
 

 
皆様のご協力をお待ちしております！ 

 

《活動期間》８月２日(木)～６日(月) 

     １７：４０～２１：３０ 

《活動内容》①ねぶた運行に関すること 

     ②警察署内での迷子案内・誘導 

《応募資格》原則として２日以上活動可能な方。 

     但し、高校生を除く１８歳以上の方。

《説 明 会》７月２３日(月)１８：３０～ 

     青森市中央市民センターで開催 
 

※詳細については、お問い合わせください。 

 

 

 今年で６年目を迎える｢ねぶたガイド｣は、毎年県内

外のお客様から好評を得ています。ねぶたの歴史から

祭りの仕組み、ねぶた制作過程等を見学・案内します。
 

●期間 ７月１日(日)～８月６日(月) 

●時間 １０：００～１６：００ 

   （１２：００～１３：００は制作者が休憩のた

め、小屋の見学はできません） 

●申込 直接現地（アスパム裏ラッセランド）にお越

しいただくか、電話による受付がございます。

TEL.０１７－７７４－０４４０ 

受付時間１０：００～１５：３０ 

 

 

 今年もねぶた祭最終日に、５台のねぶたが海上を運行し、約９，０００発の花火ととも 

に祭りのフィナーレを飾ります。ねぶた海上運行と花火の競演は世界でここだけ!! 
 

 ＊日時 ８月７日(火)１９：１５～２１：００ 荒天翌日順延 

 ＊有料観覧席（全席パイプ椅子指定席） 

  金  額：青い海公園４，０００円／新中央埠頭３，５００円 

  発売日時：７月１７日(火)１０：００より、｢東奥日報社観光部｣・ 

｢ローソンチケット｣・｢チケットぴあ｣で販売 

 【問い合わせ先】青森花火大会実行委員会（東奥日報社事業部内） 

         TEL.017-739-1111(代表)  

ホームページ http://aomorihanabitaikai.jp/ 
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２０１０年の東北新幹線新青森駅開業時にはお客様の増加が 

予想され、市内の観光施設等を円滑にまわる二次交通の充実を 

図ることがホスピタリティの充実に繋がります。その実現のた 

めに、試験運行を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆｢ご利用券｣販売所…市営バス駅前案内所・アスパム案内所・市内宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆お問い合せ◆◇◆ 

社団法人 青森観光コンベンション協会 

〒030-0823 青森市橋本 2-2-17 

  青森県商工会館 4F 

TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215 

ホームページ http://www.atca.info/

第１便 第２便 第３便 第４便 第５便

駅前発 ９：００ ９：４０ １０：２０ １１：００ １１：４０

駅前着 １０：００ １０：４０ １１：２０ １２：００ １２：４０

第６便 第７便 第８便 第９便 第１０便 第１１便

駅前発 １３：００ １３：４０ １４：２０ １５：００ １５：４０ １６：２０

駅前着 １４：００ １４：４０ １５：２０ １６：００ １６：４０ １７：２０

７月１４日(土)～９月１７日(月･祝)毎日運行 

１日１１便(１周６０分、４０分間隔) 

★当協会 会員の皆様へ★ 
今年も会員サービスとして、花

火大会チケットの特別販売をい

たします。 

詳しくは別紙をご覧ください。 



 青森ねぶたがロサンゼルスで初お目見え！ 

８月１８日～２６日、米ロサンゼルス・リトル東京で開催

される『二世ウィークパレード』に青森ねぶた祭も参加。 

『信玄』が出陣します。 

８月１９日(日)１７：００～ 

２０：３０の時間内に、１．２ 

㎞の運行コースを２周します。 

期間中は観光ブースも設置し、 

青森市の観光をＰＲして参りま 

す。また、青森市長をはじめ経済ミッション団も経済交流会

や旅行社訪問など誘致セールスを行う予定です。 

 
～おらほのねぶたが大集合！～ 

 

町会・子ども会のねぶた１５台が大集合！ 

地域の交流の場であり、子ども達にとっては

より楽しく｢ねぶた｣にふれあう機会です。 
 

■日時 ７月３１日(火) 

