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観光コンベンションニュース観光コンベンションニュース

『ねぶた祭写真コンテスト』
　 入賞作品展示します♪

今年いちばん人気があったねぶたは？

『青森市観光ルートバス』運行終了－ありがとうございました！－

青森ねぶた祭終了御礼
　今年も青森ねぶた祭は８月２日(日)～７日(金)まで盛大に開催されました。
　期間中は初日の２日に雨が降りあいにくの天気となりましたが、その後は
大きな崩れもなく３３０万人と多くの人出を数えることができました。
　毎年ご好評いただいているラッセランドの「ねぶたガイド」は、７月
１日～８月６日までの３７日間活動し、昨年よりも多い４,２７７名の
お客様をご案内しました。今年も県内外、多くのお客様にお楽しみいた
だきました。
　来年もより良い祭りを目指し、祭り関係者一丸となり取り組んで
いく所存でございますので、今後ともご支援ご協力を賜りますよう、
よろしくお願いいたします。

青森ねぶた祭終了御礼

　８月１日(土)から期間限定で運行していた『青森市観光ルートバス』は８月３０日(日)で試験運行を終
了いたしました。１日に左回り９便・右回り８便と合計１７便毎日運行していたルートバスは、期間中多
くの方々にご利用いただき、アンケートにもご協力いただきました。
　昨年まではルートが右回りだけでしたが、今年はかねてより要望の多かった双方向ルートでの運行を試
みました。また、８月１日から７日まで観光サポーターを試験的に導入しました。
バスの車内勤務が６名、バス停３ヶ所の勤務が１４名、お客様への観光案内等に
対応いたしました。双方向運行にして便数が増えたためか、昨年よりも利用者数
も増え、より実のある実証試験となりました。ご利用いただいたお客様、ご支援
ご協力いただいた関係機関の方々に心より御礼申し上げます。
　皆様の利用状況やいただいたアンケート結果を参考に、来年に迫った新幹線
新青森駅開業に向け、二次交通を充実すべくより良いルート・方法を検討していきたいと存じます。

　今年もパンフレット「日本の火祭り青森ねぶた」に
付いている応募ハガキで、ねぶた人気投票を行いまし
た。応募総数１,２６３通（青森県内９４通・県外
１,１６９通）とたくさんのご応募をいただきました。

【人気投票の結果】

　第１位　日立連合ねぶた実行委員会

　『水滸伝 樊瑞、公孫勝に挑む』北村蓮明 作

　第２位　青森山田学園

　『朝比奈地獄破り』北村隆 作

　第３位　サンロード青森　

　『義と愛「直江兼続」』千葉作龍 作

　「青森ねぶた祭写真コンテスト」が行われ、全国各
地から総数４６０点のご応募をいただきました。入賞
作品はアスパム２Ｆで展示いたします。また、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。

9/5(土)～13(日) アスパム２Ｆロビーで展示

　　たくさんのご応募
ありがとうございました！

　　日立連合ねぶた委員会

『水滸伝 樊瑞、公孫勝に挑む』

 

★推　薦／「纏」島谷直樹様(青森市)
★特　選／「一心同体」清川繁人様(青森市)
　　　　　「気迫」館山昇様(青森市)
　　　　　「映る」相内悦子様(青森市)
　　　　　　　　　ほか準特選５名、入選３０名

2009推薦作品
　「纏」
島谷 直樹　様



■平成２１年８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。

イベント情報

コンベンションカレンダー
開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/9 第54回青色申告会東北ブロック大会 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県青色申告会連合会

9/17 13：30～

9/18 9：00～

10/2 とうほく街道会議　第5回交流会青森大会 13：00～ - 県民福祉プラザ とうほく街道会議青森大会実行委員会

10/3 13：30～

10/4 9：20～

10/3・4 第24回日本更年期医学会 - 500 ホテル青森 弘前大学医学部産婦科学教室

10/6 平成21年度　全青協第41回秋の東北・青森大会 13：00～ 200 ホテル青森 十和田青果㈱

10/27～30 アジアプラズマ核融合学会２００９ - 200 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 日本原子力研究開発機構

- 青森市民ホール第20回東北作業療法学会

-

第20回東北作業療法学会
事務局

ホテル青森 (社)青森県獣医師会平成21年度東北地区獣医師大会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

7/11～9/6 「太宰治生誕100年特別展」 9：00～ - 青森県立近代文学館 青森県立近代文学館

9/2～26
アコール　階段ギャラリー「色えんぴつ画サークル作品展
～色えんぴつdeアート」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

