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平成１４年度青森ねぶた祭ボランティ
 わたしたち市民共有のかけがえのない財産「青森ねぶた祭」を支えるボランテ

ハネトの整理・誘導、ねぶたのガイドなどボランティア活動を通じて、青森ねぶ

せんか。ねぶたを愛し郷土を愛する皆さんのご参加をお待ちいたします。 

○祭サポートボランティア 
活動内容  ①ねぶた運行に関すること ②警察署内での迷子の案内・誘導 (１日

活動期間  ８月２日(金)～６日(火) 1７時～２１時 

  応募資格  原則として２日以上活動可能な方。ただし、高校生を除く１８歳以上

  活動場所  青森市内のねぶた運行コースなど、ねぶた祭に関連する場所で活動し

  募集期間  ６月３日(月)～６月２８日(金) 必着 

○ねぶたガイドボランティア 
 活動内容  ラッセランドでのねぶたに関する案内 

活動期間  ７月６日(土)、７日(日)、１３日(土)、１４日(日)、７月２０日(土)

応募資格  ５日間以上活動可能な１８歳以上の方（高校生可） 

 活動場所  ねぶたラッセランド（アスパム裏青い海公園内）       

 募集期間  ６月３日(月)～６月２１日(金) 必着           

※詳細は、ボランティア募集係まで  ※ホームページでもご案内しています。htt

 

 

                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

八戸駅を起点に、下北半島

適なリゾート列車。ゆった

ーなど様々な催し物が行

ターなど、青森の旅をもっ

の新車両です。運転日は

この列車を利用して青森

てなしの心でお迎えしま

(社)青森観光コンベンション協会(新体制)発足１周年

６６月月１１日日((土土))かからら「「七七子子
ななこ

八八珍珍
はっちん

」」取取扱扱店店本本格格
青森市の名物として広く会員の皆様と運動の推進を図っていくため、いよいよ６

進運動が本格的にスタートいたします。皆様どうぞ下記取扱店に足をお運び下さい

 

【取扱店】5/30 現在 28 店（※順不同です） 

 １．㈱ヤマイシ（山石亭、北乃庵） ２．青森ワシントンホテル（三十三間堂）

 ４．㈲青森グランドホテル（あみもと、ベルビュー、パティオ、グランデュール

 ５．みちのく料理西むら（西むら本店、アスパム店） ６．㈱百代（料亭百代、

７．㈱アーバンホームズ（中国料理 三海龍） ８．秀寿司 ９．㈱南部屋旅館（

10．アップルパレス青森（レストランエピス、日本料理 京彩） 11. ホテルオク

12．㈱ケイ・エムコーポレーション（北のまつり青森本店） 13.割烹 直 14．

16．酸ヶ湯温泉㈱（酸ヶ湯温泉、八甲田ホテル） 17．㈱浅虫観光ホテル 18．

19．㈲中部食品（レストラン はまなす、農協会館レストラン、市役所地下食堂）

22．青森国際ホテル（若水亭、吉慶、ラ･ロンド、青森空港レストランひば） 2

24．山寿し 25．和食処 藤紀 26．大衆割烹 三好屋 27．㈱恵比須屋 28．酒

 

※今後も推進運動拡大のため随時取扱店を募集いたします。詳細についてはお問い
◆観光とコンベンションのお問い合せ◆ 

社団法人 青森観光コンベンション協会 

〒030-0822 青森市中央 1-25-9 

アクサ青森ビル 6F 

TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215 

ホームページ http://www.atca.info/
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ィアを募集します。観覧者や

たのすばらしさを再認識しま
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ていただきます。 

～８月６日(火) １０時～１６時 
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          、津軽半島の周遊・観光に最

りとした座席や津軽民謡ショ

われるスペース、大型ＴＶモニ

と楽しく快適にする魅力満載

7/5～9/29 迄。 
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的的ススタターートト  
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～あなたの魅力で青森ねぶた祭を盛り上げてみませんか？～ 

日  時 ６月２３日（日）午後１時３０分から 

場  所 青森自然公園ねぶたの里「ねぶた会館」 

選  出 ミスねぶたグランプリ１人、ミスねぶた２人 

参加資格 満１８歳～２８歳までの独身女性で、県内在住者並びに県出身者に 

限る。但し高校生及び他のミス任期中の方は除く。 

申込方法 のうえ、 

 