１８：００開場 １８：３０運行開始

■場所 港町漁連荷捌き所 
 

※お問い合わせは、青森まちねぶた連絡協議会

事務局（TEL.017-743-1400）まで。

 

－ねぶた祭観覧席情報－ ※個人観覧席の詳細については、別紙購入方法案内をご覧ください。 

▼個人観覧席(９名様以下)は①７／３(火)～、②６／３０(土)～チケットぴあ・ローソンチケットで販売開始 

▼団体観覧席(１０名様以上) ８／２、６、７…空席あり ８／３、５…残りわずか ８／４…満席 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

イイベベンントト情情報報  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■平成１９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。 

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/5 13：00～

7/6 9：10～

7/10 第28回交通安全母の会　青森県大会 13：00～ 1,000 青森市文化会館 青森県交通安全母の会連合会

7/11～13 第56回北海道・東北ブロック保育研究会 9：00～ 1,500 ホテル青森、青森市文化会館 (社)青森県保育連合会

7/13 12：30～

7/14 9：10～

7/14 11：00～

7/15 8：00～

7/21 10：00～

7/22 9：20～

8/22 青森県神社関係者大会 12：00～ 1,000 青森市文化会館 宗教法人　青森県神社庁

8/28 第28回青森県地域婦人団体研修大会 10：30～ 未定 青森市民ホール 青森県地域婦人団体連合会

8/28 青森県戦没者追悼式 未定 2,000 青森市文化会館 青森県健康福祉部

8/28 青森県遺族連合会　創立60周年記念式典 未定 2,000 青森市文化会館 (社)青森県遺族連合会

8/30・31 東北六県産業教育振興連絡協議会青森大会 9：00～ 120 青森グランドホテル 青森商業高等学校

8/31 日本内科学会東北地方会 未定 未定 青森市民ホール (社)青森県医師会

平成19年度　東北ブロック老人クラブリーダー研修会 各400 まかど温泉富士屋ホテル (財)青森県老人クラブ連合会

第51回日本柔道整復師会東北ブロック青森県大会 各500
青森市スポーツ会館
青森市文化会館

(社)日本柔道整復師会東
北ブロック

全国女性建築士連絡協議会 青森市文化会館 (社)青森県建築士会各350

第20回ＪＣＯＡ学会 ホテル青森 青森県臨床整形外科医会各350

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

6/1～7/25 森林博物館の写真展「青森県の山野草写真展」 9：00～ - 青森市森林博物館 青森市森林博物館

7/1 ヤマハエレクトーンステージ2007　ジョイフルライブｉｎ青森 10：00～ 400 青森市民ホール ㈱ヤマハミュージック東北青森店

7/4 平成19年度　安全・適正就業推進大会 10：15～ 800 青森市民ホール (社)青森県シルバー人材連合会

7/8 第30回青森地区吹奏楽フェスティバル 11：00～ 600 青森市民ホール 青森県青森地区吹奏楽連盟

7/9 青森高校文化祭 12：00～ 1,000 青森市文化会館 青森県立青森高等学校

7/20
ダンスの祭典vol2.’07　カナダ・日本コンテンポラリーダン
スの響演　無料公開リハーサル

14：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ダンスの祭典実行委員会

7/21 映像の日　－映画を無料で鑑賞「来るべき世界」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

7/29 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

7/23～26 平成19年度　中学校舞台技術教室 9：00～ 各200 青森市民ホール (財)青森市文化スポーツ振興公社

7/29 フリーマーケットｉｎ青い森セントラルパーク 10：00～ - 青い森セントラルパーク みちのくリサイクル運動市民の会

7/29 平成19年度　看護大学等進路説明会 12：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森県看護協会

8/4 ＮＨＫ合唱コンクール東青地区予選会 未定 未定 青森市民ホール 青森市小学校教育研究会音楽部会

8/21～23 ＮＨＫ全国合唱コンクール 未定 未定 青森市民ホール 青森県地域婦人団体連合会


