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去る6月26日（日）ワ・ラッセにて「第40回ミスねぶたコンテス
ト が され、今 のミスねぶた ランプ には さ

、ミスねぶたには 絵さ 、 さ が れ
ました。
人は今 のねぶた祭パレ ドに 加する か、 間を して

の観 P に ます。皆様、 しくお いします！
6月に てから、 や からの 学 や、団体
の皆さまが大勢お越しになりました。ワ・ラッセで実施している体験
学習の中で、小学 学 には ねぶたか た ットが、
小学 学 中学 にはミ ねぶた けが人 とな て
おります！今後は、ぬり絵タイプのうちわが体験学習に加わる予
定です。どうぞお楽しみに!!
体験学習に関する詳細は、ワ・ラッセのHPをご覧ください。
　　http://www.nebuta.jp/warasse/

　　　　　　　　　青森青森青森青森ねぶたねぶたねぶたねぶた祭祭祭祭　　　　個人観覧席券個人観覧席券個人観覧席券個人観覧席券（9（9（9（9名以下名以下名以下名以下））））をををを販売販売販売販売

■ の で購入する場合
   販売期間：7月1日（ ） 8日（ ）まで　 くなり 第
　 ※残券がある場合は、7月11日（月） 観 コン ン ン で販売。
■ローソンチケット・チケットぴあで購入する場合
　 販売期間：7月2日（土）1 　 くなり 第
■ 席（ 月 日）、 月 日の昼ねぶたの
　②8月7日の昼ねぶた&夜花火大会セット券を購入する場合
　 販売期間：7月1日（ ）　 　 くなり 第
　 観 コン ン ン で電話 付・ 販売

8月2日（火） 日（土）分と、7日（ 昼ねぶた の ②昼 ねぶた 夜 花火大会セット券）の観覧席券を販売します。

詳細はHPをご覧ください。http://www.nebuta.jp/

※　２８号席市役所駐車場（大桟敷）は
　　 指定ブロック内での自由席となります。

　お 人様 枚まで
・ 定席　 8/2 6、8/7昼ねぶたのみ） 1枚2,500円
・ 席　 8/ 6のみ 　※ 1枚2,200円
・ がい 席　 8/2 6 　 1枚2,500円
・8/7の昼＆夜観覧席セット券　 1枚6,500円

（いずれも税込、パンフレット付）

申込人数が10名様以上の場合は、団体観覧席の取扱とな
ります。申込・お問合せは 観 まで。

8/2 6 夜ねぶた、8/7 昼ねぶた予約可能予約可能予約可能予約可能

残席あり 8/7 昼ねぶた＆夜花火セット券　※数 定

青森ねぶた祭団体観覧席
　　　　　　　　　    まだお申込できます!! （6/24現在）

、 いただいているねぶたガイドが今 も7月1日から
まります。ねぶたの歴史や制作工程、祭りの仕組みなどねぶた小
屋を周りながらガイドいたします。

期間　7月1日（ ） 8月6日（ ）
間　10:00 16:00（制作 12:00 1 :00 く）

場所　 観 スパ うら「ラッセランド
申込方法
　ガイド案内所に直接お越しいただくか、お電話でお申し込み
　いただけます。
問合せ先
ねぶたガイド本部　TEL.017-722-1008（期間中のみ）

無料

８月９日(火）・１０日（水）はメンテナンス休館日となります前川原さん 乘田さん 葛西さん



■平成23年6月24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。

青森市では、東日本大震災の影響により、離
職を余儀なくされた方や未就職の学卒者な
どを受け入れる事業所を募集します。市で
は、期間内（平成２３年８月～平成２４年３月）
の賃金（月額１５万円以内）や社会保険料
（事業主負担分）、健康診断料（１回１万円以
内）を負担します。ぜひ、「受託事業者」にご
応募ください。申込みは７月１４日まで。
詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.aomori-koyou.jp/

東日本大震災の影響による
離職者や未就職学卒者等を
雇用受託事業者を募集！

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/5 第32回交通安全母の会　青森県大会 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県交通安全母の会連合会

