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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
■日

第６６回浅虫温泉花火大会

時

８月１日（金）
１８：００〜２１：００頃
■会 場
青い海公園特設ステージ
★一部のねぶたを小屋から出して展示します

子供ねぶた・大型ねぶたの運行
■日

時

■会

場

８月２日（土）・３日（日）
１９：１０〜２１：００
青森市中心部

大型ねぶたの運行
■日

■会

時

場

８月４日（月）〜６日（水）
１９：１０〜２１：００
８月７日（木） ※子供ねぶた１台出陣
１３：００〜１５：００
青森市中心部

青森ねぶた祭写真コンテスト
応募作品募集
ねぶた・ハネト・囃子方・バケト・海上運行・花
火大会など、２０１４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

▼サ イ ズ
▼申込締切

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か持参
四つ切サイズ（Ａ４ワイド可）
またはＡ４ｻｲｽﾞのｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄで単写真
平成２６年８月２５日（月）※必着

応募要項がございます。
青森ねぶた祭ＨＰから印刷、

■日

時

■会

場

８月１日（金）
１９：００〜２０：４０頃
浅虫海浜公園

第６０回青森花火大会・海上運行
■日

時

■会

場

８月７日（木）
１９：１５〜２１：００頃
青森港

ねぶた海上運行５台から６台へ
総合賞を受賞した 5 団体と青森ねぶた運行
団体協議会の推薦を受けた
1 団体の合計６台を運行します。

イベント情報
青森ねぶた祭スペシャルライブ
被災地へ届け 津軽の魂
開催日：８月２日〜６日 １３：４５〜１４：３０
会 場：2 階イベントホール

２日●最高峰のねぶた囃子〜囃子賞「青森菱友会」
〜応援出演ミスター跳人＆ミスねぶた〜
３日●津軽三味線 葛西頼之
入場
無料
〜世界大会２連覇〜
４日●津軽伝統人形芝居「金多豆蔵」
〜３代目 木村巌〜
５日●津軽三味線 伊藤達也
〜最高賞仁太坊賞受賞〜
６日●共演 !! 手踊り名人と民謡王座
〜吉田由美子（38 代名人）かすみ（54 代王座）〜

または当協会まで
お問い合わせください。
２０１３推薦 「激闘」 中田茂生

青森ねぶた祭 http://www.nebuta.jp/
青森観光コンベンション協会 ☎017(723)7211

ねぶた祭期間中、10 時と 14 時に
ねぶたん＆ハネトンがワ・ラッセに登場 !!
是非お立ち寄りください♪
ねぶたの家 ワ ・ ラッセ TEL.017-752-1311 FAX.017-752-1315
青森市安方 1-1-1 http://www.nebuta.jp/warasse/

ポーラスターで行く
下北半島観光モニターツアー

ポーラスター

参加者募集 !!

１泊２日で下北半島の観光名所とグルメを満喫していただきます !! 旅行代金 21,800 円（2 名 1 室利用）
１０月４日（土） １日目行程

１０月５日（日） ２日目行程

青森港集合 --- 佐井港 --- 大間（昼食：まぐろ丼）

ホテル --- 恐山（ガイド付）--- 下北名産センター（ベ

--- まぐろパワースポット巡り --- 下風呂公民館（塩辛

コもち作り体験）--- 昼食：みそ貝焼定食 --- 脇野沢

づくり体験）--- むつ市（泊）

港 --- 青森港 --- ねぶたの家ワ ・ ラッセ（見学後解散）

お申込 ・ お問合せ ＪＴＢ東北 法人営業青森支店 TEL.017-722-4434 ／ FAX.017-774-0505

＞＞ コンベンション開催支援助成金のご案内 ＜＜
青森県コンベンション開催費助成金

青森市コンベンション開催事業補助金

青森県内で開催されるコンベンションで、青森県外
からの参加者が青森県内の宿泊施設に延べ 100 名以
上宿泊するコンベンションが対象。
大会開催年度３年前の４月１日～前年度９月末まで
に当協会へお申し込みください。

青森市内で開催されるコンベンションで、青森市内
の宿泊施設に宿泊する青森県外からの参加者の延べ
人数が 50 名以上 99 名までのコンベンションが対象。
大会が開催される前年度の２月末までに青森市交流
推進課へお申し込みください。

助成金額

３０万円以内～３００万円以内
（県外参加者の延宿泊数による）

補助金額

２０万円以内

※申込の早い順に助成金予定額の配分が優先されます

詳しくは「あおもり案内名人」コンベンション支援ご案内ページをご覧ください。http://www.atca.info/

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

8/9～8/11

日本加速器学会第11回年会

9:00

500

リンクステーションホール青森

8/26

青森県戦没者追悼式・遺族大会

9:30

-

リンクステーションホール青森

8/28～8/30

第13回日本テレパソロジーバーチャルマイクロスコピー研究会総会

9/3～5

第52回全国知的障害者福祉関係職員研究大会青森大会

9/12

全国医師国民健康保険組合連合会 第52回全体協議会

9/20～21

第6回日本Acute Care Surgery学会学術集会

120 アスパム

主催・問い合わせ
日本加速器学会
㈳青森県遺族連合会
日本ﾃﾚﾊﾟｿﾛｼﾞｰ・ﾊﾞｰﾁｬﾙﾏｲｸﾛｽｺﾋﾟｰ研究会

1,500

リンクステーションホール青森

青森県知的障害者福祉協会

500

リンクステーションホール青森

青森県医師国民健康保険組合

13:00

400 ホテル青森

日本Acute Care Surgery学会

イベント情報
開催日
7/29～8/17

イベント名
もつけどじょっぱりの魂ッこ展

時間

会場

主催・問い合わせ

10：00～19：00 ねぶたの家ワ・ラッセ

同実行委員会
同実行委員会

7/31～8/1

第12回縄文の杜あおもりツーデーマーチ

8：00～

8/2

在宅医療市民公開フォーラム

13：50～16：10 アウガAV多機能ホール （一社）青森市医師会

サンドーム

8/2～8/31

階段ギャラリー「思い出スケッチおもてなし絵手紙展」

9：00～21：00

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

8/6～8/10

青森市所蔵作品展「まつり」山口晴温・佐藤米次郎・棟方末華展 10：00～20：00 青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

8/22～8/23

青森盆踊りまつり

16：00～21：00 青い海公園

青森盆踊りまつり協議会

8/30～9/1

骨董＆棚卸大市

10：00～

9/2～9/22

階段ギャラリー「倉島くらら写真展『3.11 ヒマラヤの地から』」 9：00～21：00

9/7

第1回津軽すこっぷ三味線青森県大会

青森産業会館

㈲祭

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10：00～

新町キューブ

同実行委員会

9/20～9/25 第39回ねぶた祭・北畠まつりこどもの絵画コンクール入賞作品展

9：00～17：00

青森市中央市民センター 青森市

9/21

第29回ふるさと歌謡まつりチャリティーショー

12：00～16：00

リンクステーションホール青森

藤はじめ青森後援会

9/27～9/28

AOMORI SHOCK ON 2014

11：00～

新中央埠頭

㈱リンクステーション

■平成２６年７月１８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。

