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観光コンベンションニュース
いよいよ本番！青森ねぶた祭開催
前夜祭

第６５回浅虫温泉花火大会

●日時

●日時

●会場

８月１日（木）
１８：００～２１：００頃
青い海公園特設ステージ

●会場

８月１日（木）
１９：００～２０：４０頃
浅虫海浜公園

子どもねぶた ・ 大型ねぶた運行

第５９回青森花火大会 ・ 海上運行

●日時

●日時

●会場

８月２日（金）・３日（土）
１９：１０～２１：００
青森市中心部

●会場

大型ねぶた運行
●日時

●会場

８月７日（水）
１９：１５～２１：００頃
青森港

８月

ディズニーの仲間たちが
青森ねぶた祭にやってくる！

８月３日（土）～６日（火）
１９：１０～２１：００
８月７日（水） ※子どもねぶた１台出陣
１３：００～１５：００
青森市中心部

詳細は HP をご覧ください。 http://www/nebuta.jp/

７日

昼

東京ディズニーリゾート開園３０周年を記念して、
ディズニーの仲間たちが８月７日の昼ねぶた運行で
パレードを行います。
パレードコースはねぶた運行コースのうち、ホテ
ル青森前（１３時出発）→国道柳町交差点まで。

青森ねぶた祭写真コンテスト応募作品募集
上位入賞作品を

旅チャンネル でオンエア！

ねぶた・ハネト・囃子方・バケト・海上運行・花火大会など、
２０１３年の青森ねぶた祭に関するあらゆるものをテーマに募集します。
▼応募方法

応募用紙に住所、氏名、電話番号、タイトルを記入の
うえ写真の裏に貼り付け事務局まで送付または持参
▼サ イ ズ 四つ切サイズ（Ａ４ワイド可）
またはＡ４サイズのカラープリントで単写真
▼申込締切 平成２５年８月２６日（月）※必着

２０１２推薦 「気迫」 島谷直樹

推薦

1名

賞金 5 万円、沖縄往復
ﾍﾟｱ航空券、賞状、盾

特選

3名

賞金 1 万円、旅ﾁｬﾝﾈﾙ
ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ、賞状、盾

準特選

5名

賞状、盾

30 名

賞状、盾

入選

※赤字は旅ﾁｬﾝﾈﾙ副賞

「旅チャンネル」 とは？
ＣＳデジタル （ケーブルテレビ、
スカパー！、ＩＰＴＶ） で放送され
ている、 世界中の魅力溢れる
旅の映像をお届けする日本で
唯一の旅専門チャンネルです。
今年度の写真コンテストでは、
旅チャンネルとコラボレーショ
ンし、 上位入賞作品は旅チャ
ンネルで放送されるほか、 旅
チャンネル副賞をご用意いた
だきました。
ぜひ奮ってご応募ください！！

◎青森ねぶた祭 Official Facebook 開設しました！
青森ねぶた祭実行委員会では、青森ねぶた祭の情報を発信する公式 Facebook ページを開設しました。
当協会の Facebook ページもございますので、ぜひ「いいね！」をよろしくお願いします。
青森ねぶた祭 Official Facebook ★ https://www.facebook.com/aomorinebuta
青森観光コンベンション協会 Facebook ★ https://www.facebook.com/atcainfo

ウォーターフロントモーニングプロジェクト開始！
８月２４日までの毎週土曜日開催！
「ラヂヲ体操」や「朝マルシェ」など、ベイエリアの朝を満喫しましょう！
詳細はＨＰ「あおもり案内名人」をご覧ください。
http://www.atca.info/
H26 交付分は

青森で開催の大会に助成金交付

９月末
締切

青森県ならびに青森市では、青森で開催されるコンベ
ンションの主催者に対し、青森県外からの参加者が県内
の宿泊施設に宿泊する場合、助成金を交付します。
平成２６年度交付分からは月締めでお申込の早い順に
優先交付されます。また、平成２７年度、２８年度開催
分も受付中です。
営利を目的とするものや、行政の関わりが深いもの、
スポーツ競技会など対象とならない場合もありますので、
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。

青森物産展
日時／８月２日（金）〜７日（水）
１０：００〜１７：００
会場／ワ・ラッセ西の広場・１Ｆエントランス
スタンプラリーや浜焼きほたて振舞など
楽しいイベント盛りだくさん！

青森ねぶた祭スペシャルライブ

平成２５年６月現在

県内参加者の延べ宿泊数

助成額（１件あたり）

５０人～

９９人

２０万円以内

１００人～

２９０人

３０万円以内

３００人～

４９９人

５０万円以内

５００人～

９９９人

７０万円以内

１，０００人～１，９９９人

１００万円以内

２，０００人～２，９９９人

２００万円以内

３，０００人～

３００万円以内

日時／平成２５年８月２日（金）〜６日（火）
１３：４５〜１４：３０
会場／ワ・ラッセ２Ｆイベントホール
料金／無料＜義援金にご協力ください＞
毎日演目 ・ 出演者が変わります。
詳細はホームページをご覧ください！
ご注意

展示ねぶた入替のため、８月９日および１０日はねぶたホール
ミュージアムはご見学いただけませんので、ご注意ください。

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

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

会場

参加人数

主催・問い合わせ

8/8

平成25年度献血感謝の集い

13:30

- 青森市男女共同参画プラザ 青森県

8/23

第62回青森市社会福祉大会

13:50

- 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
8/31・9/1

青森県戦没者追悼式

10:00

-

青森県戦没者遺族退会（藤田・福村両氏を偲ぶ会）

11:00

-

第67回東北医師会連合会総会・学術大会

9:00

リンクステーションホール青森

300 ホテル青森

青森県
青森県遺族連合会
青森県医師会

イベント情報
開催日

イベント名

8/1～9/10 階段ギャラリー「ふるさと青森の夏」

時間
9：00～

8/4

フリーマーケットin青森コロナワールド

11：00～

8/7～11

第2回青森市所蔵作品展「伝統木版画の世界」棟方末華展

10：00～

8/11

八甲田丸フリーマーケット2013

8/18

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

8/24・25

ＡＴＶ中古車フェア

9：00～
10：00～
9：00～

参加人数

会場

主催・問い合わせ

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
- 青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

- 青森市民美術展時間

青森市文化スポーツ振興公社

- 八甲田丸駐車場

みちのくリサイクル運動市民の会

- イオンタウン青森浜田駐車場 みちのくリサイクル運動市民の会
1,000 青森産業会館

㈱青森テレビ

■平成２５年７月１９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。