9/4 平成21年度　青森県老人クラブ芸能発表会 10：00～ 1,000 青森市文化会館 (財)青森県老人クラブ連合会

9/4 ほほえみあふれる青森県づくり推進大会 10：30～ - 青森市民ホール 県庁子供未来館

9/5・6 2009三内丸山お月見（第11回）　縄文大祭典 10：00～ - 三内丸山遺跡 三内丸山遺跡・縄文時遊館

9/5～10/12
アートフェスティバル2009 松村泰三×森田多恵 展 「未
視感－光の皮膜・呼吸する箱」

10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

9/6 青森県市場食育祭り〈青森市中央卸売市場〉 8：30～ - 青森市中央卸売市場 青森市中央卸売市場祭実行委員会

9/6 色えんぴつ画体験講座「誰でも楽しく！描ける色えんぴつ画」 10：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

9/6 ヘルシーあおもりフェア2009 11：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ヘルシーあおもりフェア実行委員会

9/8 第20回東青地区高校生交通事故防止大会 13：00～ - 青森市民ホール 青森市交通安全対策協議会

9/12 映像の日　－映画を無料で鑑賞「尼僧物語」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

9/13 農協まつり 10：00～ 2,000 青森産業会館 青森農業協同組合

9/17 市民活動応援講座「民話～なつかしさの中に今がある」 14：00～ 60 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 男女共同参画プラザ「カダール」

9/18・19、25・26 しんまち新鮮産直市 10：00～ - ポレスター新町レジデンス中庭 新町商店街振興組合

9/19～27 昭和館巡回特別企画展「語り伝えたい戦中・戦後の暮らし」 9：00～ - 青森市民美術展示館 昭和館

9/20～23 雲谷高原コスモスまつり 10：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

9/22 13：00～

9/23 10：00～

9/25 2009“私立幼稚園のつどい” 10：20～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市私立幼稚園協会

9/25 平成21年度　青森市寿大学・寿大学院合同意見体験発表会 13：30～ - 青森市民ホール 青森市中央市民センター

9/27 第7回呼吸療法セミナー 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県臨床工学技士会

9/27 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

9/29 第29回青森幼児鼓笛フェスティバル 12：00～ 1,500 青森市文化会館 石江幼稚園

10/3 交通安全の集い 13：00～ 1,000 青森市文化会館 (財)青森交通安全協会

10/3 市民公開講座「運動器の１０年・骨と関節の日」 14：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県臨床整形外科医会

10/3 10：00～

10/4 9：30～

10/6～30
アコール　階段ギャラリー　写真展「市民が集まる場所～
戦後青森市の街並みから～」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10/8～12 第39回青森県教職員美術展覧会 10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森県教育厚生会

10/9 講演会「よくわかる競売不動産」 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県不動産鑑定士協会

10/10 映像の日　－映画を無料で鑑賞「モンド 海をみたことがなかった少年」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

10/10・11 青森公立大学学園祭フリーマーケット 10：00～ - 青森公立大学学生食堂内 みちのくリサイクル運動市民の会

10/13・27 手芸サークル体験講座　パッチワークでつくる「うさぎのポーチ」 9：30～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10/18 青森幼児鼓笛フェスティバル 12：00～ 1,000 青森市文化会館 青森幼児鼓笛連盟

10/27 青龍寺チャリティーサロンコンサート　ベルリンフィル弦楽四重奏団 19：00～ - 昭和大仏 青龍寺 金堂 昭和大仏 青龍寺

働く女性の家「アコール」

シンポジウム「東北のオシラ神を探る」 青森県民俗の会アウガ５階ＡＶ多機能ホール-

「アコールフェスタ2009」～来てきて　見てみて　ふれてみて～ - 働く女性の家「アコール」

『青森県市場食育祭り』開催 ～七子八珍もＰＲ～ ◆９／６(日)8:30～14:00◆
　９月６日(日)に青森市中央卸売市場で『青森県市場食育祭り』が開催されます。水産物・青果・花きの即
売や、青森の物産・名産品販売、ブラスバンド・ねぶた囃子・よさこいなどのステージイベント、ミニ新幹
線はやて乗車コーナーなどのこどもひろば、フリーマーケットと様々なイベントが催されます。当協会も七
子八珍に関するクイズ大会をして、「七子八珍」を広く知ってもらうためにＰＲをして参ります。
　皆様ぜひご家族揃ってご来場して、青森の「食」のすばらしさを体験してください!!


