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観光コンベンションニュース
青森ねぶた祭
青森ねぶた祭 終了御礼
終了御礼
今年も青森ねぶた祭は、８月２日（木）～７日（火）まで盛大に
開催され、期間中は天候にも恵まれ３０５万人の人出を数えること
ができました。
７月３１日には今年で最後となる『青森ねぶたお祭広場』を開催。
祭り本番に出陣する大型ねぶたや子供ねぶた、担ぎねぶたが中心市
街地に勢ぞろいし、囃子演奏とともにお披露目されました。祭り本
番で見せる動きのあるねぶたの迫力とはひと味違ったねぶたに大勢
ねぶた大賞を受賞した
の観客がじっくりと見入っていました。８月１日に行われた『青森
サンロード青森
『奥州平泉の栄華 阿弖流為と清衡』 作：千葉作龍
ねぶた祭前夜祭』では、ねぶた師の紹介や囃子持久力コンテストな
ど様々な催しが行われ、会場は大変賑いました。
また、毎年ご好評いただいている『ねぶたガイド』は、ラッセランドにおいて７月１日～８月６日
までの３７日間活動し、３，６９９名のお客様をご案内し、今年も多くの皆様にねぶた祭をお楽しみ
いただけたものと思っております。
今後も、祭り関係者一丸となり、より良い祭りを目指し一生懸命取り組んでまいりますので、ご支
援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

情報
ねぶたホール（有料）に展示しているねぶたを
今夏のねぶたに入れ替えました。
皆様のご来館をお待ちしております！

展示ねぶた

祭りの続きは
ワ・ラッセで…

◆最優秀制作者賞 竹浪比呂央
『東北の雄 阿弖流為』
（ＪＲねぶた実行プロジェクト）
◆優秀制作者賞 千葉作龍
『奥州平泉の栄華 阿弖流為と清衡』
（サンロード青森）
◆優秀制作者賞 北村蓮明
『為朝の武威 痘鬼神を退く』
（日立連合ねぶた委員会）
◆優秀制作者賞 北村麻子
『琢鹿の戦い』
（あおもり市民ねぶた実行委員会』
◆系譜伝承枠 穐元和生
『南海坊 天海』
（東北電力ねぶた愛好会）
ねぶたの家ワ ・ ラッセ ℡.017-752-1311 http://www.nebuta.jp/warasse/

写真コンテスト入賞作品展示
青森ねぶた祭写真コンテストの作品を募集したところ、
全国各地より多数のご応募をいただきました。
９月８日より入賞した作品３９点を展示いたします。
期間／平成２４年９月８日
（土）〜１７日
（月・祝）
場所／ねぶたの家 ワ・ラッセ ２Ｆ 多目的室１
問合／青森観光コンベンション協会

青森県内１０市の
自慢の祭りと食が大集合！
青森から東北の元気を発信し、観光振
興と地域経済の活性化を目的に、青森県
内１０市が連携した『あおもり１０市（とし）大祭典』を
開催します。
大祭典で各市の魅力を再発見し、県内の観光地へも足を運
びましょう！
皆様のご声援とご来場をお待ちしております。
期間／平成２４年９月１５日
（土）
・１６日
（日）
場所／新青森駅東口特設会場
問合／青森市観光課 TEL.017-734-5175
ＨＰ／http://aomori10shi.jp/

入場無料！

縄文大祭典
第１４回三内丸山お月見

三内丸山遺跡では、９月１日と２日の両日、縄文
大祭典として、『縄文お月見コンサート』をはじめ
とする様々なイベントを開催します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
期間／平成２４年９月１日（土）・２日（日）
場所／特別史跡三内丸山遺跡、縄文時遊館
問合／縄文大祭典実行委員会
TEL.017-734-9924
ＨＰ／ http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

ＢＬＯＧ日々更新中！
★青森市観光案内所
http://aomori-city-guide.at.webry.info/
★あおもり街てく
http://ao-machiteku.at.webry.info/
★ねぶたの家 ワ・ラッセ
http://blog.goo.ne.jp/warasse

コンベンションシーズン到来
青森市では、これから多数のコンベンションが開催
されます。
大会に参加するため、全国各地から多くの方が青森
を訪れます。参加者の中には、アフターコンベンショ
ンとして青森を観光する方も少なくありません。
“おもてなしの心” でお迎えしましょう。
日本外食流通サービス協会幹部研修会
（ホテル青森・150 名）
第 56 回全苗連大会
●9/12
（市民ホール・500 名）
第 49 回全国林材業労働災害防止大会
●10/2
（ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森・1,000 名）
第 25 回巨木を語ろう全国ﾌｫｰﾗﾑin 青森大会
●10/6・7
（市民ホール・300 名）
●10/18・19 第 17 回日本看護サミット
（ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森他・4,000 名）
第 63 回全国漁港漁場協会
●10/25
（マエダアリーナ・2,000 名）
第 33 回全国歯科保健研究大会
●10/27
（ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森・800 名）
●9/7・8

◆スマートフォン版サイト
・あおもり案内名人 http://www.atca.info/sphone/
・青森ねぶた祭
http://www.nebuta.jp/m/

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

参加人数

9/12

第56回全苗連大会

10：00～

550

10/2

第49回全国林材業労働災害防止大会

12：30～

1,000

10/12

第25回巨木を語ろう全国フォーラムin青森大会

13：00～

-

10/16

第65回新聞大会

13：00～
18：00～
9：50～
13：30～
9：30～

700
600
2,000
500
-

リンクステーションホール青森

2,000

マエダアリーナ

12：30～

1,300

リンクステーションホール青森 第33回全国歯科保健大会事務局

第17回日本看護サミット青森'12

10/19
10/25

第63回全国漁港漁場大会

10/27

第33回全国歯科保健大会

ホテル青森

主催・問い合わせ

日本外食流通サービス協会幹部研修会

10/18

150

会場

9/7・8

日本外食流通サービス協会

市民ホール

青森県山林種苗協同組合

リンクステーションホール青森

青森県林業協会・青森県木材協同組合

市民ホール

巨木を語ろう全国フォーラム
in青森大会実行委員会

ホテル青森

（一社）日本新聞協会

リンクステーションホール青森

ホテル青森

青森県看護協会

リンクステーションホール青森

（社）全国漁港漁場協会

イベント情報
開催日
9/1・2
9/9

イベント名

時間

縄文大祭典 第14回三内丸山お月見
フリーマーケットin青森シニアフェスティバル

9/15・16 あおもり10市大祭典
フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

9/17

おでかけライブin青森

会場

主催・問い合わせ

-

三内丸山遺跡・縄文時遊館 縄文大祭典実行委員会事務局

12：00～

-

県民福祉プラザ

みちのくリサイクル運動市民の会

10：00～

-

新青森駅東口特設会場

青森市観光課

-

青森産業会館

㈱フジモーターズ

-

イオンタウン青森浜田駐車場 みちのくリサイクル運動市民の会

-

青森産業会館

㈱ユウメディア

9/15・16 青森県自動車部品商組合合同展示会2012
9/16

参加人数

10：00～

9/22・23 グローブエナジーグループ秋の大感謝祭

-

青森産業会館

グローブエナジー㈱青森支店

10/20・21 省エネフェア

-

青森産業会館

青森県観光生活部環境政策課

10/27・28 ＡＴＶ中古車フェア

-

青森産業会館

㈱青森テレビ

■平成 24 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。