7/5 平成23年度　安全・適正就業推進大会 10：00～ - 青森市民ホール 青森県シルバー人材センター連合会

7/15 県下町村議会議員研修会 13：30～ - 青森市民ホール 青森県町村議会議長会

7/25 第16回NIE全国大会青森大会 13：00～ 800 青森市文化会館 ㈱東奥日報社

8/2 日専連　第66回全国大会　in　青森 13：00～ - 青森市文化会館 協同組合日専連青森

8/25 第32回青森県地域婦人団体研修大会 10：30～ - 青森市民ホール 青森県地域婦人団体連合会

8/26 第60回青森市社会福祉大会 13：50～ - 青森市文化会館 青森市社会福祉協議会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/1～3 第12回青森県写真連盟展 10：00～ - 青森市民美術展示館 青森県写真連盟

7/3～7/31 階段ギャラリー「雨後の連鎖」二瓶倫尚作品展 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/3
男・女（ひと）が輝くカダール講座2011「ココロがすこし軽く
なるプチ心理学入門」

10：00～ 40
アウガ5F　「カダール」研
修室

青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」

7/3 フリーマーケットｉｎガーラタウン 10：00～ - スポーツデポ前特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

7/9
骨髄バンク20周年記念・第10回市民公開講座　骨髄移植
を知ろう　～いのちを考える～

13：00～ - アウガ5F AV多機能ホール
第10回市民公開講座骨髄
移植を知ろう実行委員会

7/15 12：00～
7/16～18 10：00～

7/16 映像の日　映画を無料で鑑賞「こうのとり、たちずさんで」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

7/16・17・
8/14

第37回浅虫温泉ねぶた祭り 18：30～ - 浅虫温泉 浅虫ねぶた実行委員会

7/16・17
ママとベビーのふわふわタイム　「親子で一緒にベビー
マッサージ」

10：30～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

7/20
わが街『青森』タイムトラベル　「東青地域を見直そう！郷
土の歴史を知り、その魅力に自信を持とう！」

18：30～ -
アウガ5F　「カダール」研
修室

働く女性の家「アコール」

7/22 がんばろう青森！「青森の正直」合同展示商談会 13：00～ - 青森産業会館 青森県総合販売戦略課

7/30 ママとベビーのふわふわタイム　「親子で楽しく3B体操」 10：30～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

8/2～29 階段ギャラリー　楽絵の会「納涼」絵言葉展 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

8/10～14
平成23年度　第3回青森市所蔵作品展　生誕100年記念
濱田英一展　～心の風景～

10：00～ - 青森市民美術展示館 青森市文化スポーツ振興公社

8/14
青森県立美術館開館5周年記念　光を描く印象派展　－
美術館が解いた謎－講演会「印象派－絵画を変えた画
家たち」

13：30～ - アウガ5F AV多機能ホール 印象派展実行委員会

8/20 映像の日　映画を無料で鑑賞「緑の光線」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

8/21
男・女（ひと）が輝くカダール講座2011　講演「性犯罪被害
にあうということ」

13：30～ 50
アウガ5F　「カダール」研
修室

青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」

8/25・
10/6・12/1

「青森・温故知新塾」　青森県史・民俗編を読む　－青森
県の『人の一生』－

19：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

青森県戦没者追悼式 10：00～ 2,000 青森県

平成23年度　青森県戦没者遺族大会 11：00～ 2,000 青森県遺族連合会

日本板画院青森支部-

8/31 青森市文化会館

第38回日本板画院青森支部展 青森市民美術展示館

昨年１２月の新幹線開業後、３月５日には新型車両「はやぶさ」が
デビューしました。青森県、青森市と連携した観光キャンペーンや
イベントに参加し、青森への誘客を図ります。

●６月２８日(火)～３０日(木)　<東京都上野駅>
　　「あおもり産直市」「あおもり産直市」「あおもり産直市」「あおもり産直市」で観光ＰＲ

●７月９日(土),１０日(日)　　 <千葉県舞浜　イクスピアリ>
　　「東北の夏祭り共同キャンペーン」東北の夏祭り共同キャンペーン」東北の夏祭り共同キャンペーン」東北の夏祭り共同キャンペーン」でねぶた運行、観光ＰＲ

●７月１６日(土),１７日(日)　 <宮城県仙台市　勾当台公園他>
　　「東北六魂祭」「東北六魂祭」「東北六魂祭」「東北六魂祭」でねぶた運行、観光ＰＲ


