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９月８日、高円宮殿下記念地域伝統芸能賞の受賞式が行われまし
た。 (財)地域伝統芸能活用センター 棚橋祐治 副会長より表彰状、
高円宮妃殿下久子様より記念メダルが、青森ねぶた祭実行委員会 蝦
名文昭 委員長に授与されました。
同賞は地域伝統芸能の保存、継承に功績のあった団体を表彰する
もので、今年度は青森ねぶた祭実行委員会のほか、弘前ねぷた保存
会も表彰されました。

９月９日、札幌ドームで札幌商工会議所創立 100 周年記念イベント「日本のま
つり」が開催され、青森ねぶた祭も参加いたしました。北海道の祭り１１団体、
海外の祭り２団体、全国の祭り１３団体の迫力に、約３万人もの観客は圧倒され
ていました。青森ねぶた祭の公演時間は１１分でしたが、今夏出陣したサンロー
ド青森「鬼門金神」のねぶたと、躍動感あふれる 100 名のハネトが会場を大いに
盛り上げました。

青森ねぶた祭写真コンテスト 入賞者発表

「ｉｍｅ2006」に参加
日本で唯一のコンベンショントレードショー

今年も青森ねぶた祭をテーマに写真コンテストが行
われ、全国各地から総数４１６点のご応募をいただき
ました。
入賞作品はホームページに掲載するほか、広報資料
に活用いたします。
◆推 薦／「闘士」木村英夫様(青森市)
◆特 選／「赤武者」川村栄光様(青森市)
「妖光」佐藤 武様(青森市)
「鵺の叫び」蒔苗賢二様(北海道)
◆準特選／「懸命に」山下 茂様(青森市)
「ﾗｯｾ ﾗｯｾ ﾗｯｾﾗｰ」平山史人様(青森市)
「出陣」館山 昇様(青森市)
「日天」相内悦子様(青森市)
「飛び入り参加」蝦名栄子様(青森市)
ほか入選３０名
※作品はホームページでご覧になれます。
青森ねぶた祭ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ http://www.nebuta.jp/

2006 推薦作品
「闘士」
木村 英夫 様

９月２２・２３日に「第１６回国際ミーティン
グ・エキスポ(ＩＭＥ2006)」が東京ビッグサイト
で開催されました。コンベンションの総合見本市
であるＩＭＥには、全国・海外から６６団体が出
展。青森県コンベンション誘致協議会（青森・弘
前・八戸・むつ）も出展し、青森県のＰＲをして
参りました。
青森ブースへお越しい
ただいた方には、大会招
致に関するアンケートを
実施。地場産品のプレゼ
ントと関連パンフレット
を配布し、青森県での大
会開催を呼びかけました。

９月２４日〜２７日まで、ホテル関係者・市観
光課と共にソウルの旅行社を中心に雑誌社も含め
１２社へ、青森市をＰＲして参りました。
青森市の助成金制度や、八甲田スキー場・モヤ
ヒルズ、また「八甲田ウォーク」と冬の観光をメ
インに説明をし、青森への送客を依頼いたしまし
た。

今年は平年並みの見頃を迎えそうです
●八甲田‑‑‑‑‑‑‑山頂…１０月上旬(現在３割程度)、中腹…１０月中旬、山麓…１０月中旬〜下旬
●田代湿原‑‑‑‑‑１０月中旬
●酸ヶ湯温泉‑‑‑‑‑１０月上旬
●城ヶ倉大橋‑‑‑１０月中旬
●睡蓮沼‑‑‑‑‑‑‑‑‑１０月上旬
●奥入瀬渓流‑‑‑１０／２０頃から
●十和田湖‑‑‑‑‑‑‑１０／２０頃から
●薬研温泉‑‑‑‑‑１０月中旬〜下旬
●中野山(黒石)‑‑‑１０月下旬〜１１月上旬
●白神山地‑‑‑‑‑１０／２０頃前後
●十二湖‑‑‑‑‑‑‑‑‑１０月下旬
(青森県観光総合案内所調べ

9/26 現在)

