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❶市内販売店で購入する場合

　販売期間　6/26（金）午前 10 時～無くなり次第終了

❷チケットぴあ・ローソンチケット・セブンチケット

　 青森ポータルサイト ポみっと！チケットで購入する場合

　販売期間　6/27（土）午前 10 時～無くなり次第終了

【８/２ （日） ～６ （木）】

【８/２ （日） ～６ （木） 車イス専用席】

【８/７ （金） ❶昼ねぶた ❷昼ねぶた＆花火大会セット】

●青森観光コンベンション協会で電話受付・窓口販売　

　販売期間　6/26（金）午前 9 時～無くなり次第終了

【料金】　指定席　8/2 ～ 6・7（昼のみ）

　　　　　　　　8/7（昼＆花火大会セット）

　　　　自由席　8/2・4・6（31 号席のみ）

　　　　車いす専用席 8/2 ～ 6

　　　　  車いすの方は 2,000 円、付添の方は 2,600 円

※ご注意※●10 名以上の場合は団体観覧席をお申込みください。
　　　　　●自由席は 31 号席市役所駐車場大桟敷のみです。
　　　　　●自由席以外はすべて指定席となります。
　　　　　●ご購入後のお客様のご都合によるキャンセルは
　　　　　　一切できません。予めご了承ください。

１～９枚まで
購入可能

検索青森ねぶた祭

詳細については
青森ねぶた祭オフィシャル
サイトをご覧ください。

8/3・6・7（昼のみ、昼夜セット）

8/2・4

8/5

◎ 空席あり

△ 残りわずか

× 満席

団体観覧席受付状況
6 月 19 日現在

10名～
申込人数

青森市内

ねぶたガイド隊ねぶた制作小屋をご案内

ねぶたの歴史や制作工程、祭の仕組みなどを、制作小屋をまわりながら
親切・丁寧にご案内いたします。

◇期間／ 7/1（水）～ 7/17（金）10：00 ～ 15：00

　　　　 7/18（土）～ 7/31（金）10：00 ～ 15：30

　　　　 8/1（土）～ 8/6（木）10：00 ～ 16：00

◇場所／アスパム裏「ねぶたラッセランド」

◇申込／ガイド案内所に直接お越しください。事前予約も承ります（電話）

◇連絡先／～ 6/30　　　ねぶたの家ワ・ラッセ　TEL. 017-752-1311

　　　　 7/1 ～ 8/6    ガイド案内所　TEL.017-723-2525

　平成２７年６月１６日（火）、当協会の定時総会を開催いたしました。
　３１７名の会員の皆様（出席１２４名・委任状出席１９３名）にご出席いただき、平成２６年度の事業報告と収支
決算、理事および監事の選定などについてご承認いただきました。
　これからも観光事業を通して地域経済の活性化に努力してまいりますので、ご支援・ご協力賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

青森市出身で日本を代表する板画家、棟方志功画伯の大規模展が開催されます。
今回の展覧会では、世界随一のコレクションを誇る棟方志功記念館の所蔵作品から、板画《華厳譜》、《大世界の柵》
や倭画《禰舞多運行連々絵巻》など棟方志功の初期から晩年までの作品が展示されるほか、板木、スケッチ、使用し
ていた道具類なども展示されます。
 半世紀に及ぶ創作活動の中から生み出された珠玉の作品の数々が一堂に公開されますので、是非この機会に棟方志
功の世界をお楽しみください。

北海道新幹線開業プレイベント／棟方志功記念館開館４０周年記念

棟方志功展「半世紀の芸業」開催期間　７月１８日（土）～８月１６日（日）
会　　場　青森市民美術展時間・棟方志功記念館

無料

青森観光コンベンション協会平成 27 年度定時総会を開催

料金／お一人様 2,600 円（税込・パンフ付）
人数／ 10 名以上
申込／所定の申込用紙に必要事項を記
　　　入し FAX にて申込みください。
　　　申込用紙は青森ねぶた祭オフィ
　　　シャルサイトからダウンロード
　　　できます。http://www.nebuta.jp/

青森ねぶた祭 個人観覧席販売 ６月２６日 （金） から

2,600 円

6,600 円

2,300 円



■平成２７年６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。

イベント情報

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ　青森市安方 1-1-1　TEL.017-752-1311　FAX.017-752-1312　http://www.nebuta.jp/warasse/

コンベンションカレンダー

青森ねぶた祭の【迫力・躍動感】と BLUE TOKYO の【アクロバットパフォーマンス】、異色の組み合わせが創りだす
新たなエンターテイメントがワ・ラッセで開催されます。青森ならではのステージをお楽しみください。

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/2 13:00 リンクステーションホール青森・ホテル青森

