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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

ぶるーｎｅｂｕｔａ　【７/３1 （水） ～ 8/４ （日）】
青森ねぶた祭と、 青森が生んだアクロバットパフォーマー 「ＢＬＵ
Ｅ ＴＯＫＹＯ」 のスペシャルコラボ。 ねぶた祭の 【迫力・躍動感】
と 「ＢＬＵＥ ＴＯＫＹＯ」 の 【アクロバットパフォーマンス】、 異色
の組み合わせが創り出す新たなエンターテインメントがワ ・ ラッセ
で躍動する！
　◆会場　２階イベントホール
　◆時間　７／３１　　 ①１８ ： ００～
　　　　　　 ８／１　　 　①１１ ： ００～　②１６ ： ３０～
　　　　　　 ８／２ ・ ３　①１４ ： ００～　②１７ ： ００～
　　　　　　 ８／４　　　 ①１１ ： ００～　②１４ ： ００～
　◆料金　Ｓ席 3,000 円　Ａ席 2,000 円 （全席指定）
　　　　　　 ※中学生以下当日 200 円キャッシュバック
　　　　　　 ※未就学児童が保護者の膝上観覧の場合は無料
　　　　　　 チケット販売についてはＨＰをご覧ください。
　　　　　　 http://www.blue-nebuta.net/

【７月 2３日現在】ねぶた観覧席販売 受付中！ ご購入ご希望の方は、青森観光コンベンション協会までお問い合わせください。

✿前夜祭

　時間／１８時～２１時頃　会場／青い海公園
ミスねぶたやねぶた師の紹介、ねぶた囃子コンテストや
バケトの競演、囃子模範演奏などが行われます。
✿第 71 回 浅虫温泉花火大会

   時間／１９時～２０時４０分　会場／浅虫海浜公園
夜空に美しく咲くスターマインを間近にお楽しみいただけ
ます。当日販売の有料観覧席があります。お問い合わせは
浅虫温泉観光協会（☎017-752-3250）まで。

【８/１ （木）】

10名～申込人数

団体観覧席

もうすぐ夏本番！ 2019 青森ねぶた祭 情報もうすぐ夏本番！ 2019 青森ねぶた祭 情報

8/2・3・５・6・7（昼のみ）

8/4・７（昼夜セット）

◎　受付可能

×　満　席

ねぶた囃子生演奏＆ハネト体験スペシャル　

【8/2（金）～ 8/7（水）・8/11（日）～ 8/15（木）】

　◆時間　①11:00 ～②13:00 ～③15:00 ～　各 30 分　
　◆会場　１階ねぶたホール　 ※有料コーナー内

ワ ・ ラッセ工房スペシャル
【8/11 （日） ～ 8/1５ （木） ・ 8/2５ （日）】

ミニ金魚ねぶたなど作れます。 （教材費有料）
　◆時間　①１０ ： ３０～１２ ： ００　②１３ ： ３０～１５ ： ００
　◆会場　１階交流学習室１　
　　　　　　 ※8/25 のみ１階エントランスホール

ハネトンとあそぼう！
【8/2（金）～ 8/7（水）・8/11（日）～ 8/15（木）】

　◆時間　１３ ： ３０～１４ ： ００
　◆会場　ワ ・ ラッセ館内外

８月９日 （金） ・ 10 日 （土） は展示ねぶた入替のため全館
お休みです。 ８月 11 日 （日） から新展示ねぶたでオープン！

【８/２ （金） ・ ８/３ （土）】

【８/４ （日） ～８/６ （火）】

✿子供ねぶた ・ 大型ねぶたの運行

   時間／１９時１０分～２１時　会場／青森市中心部
２日　子供ねぶた・担ぎねぶた　１３台
　　　大型ねぶた　　　　　　　１５台
３日　子供ねぶた・担ぎねぶた　１１台
　　　大型ねぶた　　　　　　　１５台

✿大型ねぶたの運行

　時間／１９時１０分～２１時　会場／青森市中心部
４日　大型ねぶた　１８台・出世大太鼓　
５日　大型ねぶた　２１台・出世大太鼓
６日　大型ねぶた　２２台

✿大型ねぶたの運行

　時間／１３時～１５時　会場／青森市中心部
大型ねぶた　１７台（予定）
✿第６5 回 青森花火大会 ・ ねぶた海上運行

　時間／花火大会　　１９時１５分～２１時

　　　　　　　海上運行　　１９時～２０時　　会場／青森港
２尺玉や大型スターマインなど約１万１千発の花火が打ち
上げられます。海上運行には受賞ねぶた５台と推薦を受け
た１台の合計６台が参加します。

【８/７ （水）】

1～9名申込人数

個人観覧席
8/2・3・５・６

8/４

8/７（昼のみ・昼夜セット）

◎  受付可能

△  残りわずか

×  満　席

８月イベント情報



■令和元年７月 2３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いたします。

イベント情報

コンベンションカレンダー

ウォーターフロントモーニングプロジェクト

期間：7/2０～ 8/1７毎週土曜日（全 5 回）／ 会場：ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場
時間：ラヂヲ体操 6:30 ～ 6:45 ／朝マルシェ 6:30 ～７:３0 ※マルシェは商品が無くなり次第終了

