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観光コンベンションニュース
＊２０１３出陣ねぶた題材決定
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今年も大型ねぶた２２団体、 大太鼓２団体出陣
団

体

名

制作者

ねぶた題名

1 青森市役所ねぶた実行委員会

三井寺合戦

外崎 白鴻 13 日本通運ねぶた実行委員会

2 サンロード青森

古事記 日本創生

千葉 作龍 14 消防第二分団ねぶた会・ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ 高橋竹山「風雪流れ旅」

3 青森県板金工業組合

風神・雷神

北村 蓮明 15 ねぶた愛好会

夏祭浪花鑑

4 県庁ねぶた実行委員会

背水の陣 韓信

大白 我鴻 16 マルハニチロ佞武多会

京市原野 鬼同丸と綱

5 東北電力ねぶた愛好会

津軽信枚と朱雀

穐元 和生 17 青森山田学園

水滸伝 燕青と李逵

6 青森市ＰＴＡ連合会

林沖・王倫を討つ

内山 龍星 18 ＮＴＴグループねぶた

景清の牢破り

7 公益社団法人青森青年会議所

倭し美わし

立田 龍宝 19 パナソニックねぶた会

十和田湖伝説「八ノ太郎と南祖坊」 北村 蓮明

8 ＪＲねぶた実行プロジェクト

八犬伝 円塚山 火遁の術 道節と荘助 竹浪 比呂央 20 に組・東芝

9 あおもり市民ねぶた実行委員会 川中島

草薙剣

10 日立連合ねぶた委員会

于吉仙人、小覇王を倒す

北村 蓮明 22 青森自衛隊ねぶた協賛会

那須与一

11 青森菱友会

津軽野萩ノ台合戦 奮戦 安東堯季

竹浪 比呂央 太 日立連合ねぶた委員会

凱旋太鼓

12 ヤマト運輸ねぶた実行委員会

剣豪 足利義輝

太 ㈱藤本建設

青森ねぶた祭 団体観覧席 ≪申込受付中！≫
◆申込方法

ねぶた HP から申込用紙をダウンロードし、ご記入の上当協会に FAX またはご持参ください。

◆申込人員

１０名様以上

◆料

金

※いずれも税込、パンフレット付

８/２～ 6 （夜）ねぶた運行

お一人様

２，５００円

（昼）ねぶた運行

お一人様

２，５００円

お一人様

６，５００円

８/７

（昼）ねぶた運行
（夜）花火大会・ねぶた海上運行

｝

◆ねぶた HP

http://www.nebuta.jp/

◆予約状況

◎ 受付中

8/2・6・7（昼ねぶたのみ）

× キャンセル待ち

8/3・4・5・7（昼＆夜セット）

セット

※５月２８日現在

個人観覧席のご案内
６月下旬発売！ 【お一人様 2,500 円】
詳細は、 ６月中旬ねぶたＨＰに掲載

第４２回ミスねぶたコンテスト開催！
コンテストで選ばれた「ミスねぶたグランプリ」「ミスねぶた」はねぶた祭
期間中のねぶた運行に彩りを添えるほか、主催団体が行う年間イベントや
ＰＲ行事に参加していただきます。
日
時／平成２５年６月２２日（土）１３：３０～
会
場／ねぶたの家ワ・ラッセ２Ｆイベントホール
参加資格／満１８歳から満２８歳までの未婚女性で、１年間主催団体
が行うイベント・ＰＲ行事（県内外）に参加できる方。
※県内在住または県出身者に限る。
ただし高校生、他のミス任期中の者を除く。
申込方法／応募用紙（ねぶた祭 HP[http://www.nebuta.jp] から
ダウンロード可）に記入の上、顔写真貼付、全身写真
（単身撮影）を同封し、下記まで郵送またはご持参ください。
申 込 先／●青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1-2Ｆ
●ねぶたの家 ワ・ラッセ
〒030-0803 青森市安方 1-1-1
締
切／平成２５年６月１０日（月）必着
昨年のミスねぶたの皆さん

千葉 作龍
諏訪 慎
竹浪 比呂央
北村 隆
北村 春一

鬼児島弥太郎 釣鐘奪還

北村 麻子 21 私たちのねぶた自主製作実行委員会 戦場ヶ原の神戦

北村 隆

柳谷 優浩

北村 隆
相馬 寿朗
有賀 義弘

藤本建設 出世大太鼓

青森観光コンベンション協会
定時総会終了
副会長に田沢氏就任
平成２５年５月２１日（火）、当
協会の定時総会を開催致しました。
３５６名の会員の皆様（出席１２
６名・委任状出席２３０名）にご出
席いただき、平成２４年度の事業報
告と収支決算などについてご承認い
ただきました。
また、定時総会終了後に開催され
た理事会において、欠員となってい
た副会長に、㈱東奥日報社 取締役
読者事業局長 田沢恒行氏が選任さ
れました。
今後とも、ご支援ご協力賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

（左から） 田沢副会長 ・ 若井会長
奈良副会長 ・ 林副会長

青森ねぶた祭 協賛うちわ 申込受付中 !