7/3 9:30 リンクステーションホール青森

7/6 第36回交通安全母の会青森県大会 13:00 - リンクステーションホール青森 青森県交通安全母の会連合会

7/9～10
第62回東北地区高等学校定時制通信制教育振興会総会
第65回東北地区高等学校定時制通信制教育研究協議会大会

- 250 国際ホテル
東北地区高等学校定時制
通信制教育振興会

7/10 平成27年度東北六県市町村教育委員会教育委員・教育長研修会 500 ホテル青森 -

7/13～17 第8回国際被嚢類学会 150 リンクステーションホール青森 浅虫海洋生物学教育研究センター

7/23～24 第39回経済同友会東北ブロック会議 13:00 150 ホテル青森 青森経済同友会

7/29～31 平成27年度全国理科教育大会　第86回日本理化学協会総会 450 リンクモア平安閣市民ホール・青森東高校 青森県高等学校教育研究会理科部会

7/30～31 全教互北海道・東北ブロック連絡協議会 40 ウエディングプラザアラスカ 青森県教育厚生会

8/1～2 全国管工事業協同組合連合会青年部協議会　第19回通常総会 - 300 ホテル青森 青森市管工事業協同組合青年部

8/27 平成27年度東北・北海道農業活性化フォーラム 12:30 - リンクステーションホール青森 青森県農業会議

8/28～9/1 PSi 2015：FLUID STATES 東北大会 300 青森県立美術館　他 慶應義塾大学アート・センター

8/29～30 JPA北海道・東北ブロック大会 100 アップルパレス青森
青森県難病団体等連絡協議会
青森県難病相談・支援センター

平成27年度第64回東北地区高等学校PTA連合会青森大会 1,700 青森県高等学校PTA連合会

青森ねぶた祭×ＢＬＵＥ ＴＯＫＹＯ　スペシャルコラボレーション！

「ぶるーＮＥＢＵＴＡ」公演開催

■公演日／ 7 月 31 日（金）、8 月 2 日（日）～ 8 月 8 日（土）

■開　場／ 16：30（8 日のみ 13：30）

■開　演／ 17：00 ～（8 日のみ 14：00 ～）

■チケット／料金　2,000 円（おみやげ付・全席指定）

　　　　　販売　①まるっとあおもり検索サイト「ポみっと！」6/18 ～ 6/25

　　　　　　　　　http://www.pomit.jp/

　　　　　　　　②一般販売　6/26 ～　※販売情報についてはホームページをご覧ください

■問合せ／一般社団法人 BLUE ties Impression

　　　　　http://www.blue-nebuta.net/

男子新体操
プロパフォーマンスグループ
「ＢＬＵＥ ＴＯＫＹＯ」が
ワ・ラッセで跳び、舞う！

第13回縄文の杜あおもりツーデーマーチ

八甲田山と<津軽・下北>２大半島ウォークｉｎねぶた

開 催 日：7/31（金）・8/1（土）
主 会 場：八甲田丸広場
申込締切：郵便の場合 7/1（水）必着
　　　　　※直接のお申込は 7/1 以降も
　　　　　　随時受付します。

申込・問合：事務局（日専連旅行センター内）
　　　　　〒030-0801 青森市新町 2-7-16
　　　　　TEL.017-735-1154　FAX.017-777-2700

青森の自然と熱きねぶたの
鼓動を感じよう !!
心とからだと環境に
優しいウオーキング！

ウォーターフロントの朝はラヂヲ体操から

ラヂヲ体操＆朝マルシェ開催！

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

7/2～30 アコール階段ギャラリー「二瓶倫尚個展」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/18～8/16
北海道新幹線開業プレイベント
棟方志功記念館開館40周年記念
棟方志功展「棟方志功―半世紀の芸業」

9：00～
青森市民美術展示館
棟方志功記念館

青森市文化スポーツ振興課

7/20 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

7/30～8/1
第13回縄文の杜あおもりツーデーマーチ
「八甲田山と<津軽・下北>2大半島ウオークinねぶた

八甲田丸広場他 日専連旅行センター

7/31 平成27年度「献血感謝の集い」 13：30～ アウガAV多機能ホール 青森県健康福祉部医療薬務課

8/1～30 アコール階段ギャラリー「挑戦　色えんぴつ画展」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

開始時間

コースにより
異なる

７月２５日から８月２２日までの毎週土曜日、ワ・ラッセ西の
広場においてラヂヲ体操＆朝マルシェを開催します。
ご参加いただいた方には、対象の観光施設や飲食店などで特典
を受けられるスタンプカードをお渡しします。
どなたでもご自由にご参加いただけますので、
是非ご参加ください。

詳細は 7 月下旬発行の来月号でお知らせします