ラ ヂ ヲ 体 操 ＆ 朝 マ ル シ ェラ ヂ ヲ 体 操 ＆ 朝 マ ル シ ェ

ラヂヲ体操＆朝マルシェ、絶賛開催中です。参加者には特典付きのラヂヲ体操カードを配布。
8/1０はお待ちかねのグランドピアノが登場！生演奏でラヂヲ体操を !!（雨天の場合は 8/1７）

今 年 も や っ て る よ ！
今 年 も や っ て る よ ！

ねぶた・ハネト・囃子方・バケト・海上運行・花火大会など、201９年

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ます。

素敵な作品のご応募、お待ちしています。

★応募方法　必要事項を記入した応募票を写真の裏に貼り付け、郵送

　　　　　　またはご持参ください。

★サ イ ズ　四切サイズ（A4 ワイド可）、または A4 サイズカラー

                  プリントで単写真とします。

★応募締切　９月 2 日（月）必着

★お問合せ　青森観光コンベンション協会

　　　　　　☎017-723-7211

２０１８年推薦受賞作品　『女神の祝福』平山 孝夫（五所川原市）

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

7/13～8/25 夏休みこども特別企画「昆虫標本と写真展」 青森市森林博物館 青森市森林博物館

7/27～9/8 夏の展覧会「はかなさへの果敢さ」 国際芸術センター青森（ACAC） 国際芸術センター

8/2～29
*11日は休館

アコール階段ギャラリー　「花のウェルカムボード」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

8/2～5 イラストレーターズｉｎ青森 青森産業会館 ㈱ブロニア

8/7 コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム2019 青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール コンクリートメンテナンス協会東北地区連絡協議会

8/10 青森県公認心理師・臨床心理士協会　公開講座 青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール 青森県公認心理師・臨床心理士協会

8/10～12 軽自動車まつり 青森産業会館 ㈱サンライズモータース

8/11 映画「ふるさとがえり」上映会 青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール NPO法人　日本人財発掘育成協会

8/12 筒井中学校吹奏楽部　第34回定期演奏会 リンクステーションホール青森 青森市立筒井中学校 吹奏楽部

8/14 第50回浅虫温泉ねぶた祭 ホテル秋田屋～浅虫温泉駅 浅虫ねぶた実行委員会

8/16 青森市立古川中学校吹奏楽部　第34回定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森市立古川中学校吹奏楽部

8/24・25 2019年全国教育のうたごえ祭典ｉｎ青森 リンクモア平安閣市民ホール 2019年全国教育のうたごえ祭典ｉｎ青森実行委員会

8/26 おでかけライブｉｎ青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア

8/30 青森県戦没者追悼式 リンクステーションホール青森 青森県健康福祉部健康福祉政策課

8/30 令和元年度 青森県戦没者遺族大会 リンクステーションホール青森 公益社団法人 青森県遺族連合会

8/31～9/1 新築・増改築フェア2019 青森産業会館 ㈱吉田産業青森支店

9/1 青森市立佃中学校　吹奏楽部　第20回定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森市立佃中学校吹奏楽部

9/8 こども民俗芸能大会 リンクモア平安閣市民ホール 青森県教育庁文化財保護課

9/10 あおもり芸能夢まつり リンクモア平安閣市民ホール あおもり芸能振興協議会

9/14・15 アコールフェスタ2019 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/18 第44回松風塾高等学校マンドリンオーケストラ　青森定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 松風塾高等学校

9/24 御代替り奉祝記念コンサート リンクモア平安閣市民ホール 青森県神社庁

9/25 令和元年度 青森県老人クラブ芸能発表大会 リンクステーションホール青森 公益財団法人 青森県老人クラブ連合会

9/28 サークル体験「誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10：00～

19：00～

9：00～

9：00～
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青森 ‐ 台湾定期便 就航青森 ‐ 台湾定期便 就航

青森空港と台湾 ・ 台北の桃園空港を
結ぶエバー航空の国際定期便が７月
１７日に就航しました。 大韓航空のソ
ウル線、 オーケー航空の天津線 （現
在運休中） と合わせて国際便は３路
線体制となります。
青森 ‐ 台北線は週２往復 （水 ・ 土）
運航。 そして、 １１月から来年３月ま
での冬期間は週５往復に増便され、
冬の青森観光の活性化
が期待されます。

毎週土曜日
６：３０から

毎週土曜日
６：３０から

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

8/22 第68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 社会福祉法人  青森市社会福祉協議会

8/30 令和元年度　有料老人ホーム集団指導 14:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県高齢福祉保健課

8/31 第89回日本心身医学会　東北地方会 9:00 50 リンクモア平安閣市民ホール 第89回日本心身医学会東北地方会

8/31・9/1 第73回東北医師会連合会総会並びに学術大会
8/31 9:00
 9/1 8:30

300 ホテル青森ほか (公社)青森県医師会

9/6・7
第４回日本がんサポーティブ学会学術集会
がん医療を支えるキュアとケア
～より豊かな成熟社会をめざして～

6日9:30
7日9:00

1,000 リンクステーションホール青森
第４回日本がんサポーティブ学会学術
集会　学術集会運営事務局

9/7・8 第11回全国クリーニング大会ｉｎ青森 - 250 ホテル青森 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

9/20・21 ＪＶＲ協会　第40回記念総会 - 110 ホテル青森 日本映像機材レンタル協会

9/29 国際ロータリー第2830地区　地区年次大会 10:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県神社庁

青森ねぶた祭写真コンテスト 応募作品募集！青森ねぶた祭写真コンテスト 応募作品募集！


