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❶市内販売店で購入する場合

　販売期間　7/1（金）午前 10 時～無くなり次第終了

❷チケットぴあ・ローソンチケット・セブンチケット・

　青森ポータルサイト ポみっと！チケットで購入する場合

　販売期間　7/2（土）午前 10 時～無くなり次第終了

【８/２ （火） ～８/６ （土）】

【８/２ （火） ～８/６ （土） 車いす専用席】

【８/７ （日） ❶昼ねぶた ❷昼ねぶた＆花火大会セット】

●青森観光コンベンション協会で電話受付・窓口販売　

　販売期間　7/1（金）午前 9 時～無くなり次第終了

【料金】　指定席　8/2 ～ 6・7（昼のみ）

　　　　　　　　8/7（昼＆花火大会セット）

　　　　自由席　8/2・4 ～ 6（31 号席のみ）

　　　　車いす専用席 8/2 ～ 6

　　　　  車いすの方は 2,000 円、付添の方は 2,600 円

１～９枚
まで

平成２８年６月１６日（木）、当協会の定時総会を開催いたしました。
３２１名の会員の皆様（出席１０９名・委任状出席２１２名）にご出席いただき、平成２７年度の事業報告と収支
決算、理事および監事の選定などについてご承認いただきました。
これからも観光事業を通して地域経済の活性化に努力してまいりますので、ご支援・ご協力賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

青森観光コンベンション協会平成２８年度定時総会を開催

青森ねぶた祭個人観覧席青森ねぶた祭個人観覧席
2,600 円

6,600 円

2,300 円

ご注意

詳細については青森ねぶた祭オフィシャルサイトをご覧ください 検索青森ねぶた祭

8/2・3・7( 昼のみ）

8/5・6

8/4・7（昼＆夜セット）

◎ 空席あり

△ 残りわずか

× 満席

団体観覧席受付状況
6 月 24 日現在

料金／お一人様 2,600 円（税込・パンフ付）
　　　※8/7 セットは 6,600 円
人数／ 10 名以上
申込／所定の申込用紙に必要事項を記入
　　　し FAX にて申込みください。申
　　　込用紙はオフィシャルサイトから
　　　ダウンロードできます。

６月１８日 ( 土 ) に２０１６ミスねぶたコンテストが開催され、今年のミ
スねぶた３名が決まりました。
ミスねぶたグランプリに選ば
れたのは、山口智胡さん２４
歳（写真中央）、ミスねぶたに
選ばれたのは、赤坂理菜さん
１９歳（写真左）、張山萌さん
２３歳（写真右）です。
８月の青森ねぶた祭から１年
間、県内外で行われるねぶた祭や青森市のＰＲ活動に参加します。

●10 名以上の場合は団体観覧席をお申込みください。
●自由席は 31 号席市役所駐車場大桟敷（8/2 ・ 4 ～ 6）
   のみです。
●自由席以外はすべて指定席となります。
●車いす専用席は車いすの方 1 名につき、 付添は 2 名まで
   といたします。
●購入後のお客様のご都合によるキャンセルは一切できません。
   予めご了承ください。

２０１６ミスねぶた決定！

ねぶた制作小屋を一緒にまわってご案内します！ ねぶたガイド隊
■期　間

■場　所

■申　込

■連絡先

①7/1（金）～ 7/22（金）10：00 ～ 15：00 

②7/23（土）～ 8/6（土）10：00 ～ 15：30

アスパム裏「ねぶたラッセランド」

ガイド案内所に直接お越しください。事前予約も承ります（電話）

6/30 以前

7/1 以降

無料

ねぶたの家ワ・ラッセ　TEL.017-752-1311

ガイド案内所　　　　　TEL.017-776-7739

12 時～ 13 時は
制作者休憩のため

小屋の見学はできません

７月１日（金）～ ７月２日（土）～

青森市内販売 全国販売



ねぶたの家 ワ・ラッセ　青森市安方 1-1-1　☎017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse

青森市観光キャラクター　ねぶたん

７月イベント情報

時

定 申
所

◆ぶるーｎｅｂｕｔａ２０１６

津軽弁で綴られる青森の美しい春夏秋冬の情景と伝統文化映像と共に、青森が生んだ
アクロバティックパフォーマー「BLUE TOKYO が」可憐に、時に猛々しく躍動するステー
ジ。若き担ぎ太鼓演奏者の音色も体感できます。
青森の魅力を凝縮した新しいエンターテイメントをお楽しみください。

