
 

 

 

 
 

試験運行中の「青森市観光ルートバス」は、９

月３０日(火)まで１日１０便毎日運行していま

す。皆様からの感想・ 

ご意見を参考にさせて 

いただきたいので、是 

非ご利用し、青森の街 

を巡ってみてください。 

 

※詳しくは  

http://www.nebuta.jp/bus/index.html で！ 
  

★利用券販売所…市営バス駅前案内所・ 

八甲田丸・アスパム案内所・ 

志功記念館・縄文時遊館・ 

県立美術館・ホテル青森・ 

ワシントンホテル・ 
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  今年も青森ねぶた祭は８月２日(土)～７日(木)まで盛大に開催されました。 

期間中は前半の２日に小雨、３日には突然の大雨が降りあいにくの天気とな 

りましたが、後半の４日以降は天候に恵まれ３１９万人と多くの人出を数える 

ことができました。 

 毎年好評を博しているラッセランドの「ねぶたガイド」は今年も７月１日～ 

８月６日までの３７日間活動し、４,０４７名のお客様をご案内しました。多く 

のお客様が熱心に興味深くガイドの話を聞き、大変喜んでいらっしゃいました。 

来年もより良い祭りを目指し祭り関係者一丸となり取り組んでいく所存でござ 

いますので、今後ともご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 「青森ねぶた祭写真コンテスト」が行われ、全国各地から 

総数４０６点のご応募をいただきました。入賞作品はアスパ 

ム２Ｆで展示いたします。また、ホームページに掲載するほ 

か、広報資料に活用いたします。 

 

 

 ★推薦／｢ハネト酔う｣萩原正良様(兵庫県) 

 ★特選／｢ジャガラキのってるね｣西巻敏美様(青森市) 

     ｢怒号｣猪股慶三様(青森市) 

     ｢ハネト｣戸曽美成様(福岡県) 

              ほか準特選５名、入選３０名 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ねぶた祭が終わり秋も深まりつつありますが、大会・学会等のコンベンションシーズンはこれから始まります。 

9/13･14「第 32回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会」、9/20･21「日本看護技術学会第 7回学術集会」、 

10/11･12「全国心臓病の子どもを守る会全国総会青森大会」、10/13～18「第 16回環太平洋原子力会議」、10/ 

18･19「第 5回日本循環器看護学会学術集会」、10/22「日専連全国青年会青森会議」、10/31 

「第 28 回全国養護教員会研究協議会青森大会」など全国規模の大会が続けて開催されます。 

このような大会に参加するため、日本各地から多くの人が青森を訪れます。大会参加者の 

中には、アフターコンベンションとして青森を観光する方も大勢いらっしゃいます。秋は紅 

葉を見に来るお客様だけでなく、コンベンションに参加する方も多い季節です。青森へお越 

しいただいた方を、おもてなしの心でお迎えしましょう。 

 

◆◇◆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/



 

 

 

9/13･14「第 32回日本鉄バイオサイエンス学会学

術集会」、9/20･21「日本看護技術学会第 7回学術集

会」など様々な会議・大会が開催されます。 

いらっしゃったお客様を歓迎ポスターの掲示で、

おもてなししませんか？是非ご参加ください!! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    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２０年８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。 

 
 

今年も「日本の火祭り青森ねぶた」パンフレットに付

いている応募ハガキで、ねぶた人気投票を行いました。
 

【人気投票の結果】第１位 青森山田学園 

         第２位 日立連合ねぶた委員会

         第３位 に組・東芝 
 

たくさんのご応募、ありがとうございました！

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/11 平成20年　青森県赤十字大会 10：30～ 1,000 青森市文化会館 日本赤十字社青森県支部

9/11 日本水道協会東北支部第57回事務講習会 13：30～ 100 ホテル青森 日本水道協会東北支部

9/11 東北地区遊技業協同組合連絡協議会定例会議 15：00～ 67 ホテル青森 青森県遊技業協同組合

9/13 青森市ＰＴＡ連合会　創立60周年記念事業 13：00～ 2,000 青森市文化会館 青森市ＰＴＡ連合会

9/20・21 日本看護技術学会 第7回学術集会 700 青森県立保健大学 日本看護技術学会

10/8 第55回国民健康保険東北大会 13：30～ 1,500 青森市文化会館 青森県国民健康保険団体連合会

10/9 東北・北海道計量大会 13：00～ 250 ホテル青森 (社)青森県計量協会

10/9～10 平成20年度　全国盲学校校長会 9：00～ 70 青森グランドホテル 青森県立盲学校

10/11 交通安全の集い 13：00～ 2,000 青森市文化会館 (財)青森交通安全協会

10/13～17
第16回環太平洋原子力会議（16PBNC）
－持続可能な原子力の将来に向けた環太平洋協力－

1,000
青森市文化会館、
ホテル青森

(社)日本原子力産業協会
(社)日本原子力学会

10/18 第37回青森県看護学会 10：15～ - 青森市民ホール (社)青森県看護協会

10/19 第17回青森県老人保健研究会 10：00～ - 青森市民ホール (社)青森県医師会

10/30 全国都道府県情報管理主管課長秋季会議 11：00～ 100 ホテル青森 (財)地方自治情報センター

10/31
第28回全国教養教員会研究協議会
第43回青森県養護教員研究大会

10：00～ 1,000 青森市民ホール
全国養護教員会研究協議
会実行委員会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/25～9/28 特別展「団塊世代の青春時代～よみがえる昭和４０年代」 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

9/6 ヘルシ ーあおもりフェア2008 11：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ヘル シーあおもりフェア 実行 委員 会

9/7 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

9/7 第18回青森県民文化祭　南部・津軽の民謡大会 12：00～ - 青森市民ホール 日本民謡協会青森連合会

9/8 第17回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会 13：30～ - 青森市民ホール (財)暴力追放青森県民会議

9/11 秋の食品フェア 9：00～ 1,000 青森産業会館 ㈱ヤマイシ

9/12 第19回東青地区高校生交通事故防止大会 13：30～ - 青森市民ホール 青森市交通安全対策協議会

9/13 青森市ＰＴＡ連合会　創立60周年記念事業 13：00～ 2,000 青森市文化会館 青森市ＰＴＡ連合会

9/13～ 10/13
アーティスト・イン・レジデンス2008
秋の特別展　東島毅展「絵－Picture」

10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

9/14 農協まつり 9：00～ 2,000 青森産業会館 新あおもり農業協同組合

9/14 フリーマーケットｉｎ縄文大祭典 9：00～ - 縄文時遊館内特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

9/14 第15回青森県レクリエーションダンス大会 10：15～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県レクリエーションダンス協会

9/14 市民公開講座「鉄と上手に付き合って健康に」 18：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール
第32回日本鉄バイオサイ
エンス学会学術集会

9/24 平成20年度　青森市寿大学・寿大学院合同意見体験発表会 13：30～ - 青森市民ホール 青森市中央市民センター

9/26 2008私立幼稚園のつどい 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市私立幼稚園協会

9/27 10：00～

9/28 9：30～

10/4 市民公開講座「運動器の10年・骨と関節の日」 14：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県臨床整形外科医会

10/11～11/24 企画展「葛西善蔵　没後80年展」 9：00～ - 青森県立近代文学館 青森県立近代文学館

10/16・17 ＩＣＴユビキタス・フェア2008 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森県情報サービス産業協会

10/18 社団法人　青森県不動産鑑定士協会講演会 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森県不動産鑑定士協会

アコールフェスタ2008　－来てきて　見てみて　ふれてみて -
青森市働く女性の家
（アコール）

青森市働く女性の家
（アコール）