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

10/5〜7 リハビリテーション・ケア合同研究大会 青森2006

9：00〜

4,500 ホテル青森、ウェルシティ青森 (財)黎明郷リハビリテーション病院

10/5〜7 第11回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会

9：00〜

4,600

青い森アリーナ、青森市民体育館 青森県家庭婦人バレーボール連盟

10/12

第61回全国私立学校審議会連合会総会

11：00〜

200 ホテル青森

全国私立学校審議会連合会

10/14

交通安全の集い

13：00〜

400 ぱ・る・るプラザ青森

(財)青森交通安全協会

全国ＮＰＯアートフォーラムｉｎあおもり

13：00〜
10：00〜

250 八甲田丸

全国アートフォーラムｉｎあおもり
実行委員会

800 ホテル青森

弘前大学医学部耳鼻咽喉科

10/14
10/15

10/19〜21 第16回日本耳科学会総会・学術講演会
10/21

第35回青森県看護学会

10：10〜

- ぱ・る・るプラザ青森

10/23

第55回青森県社会福祉大会

13：00〜

900 ぱ・る・るプラザ青森

10/24
10/25
10/26
10/27
10/26

平成18年度 交通安全青森県民大会
平成18年度 全国保育所理事長・所長研修会

989 ぱ・る・るプラザ青森
ぱ・る・るプラザ青森
1,800
ホテル青森

第33回実務研究会

13：00〜
12：30〜
9：00〜
9：30〜
10：00〜

10/30

東北ブロック認知症グループホーム青森大会

12：00〜

10/31

第41回青森県養護教員研究大会

11/4

第27回東北ろうあ老壮年研修会

11/8

(社)青森県食品衛生協会設立50周年記念 第
40回青森県食品衛生大会

(社)青森県看護協会
青森県社会福祉協議会
青森県民生活文化課
日本保育協会 青森県支部

100 国際ホテル

青森市上下水道部総務課

300 アラスカ会館

東青地区認知症高齢者グルー
プホーム協会

400 ぱ・る・るプラザ青森

青森県養護教員会

10：00〜

250 酸ヶ湯温泉

(社)青森県ろうあ協会

13：00〜

350 ホテル青森

青森食品衛生協会

未定

イベント情報
開催日

イベント名

9/9〜10/1 辻けい展「あか から あか へ」
10/1

時間
10：00〜

参加人数

会場

- 国際芸術センター青森

第28回青森県こどもピアノコンクール

10：00〜

10/1

八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット

10：00〜

- 八甲田丸前電車ひろば

10/4

私立幼稚園のつどい

10：00〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市私立幼稚園協会

10/8

フリーマーケットｉｎ青い森セントラルパーク

10：00〜

- 青い森セントラルパーク

10：00〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森県情報サービス産業協会

10/12・13 第3回ユビキタスフェア2006

150 青森市民文化ホール

主催
国際芸術センター青森
みちのくリサイクル運動市民の会
みちのくリサイクル運動市民の会

10/21

映像の日 −映画を無料で鑑賞「一年の九日」

14：30〜

10/28

ラジオＨＡＰＰＹ健康クラブ特別公開セミナー

15：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

青森放送株式会社

10/29
11/10
11/11
11/11・12
11/17

日本ボーイスカウト青森県連盟50周年式典

13：00〜
13：00〜
10：00〜
9：00〜
13：00〜

800 ぱ・る・るプラザ青森

日本ボーイスカウト青森県連盟

700 青森市民文化ホール

青森県中学校文化連盟

20,000 青森産業会館
300 青森市民文化ホール

農林水産祭実行委員会
青森県環境政策課

青森県中学校総合文化祭 舞台発表
平成18年度 県農林水産祭
第1回あおもり環境演劇コンテスト

11/27・28 平成18年度 年末調整説明会
11/29

知的障害児・者音楽活動発表会2006

40 国際芸術センター青森

青森県ピアノ音楽研修会

国際芸術センター青森

9：00〜

800 青森市民文化ホール

青森税務署

12：30〜

500 青森市民文化ホール

青森県知的障害者福祉協会

■平成１８年９月２１日現在の情報です。都合により変更となる場合もあり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。

