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いよいよ本番！青森ねぶた祭開催いよいよ本番！青森ねぶた祭開催

６月２７日（土）、ねぶたの家ワ・ラッセにて「第４４
回ミスねぶたコンテスト」が開催され、応募総数２６名
の中からミスねぶたグランプリ１名、ミスねぶた２名が
選出されました。選ばれた３名は今年のねぶた祭運行に
参加するほか、県内外で行われるねぶた祭関連イベント
や青森市の観光ＰＲ行事に参加します。

２０１５ミスねぶたが決定

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、２０１５年青森ねぶた祭に関するあらゆるも
のをテーマにした作品を募集します。

■応募方法　必要事項を記入した応募票を写真の裏

　　　　　　に貼り付け、郵送または持参ください。

■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 27 年 8 月 24 日（月）必着

■申込・問合　青森観光コンベンション協会

　　　　　　青森市柳川 1-4-1-2F ☎723-7211

応募要項・応募票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/

８月１日（土）

８月２日（日）・３日（月）

■前夜祭
時間：１８時～２１時頃　会場：青い海公園

ミスねぶたやねぶた師の紹介、ねぶた囃子コンテストや
バケト競演、囃子模範演奏などが行われます。17 時以降
スタートの開会セレモニーイベントには「BLUE TOKYO」
が登場。19 時からはアスパム正面西広場において「ス
ター・ウォーズねぶた」のお披露目が行われます。

■子供ねぶた・大型ねぶたの運行
時間：１９時１０分～２１時　会場：青森市中心部

２日　子供ねぶた・担ぎねぶた　１３台
　　　大型ねぶた　１４台　凱旋太鼓
３日　子供ねぶた・担ぎねぶた　１１台
　　　大型ねぶた　１６台　凱旋太鼓

８月４日（火）・５日（水）・６日（木）

■大型ねぶたの運行
時間：１９時１０分～２１時　会場：青森市中心部

４日　大型ねぶた　１８台　出世大太鼓
　　　担ぎねぶた　　１台
５日　大型ねぶた　２１台　出世大太鼓
６日　大型ねぶた　２２台

■第６１回青森花火大会・ねぶた海上運行
時間：花火大会　１９時１５分～２１時頃

　　　海上運行　１９時～２０時　会場：青森港

スターマインなど約１万１千発の花火が打ち上げられま
す。海上運行には受賞ねぶた５台と推薦を受けた１台の
合計６台が参加します。

８月７日（金）

■大型ねぶたの運行
時間：１３時～１５時　会場：青森市中心部

大型ねぶた　１７台（予定）　子供ねぶた　１台

■第６７回浅虫温泉花火大会
時間：１９時～２０時４０分　会場：浅虫海浜公園

夜空に美しく咲くスターマインを間近にお楽しみいただ
けます。有料観覧席あり（当日販売）。

ミスねぶた
市川知実さん

ミスねぶたグランプリ
楠美茉里奈さん

ミスねぶた
李沢千里さん

７月２６日（日）１０:３０オープン！！

縄文時代から昭和時代までの郷土の歴史・民俗に関する資料等を展示する「あおもり北のまほろば歴史館」が開館し
ます。開館を記念し、７月２６日は無料でご入館いただけるほか、様々なイベントが行われます。

開館記念イベント○館内スタンプラリー○こぎん刺し体験○ホタテ貝釣り体験＆貝焼きコーナー○縁日コーナー

○北前船みちのく丸展示○お茶席○沖館中学校合唱部 演奏○津軽藩の武芸 実演と体験○世界の豪華客船写真展

○オープン記念オリジナル「北のまほろばレキシカンタコス」販売（無くなり次第終了）

青森市沖館 2-2-1　☎017-763-5519旧みちのく北方漁船博物館

あおもり北のまほろば歴史館



■平成２７年７月１５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

TEL.017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

コンベンションカレンダー

７月２５日から８月２２日までの毎週土曜日、ラヂヲ体操＆
朝マルシェを開催します。どなたでも自由に参加できます。

期間：7/25 ～ 8/22 毎週土曜日（全 5回）
時間：ラヂヲ体操　6:30 ～ 6:45
　　　朝マルシェ　6:30 ～ 8:00
　　　※商品が無くなり次第終了
会場：ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場