◆日　　時　7/16（土）・17（日）・18（月祝）・29（金）・30（土）・31（日）

　　　　　　①12:30 ②15:30 各上演時間 40 分予定

　　　　　　　 ※7/29（金）は 17:30 開演の１公演のみ

◆場　　所　２階イベントホール

◆チケット　料金：大人 2,000 円　中学生以下 1,000 円　幼児無料（全席指定席）

　　　　　　※問合先「ぶるー nebuta」http://www.blue-nebuta.net/

◆七夕ツリー展示
◆期間　7/7（木）まで

◆場所　１階エントランス

■平成２８年６月２０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。

イベント情報

コンベンションカレンダー

時

定 申
所

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/8 第37回交通安全母の会青森県大会 13:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県交通安全母の会連合会

7/14 県下町村議会議員研修会 13:30 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県町村議会議長会

7/30～7/31 第51回文芸研青森大会　文芸教育全国研究大会 9:30 300 青森県総合社会教育センター 文芸教育研究協議会

8/11 青森県保育連合会　創立60周年記念式典 13:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県保育協会

8/25 第65回青森市社会福祉大会 13:30 - リンクステーションホール青森 青森市社会福祉協議会

8/27～28 第39回全日本おかあさんコーラス全国大会 10:00 1,850 リンクステーションホール青森 全日本合唱連盟

第14回縄文の杜
あおもりツーデーマーチ

八甲田山と<津軽・下北>
２大半島ウォークｉｎねぶた

コンベンション開催支援のご紹介
青森市内で開催されるコンベンション（大会や学会、研修会など）に対し、
さまざまな支援をいたします。お気軽にご相談ください。

　看板掲示：青森駅、新青森駅、青森空港

　ポスター掲示：宿泊施設、青森駅周辺商店街など

　※１日あたりの県外参加者が 100 名以上の場合

　手提げ袋（マチ付 B4 サイズ）100 円

　ビニール製バッグ（A4 サイズ）50 円

　ネームホルダー、観光・ねぶた DVD など

　　　　　ねぶた囃子、津軽三味線演奏者の紹介、

　ミニねぶたの無料貸出（在庫がある場合）など

●観光パンフレットの提供 ●歓迎看板・ポスターの掲示●歓迎看板・ポスターの掲示
●コンベンションバッグの提供●コンベンションバッグの提供

●各種グッズの貸出●各種グッズの貸出 ●その他●その他

無料 無料

無料

開催日：7/31（日）・8/1（月）

主会場：八甲田丸広場

お申込締切は、郵送の場合
7/1（金）必着でお送りく
ださい。事務局へ直接のお
申込は 7/1（金）以降も
随時受付します。

事務局（日専連旅行センター内）

青森市新町 2-7-16
TEL.017-735-1154

補助金・助成金制度をご活用ください！
青森県・青森市では、開催コンベンションの県外参加者延べ宿泊数に応じて補助金・助成金を交付します。
大規模：100人以上
中規模：50人以上 99人以下
小規模：10人以上

…30万円以内～ 300万円以内
…20万円以内
…15万円以内

要件がありますので、お問合せください。
交付を受ける場合、申請・報告書類や宿泊
者全員のリストの提出が必要になります。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

7/1～3 細越ホタルまつり 19：00～ 旧栄山小学校～細越ホタルの里 水土里ネット青森中部事務局

7/1～3 2016あおもりたまごかけごはんまつり 10：00～ 青森県観光物産館アスパム 青森県観光物産館アスパム

7/1～7/30 浅虫温泉ほたる観賞会 浅虫ダム（ほたる湖）ほたる谷 浅虫温泉観光協会

7/2 中央卸売市場「水産の朝市！」 7：00～ 中央卸売市場 中央卸売市場

7/2～7/3 ラベンダーまつり 10：00～ 道の駅なみおかアップルヒル 青森市地域づくり振興課

7/2～7/3 総合家具館かさい　全国産地総力祭 9：00～ 青森産業会館 かさい

7/3 フリーマーケットin青森コロナワールド 11：00～ 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

7/3～7/31 アコール階段ギャラリー「二瓶倫尚個展」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/16 第20回県民公開講座　移植医療を知ろう 13：00～ 青森市男女共同参画プラザカダール 青森県立中央病院

7/16～7/17 第47回浅虫温泉ねぶた祭り 18：30～ 浅虫地区 浅虫温泉観光協会

7/18 浅虫海づり公園フィッシング大会 8：30～ 浅虫海づり公園 浅虫温泉観光協会

7/18 おでかけライブｉｎ青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

7/25 働く女性のためのリフレッシュ講座 18：30～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/31～8/1 第14回縄文の杜あおもりツーデーマーチ 主会場：八甲田丸広場 事務局（日専連旅行センター内）

8/1 第68回浅虫温泉花火大会 19：00～ 浅虫海浜公園 浅虫温泉花火大会実行委員会

8/2～30 アコール階段ギャラリー「心を癒すプリザーブドフラワー展」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

8：00～

-

開始時間