協賛うちわで楽しいお祭に！
青森市観光キャラクター
ねぶたん

＜裏面（共通）＞

今年もねぶた祭のハネト参加を呼びかけるうちわを製作します。
表面は①昨年のねぶた大賞②県内夏まつり③フリーデザインの中からお選びいただけます。
裏面は、協賛社名などが入る広告スペースが入ります。
詳細は、青森ねぶた祭オフィシャルサイト（http://www.nebuta.jp/）をご確認ください。
申込締切：平成２５年６月１４日（金）

協賛社
広告スペース

※表面③フリーデザインの場合は６月１２日（水）まで

青森市飲食店ガイド「食楽青森」にお店情報を掲載しませんか？
飲食店ガイドの広告掲載店を募集しています。
飲食店ガイドは、観光案内所や宿泊施設、大会や学会等のコンベンション参加者など、青森に
お越しになったお客様に広く配布します。
申込締切：平成２５年６月１２日（水）
詳細につきましては、当協会までお問合せください。

第２回

ミスター跳人は俺だ！
ねぶたの家ワ・ラッセでは、ねぶた祭と跳人に愛着を
持ち、跳人が似合う男性を選ぶミスター跳人コンテスト
「第２回ミスター跳人は俺だ！」を開催します。
跳人衣装を持っている男性なら年齢国籍問わずご応募
いただけます。ワ・ラッセホームページから申込用紙を
ダウンロードし、下記までＦＡＸまたはご持参ください。
申込は６月２０日まで。 詳細はホームページをチェック！

第１回ミスター跳人コンテスト入賞者

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ TEL: 017-752-1311 青森市安方１－１－１ http://www.nebuta.jp/warasse/

東日本大震災からの復興を
テーマに東北６県の祭りが集ま
る「東北六魂祭」が６月１日
（土）・２日（日）に開催されま
した。
３度目となる今年は、福島市
での開催となり、青森市からは
中型ねぶた「鍾馗」（制作：内
山龍星さん）が出陣しました。

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

6/8

第37回全日本川柳2013年青森大会 前夜祭

6/9

第37回全日本川柳2013年青森大会

10：00～

第40回医療研究全国集会in青森

13：30～

第40回医療研究全国集会in青森（市民講座）

13：00～

6/14～16

17:30～

会場

参加人数

370 青森グランドホテル
500 リンクステーションホール青森
1,000 リンクステーションホール青森

主催・問い合わせ
(社)全日本川柳大会

第40回医療研究全国集会組織委員会

第40回医療研究全国集会in青森

9：30～

6/22・23

第41回画像電子学会年次大会（2013年）

9：00～

6/28

第29回腎移植・血管外科研究会

350 海扇閣、南部屋

弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

7/11

平成25年度第62回北海道・東北ブロック保育研究大会

750

(社)青森県保育連合会

7/19

第19回日本血管内治療学会総会

300 ホテル青森

230 リンクステーションホール青森 （一社）画像電子学会

リンクステーショ ンホール青森、ホテル青森

日本血管内治療学会

イベント情報
開催日

イベント名

6/1～6/28 階段ギャラリー「五戸修美とゆかいな仲間たち展」

時間
9：00～
9：00～

参加人数

会場

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

6/8・9

第37回東北ミシンショー東北アパレル産業機器展

6/9

フリーマーケットin青森コロナワールド

11：00～

6/13

2013「青森の正直」商談会

10：00～

400 青森産業会館

6/14・17

ディズニードリームアートフェスティバル

10：00～

500 青森産業会館

10：00～

6/16

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

6/29・30

ATV中古車フェア

9：00～

7/1～25

階段ギャラリー「四季おりおり」

9：00～

7/15

おでかけライブin青森

11：00～

主催・問い合わせ

3,500 青森産業会館
- 青森コロナワールド

- イオンタウン青森浜田
3,000 青森産業会館

同実行委員会
みちのくリサイクル運動市民の会

同実行委員会
アールビバン㈱
みちのくリサイクル運動市民の会

㈱青森テレビ

- 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
600 青森産業会館

㈱ユウメディア

■平成２５年５月２３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。