ウォーターフロントモーニングプロジェクト

ラヂヲ体操＆朝マルシェ毎週土曜日
６：３０から
毎週土曜日
６：３０から

青森ウォーターフロント活性化協議会　☎017-723-7211

参加者には周辺施設で特典を受けられるスタンプカードをお渡しします！

イベント情報

■ねぶた囃子実演＆ハネト体験
　8/1 ～ 8/8、8/11 ～ 8/16
　①11:00 ～②13:00 ～③15:00 ～
■ワ・ラッセ工房スペシャル＜有料＞
　8/11 ～ 8/16　①10:30 ～②13:30 ～
■津軽の魂ライブ in ワ・ラッセ＜有料＞
　8/2 ～ 8/5　13:00 開場
■ぶるー nebuta＜有料＞事前にチケットをご購入ください

　7/31、8/2 ～ 8/8　16:30 開場（8/8 のみ 13:30）
　チケットの販売については HP をご覧ください
　　http://www.blue-nebuta.net/
■ねぶたん・ハネトンとあそぼう！
　8/2 ～ 8/7、8/11 ～ 8/16①10:00 ～②14:00 ～
■もつけどじょっぱりの魂ッこ展
　7/28 ～ 8/16　10:00 ～ 19:00

8/9（日）・10（月）は展示ねぶた入替のためねぶたホール、
ミュージアムの見学はできません（ショップ・レストラン
は通常営業）。8/11（火）から新展示でオープンしますので、
是非ご来館ください。

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

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

8/24
青森県戦没者追悼式
終戦70周年記念青森県戦没者遺族大会

10:00 - リンクステーションホール青森
青森県健康福祉政策課
青森県遺族連合会

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

9/5 12:00
9/6 9:30

9/10～11
第45回東北・新潟・北海道ブロック
点字図書館等連絡協議会（音訳部会研修会）

- 200 ウェディングプラザアラスカ 青森県視覚障害者情報センター

9/11～13 第39回日本自殺予防学会総会 - 500 青森県立保健大学 青森県立保健大学

国際ロータリークラブ第2830地区　地区年次大会 - リンクモア平安閣市民ホール 青森ロータリークラブ

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

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

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

9/1～19 アコール階段ギャラリー「岡本勝子　和紙ちぎり絵作品展」 9：00～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/5～6 2015新築・増改築フェアinあおもり 10：00～ 青森産業会館 吉田産業青森支店

9/19～20 ENEOSグローブエナジー秋の感謝祭 9：30～ 青森産業会館 ENEOSグローブエナジー青森支店

9/21 おでかけライブin青森 11：00～ 青森産業会館 ユウメディア

9/26～27 アコールフェスタ2015～来てきて　見てみて　ふれてみて～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/26～27 角弘あたたかリフォームフェア 9：00～ 青森産業会館 角弘青森支店

開始時間

　26日10:00～
　27日  9:30～

ミラノ万博 ねぶた運行賑わう

９月２４日から２７日まで東京ビッグサイトで開催される「ツーリズム
EXPOジャパン 2015」に青森ねぶたが出陣します。ねぶた運行は、２５日
夜に行われる「JAPAN NIGHT」で実施される予定です。

青森ねぶた 「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」に出陣

大型ねぶた 「日天　水天」 と現地ハネト

７月１１日、ミラノ万博「ジャパンデー」において東北復
興祭りパレードが行われ、青森ねぶたが運行されました。
運行には現地ハネ
ト含む１３３名が
参加し、会場から
は拍手喝采がおく
られました。