へ郵送またはご持参ください。 

※詳細は、

※ホームペ ://www.nebuta.jp 

６月イベント・コンベンションカレ
開催日 

６月１７日（月）必着で、応募用紙に必要事項を記入

東奥日報社事業部 〒030-0180 青森市第二問屋町 3-1-89 または

テレビ企画事業部  〒030-8686 青森市松森 1-4-8 

担当 高坂・川島まで  

ージでもご案内しています。http

 

大会名（参加人数） 時間 会場 

１(土) 陸･海･空自衛隊音楽隊合同演奏会  18:30～ 青森市文化会館 

～９(日) 
昭和のくらしを支えた日常の品々 

～ 

青森市歴史民俗展示館

～生活用具と衣服そして生業の道具
  9:00～ 

「稽古館」 

～23(日) 収蔵資料展～自筆が語る文人の心   9:00～ 青森県近代文学館 

６(木) 東北六県募集連絡会議(50) 12:00～ ホテル青森 

７(金)～

12(水) 2002 ミニねぶた展 
 ｲﾍﾞﾝﾄ広場 

ねぶた祭までもう少し！ 
 9:00～ アスパム１Ｆ

９(日) 青森市三曲協会第６回三曲演奏会(300) 13:00～ 青森市民文化ホール 

11(火) 第 80 回全旅連全国大会(1,000～1,500) 13:00～ 
青森市文化会館・ 

ホテル青森 

13(木)～

16(日) 
 有田焼大陶器まつり(10,000) 10:00～ 青森産業会館

15(土) 
平成 14 年度青森県看護協会通常総会 

各職能集会(500) 
青森 10:00～ ぱ･る･るプラザ

16(日) 
映画上映｢走れ!ケッタマシン～ウェディ

0) ング狂想曲～｣ (80
14:00～ ぱ･る･るプラザ青森 

17(月) 
全日本婚礼美容家協会 東北ブロック予選 

大会(100) 
 7:00～ ホテル青森 

23(日) 木村流大正琴青森支部おひろめ会 ホール 12:30～ 青森市民文化

東北地区高校定通制教育振興会青森大会

(300) 
13:00～ 青森グランドホテル 

日15 時～ 
ホテル青森 

13:30～ ぱ･る･るプラ

平成１４年７月コンベンションカ 速 連絡レンダー 報版をご希望の方はご

27･28 

(木･金) 
精神保健福祉センター(50) 

27

28 日9 時～ 

7/1(月) 青森県美容技術選手権大会(400) ザ青森 

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、情報がありましたらご提

 
●当協会ホームページ「あおもり案内名人」でも、観光コンベンションニュースを閲覧できます

●「あおもり案内名人」では当協会員のホームページを紹介しています。掲載をご希望の場合は

①事業所名 ②担当者名 ③連絡先（住所・TEL・FAX） ④URL ⑤ホームページに掲載するコメ

を FAX またはメールにてお知らせ下さい。 E-mail aokanko4@jomon.ne.jp 
ミスねぶたグランプリを 
海外旅行へご招待！ 

ンダー 
者 

副 賞 

賞金 20万円他 

主催

(財)青森市文化スポーツ振興公社 

青森市歴史民俗展示館「稽古館」 

<TEL.017-739-6422> 

青森県近代文学館 

<TEL.017-739-2575> 

自衛隊青森地方連絡部 

<TEL.017-776-1595> 

ョン協会 (社)青森観光コンベンシ

<TEL.017-723-7211> 

> 青森市三曲協会 <TEL.017-776-3082

衛生同業組合 青森県旅館ホテル生活

<TEL.017-777-3411> 

 有田焼陶器市振興組合

<TEL.017-723-2857> 

(社)青森県看護協会 

 (株)ふるきゃらシネマ

<TEL.03-5369-2370> 

アレクサンダー美容室 

<TEL.017-776-4107> 

者協会 

7-5658> 

木村流全日本大正琴指導

青森支部 <TEL.0138-4

青森北斗高校 

県立精神保健福

青森県美容業生活衛生同業組

 <TEL.017-776-8570> 

下さい。 

祉センター 

<TEL.017-787-3951> 

合 

供ください。ご協力お願いします。 

。 http://www.atca.info/ 

お手数ですが、 

ント  


