇ お問合せ先

青森市交流推進課

青函音楽祭
10/31（土）
10：00 ～ 15：00
・青森山田高校吹奏楽部
・江差追分 など

TEL.017-734-2328

コンベンション開催助成金のご案内

9/12（土）～ 11/1（日）
会場 ： ワ ・ ラッセ西の広場

飛び出せ！津軽笑っせ劇場
11/1（日）
10：00 ～ 15：00
・笑っせ劇場
・金魚ねぶた点灯 など

http://aomoriakimatsuri.jp/

◇◆

◆お気軽にご相談ください◆

■青森県コンベンション開催助成金
申込期限：大会開催年度３年前の４月１日～前年度９月末まで
青森県内で開催されるコンベンションで、県外からの参加者が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。延宿泊数に応じて３０万円以内〜３００万円以内の助成金を交付します。
■青森市コンベンション開催事業補助金 申込期限：大会開催年度前年度の２月末まで
青森市内で開催されるコンベンションで、県外からの参加者が市内の宿泊施設に延べ５０名〜９９名宿泊するコンベン
ションが対象となります。２０万円以内の補助金を交付します。
■あおもりＭＩＣＥ助成金
申込期限：開催・実施予定日の１４日前まで
青森県外からの参加者が県内の宿泊施設に延べ１０名以上宿泊する「企業等の会議」
「報償・研修旅行」が対象となりま
す。延宿泊数に応じ、１人１泊２千円を助成します。
※助成金額の上限は１０万円

イベント情報
開催日

イベント名

9/1～19

アコール階段ギャラリー「岡本勝子 和紙ちぎり絵作品展」

9/1～30

かかしロード280

開始時間
9：00～
-

会場

主催・問い合わせ

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

国道280号線バイパス沿線

モリピアナガイ

9/5～6

2015新築・増改築フェアinあおもり

10：00～

青森産業会館

吉田産業青森支店

9/13

恒例2015第30回ふるさと歌謡まつり

12：00～

リンクステーションホール青森

藤イベント企画

9/13

第43回青森観魚会らんちゅう品評大会

9：00～

油川市民センター駐車場

青森観魚会

9/19～20

ENEOSグローブエナジー秋の感謝祭

9：30～

青森産業会館

ENEOSグローブエナジー青森支店

9/21

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

ユウメディア

9/22
9/26
9/27
9/26～27

八甲田グランフォンド

6：00～
10：00～
9：30～

八甲田特設コース

同実行委員会

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

青森産業会館

角弘青森支店

9/27

肺疾患市民公開講座

13：00～

アウガAV多機能ホール

大日本住友製薬

10/23～26

日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～

青森産業会館

タス

9：30～

青森産業会館

青森朝日放送

アコールフェスタ2015～来てきて 見てみて ふれてみて～

角弘あたたかリフォームフェア

9：00～

10/31～11/1 ABA秋のディーラー合同中古車フェア

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

9/5
9/6

国際ロータリークラブ第2830地区 地区年次大会

12:00
9:30

585 リンクモア平安閣市民ホール

青森ロータリークラブ

9/10～11

第45回東北・新潟・北海道ブロック
点字図書館等連絡協議会（音訳部会研修会）

13:30

200 ウェディングプラザアラスカ

青森県視覚障害者情報センター

9/11～13

第39回日本自殺予防学会総会

500 青森県立保健大学

青森県立保健大学

-

10/2
10/3
10/4
10/6

第66回全国敬神婦人大会青森大会

9:00
8:30
9:30
13:00

10/8

平成27年度東北・北海道計量大会

13:30

10/15～16

第38回全国土地改良大会青森大会

13:30

10/15～16

第17回全国高等学校文化連盟
北海道・東北文芸大会青森大会

第34回日本認知症学会学術集会
～Alzheimer's Disease 今後の展望～

9:30

3000

リンクステーションホール青森
ホテル青森、A－FACTORY

1200 リンクステーションホール青森
180 青森国際ホテル
3500 新青森県総合運動公園
300 県民福祉プラザ

日本コンベンションサービス
東北支社
全国敬神婦人連合会
青森県計量協会
青森県土地改良事業団体連合会

高等学校文化連盟全国文芸専
門部北海道東北ブロック

■平成２７年８月３１日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、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。

