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観光コンベンションニュース
ポーラスターで行く下北半島

日

り

日帰

二
一泊

脇野沢 ・ ぼたん鍋堪能の旅

完売

１１／１６ 土

中

受付

１１／３０ 土
青森港集合 --- 脇野沢港 --- 脇野沢散策 ・ 昼

１１／２３ 土

青森港集合 --- 脇野沢港 --- 野猿公苑 --- 昼食

食（ぼたん鍋）--- 野猿公苑 --- 恐山 --- 夕食（泊）

（ぼたん鍋）--- 鯛島（車窓）--- 脇野沢港 --青森港解散

１１／１６ （土） は定員に達したため募集を終了いたしました。
１１／２３ （土） は引き続きお申込みを受付しています。

詳細は下記までお問合せください

下北の贅沢 ・ ぐるりんしもきたの旅

１２／１ 日
朝食 --- 大間崎 --- 昼食（まぐろ丼）--- 佐井港
--- 青森港解散

【申込先】 青森観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 ＴＥＬ.017-723-7211 【問合先】 シィライン㈱ ＴＥＬ.017-722-4545

第３回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール
～あなたの絵がねぶたになる～
子どもたちの「こんなねぶたを見たい、つくりたい」を応援します。
入賞作品はねぶたの家ワ・ラッセで展示されるほか、最優秀賞を受賞した
作品２点は、現役ねぶた師監修のもと中型およびミニねぶたに仕上げられ、
ワ・ラッセに１年間展示されます。
従来の青森ねぶたにとらわれない自由な発想で、オリジナリティあふれる
作品をお待ちしています！
●部
●各

第２回最優秀賞受賞作品
一戸良太さん作

門
賞

小学生の部／中学生の部
○最優秀賞・各部門 １点
○優秀賞・各部門３点
○入
選・各部門１０点
○佳 作・各部門数点
●募集期間 平成２５年１１月１日（金）～平成２６年１月２４日（金） ※必着
●募集内容 ①対象は全国の小中学生、特別支援学校に在学する児童・生徒に限る。
②題材・画材は自由。彩色を施したものに限る。 ※版画、貼り絵不可
③一人一作品とし、作品は未発表のものに限る。 ※ﾃﾚﾋﾞや漫画のｷｬﾗｸﾀｰ不可
④四つ切サイズ（３８ｃｍ×５４ｃｍ）の画用紙を使用すること。
●応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、ワ・ラッセにお持ちいただくか、郵送してく
ださい。応募用紙はホームページから入手できます。
※１応募用紙は作品に同封し、作品の裏には貼り付けないでください。第２回ねぶた下絵ｺﾝｸｰﾙ入賞作品ｱﾝｺｰﾙ展
ワ ・ ラッセ１階にて開催中！
※２作品の裏に必ず学校名・氏名を書いてください。
１１月３０日（土）まで
※３作品が折れ曲がらないようにしてください。

●お問合せ

ねぶたの家

ワ・ラッセ

詳細はホームページをご確認ください。

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

友の会 【年会費】２，０００円
【特 典】❶有料コーナー入場が無料！❷ご同伴者は団体割引適用！
ねぶたがつなぐ、街・ひと・こころ。

会員募集中！

❸ねぶた祭公式ガイドブック進呈！❹ねぶたカレンダー進呈！

青森やねぶたのＰＲに！

ねぶた名刺台紙販売

今年度のねぶた大賞の写真を使用した、名刺台紙を製作しました。
表面は白無地、裏面はねぶた写真となっています。
県内外の方々へ広くねぶた祭のＰＲや青森のＰＲができますので、是非ご活用ください。

表面①

表面②

１箱１００枚入り１,０００円 （税込）
［表面２種／各５０枚］
【お問合せ】青森観光コンベンション協会
ＴＥＬ.０１７－７２３－７２１１

今年も開催！

＊ ブログ＆Facebook ＊
★青森市観光案内所ブログ
http://aomori-city-guide.at.webry.info/
★あおもり街てくブログ
http://ao-machiteku.at.webry.info/
★ねぶたの家ワ ・ ラッセブログ
http://blog.goo.ne.jp/warasse

１２月１日〜２月２８日まで、キャンペーン参加店で食
事をし、応募はがきのアンケートに答えて応募すると、
抽選で毎月約６５名様に青森県の特産品またはお食事券
が当たる「七子八珍 食べある記 あったかフェア」を
開催します。
詳細は来月号に掲載いたしますので、お楽しみに！

★青森観光コンベンション協会 Facebook
https://www.facebook.com/atcainfo
★青森ねぶた祭 Oﬃcial Facebook
https://www.facebook.com/aomorinebuta

コンベンションカレンダー
開催日
11/14

大会名

時間

平成25年度第62回東北地区算数・数学教育研究（青森）大会

会場

参加人数

14:00

800 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森

主催・問い合わせ
実行委員会

イベント情報
開催日
10/25～11/17

イベント名

時間

あさむし文化祭

会場
浅虫地区

浅虫温泉地域活性化協議会

10/26～12/15

アーティスト・イン・レジデンス「Exchange－種を植える」

11/2

中央卸売市場開放デー

7：00～10：30 中央卸売市場

中央卸売市場管理課

11/2

沖館市民センターまつり

9：00～15：00 沖館市民センター

沖館市民センター

11/2～3

荒川まつり

9：00～15：00 荒川市民センター

荒川市民センター

11/2～3

新そば祭り

9：00～15：00 JA青森本店

JA青森本店

11/2～3

ABA秋のディーラー合同中古車フェア

11/3

フリーマーケットin青森コロナワールド

11/3～4

第49回青森市民文化祭

10：00～18：00 国際芸術センター青森

主催・問い合わせ

9：30～ 青森産業会館
11：00～15：00 青森コロナワールド
13：00～16：00
4日は～15：00

青森市民ホール

青森朝日放送㈱
みちのくリサイクル運動市民の会

同実行委員会

11/9～10

ぜ～んぶあおもり大農林水産祭

11/10

八甲田丸フリーマーケット2013

11/17

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

10：00～14：00 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

11/17

第49回青森市民文化祭

14：00～16：00 青森市民ホール

同実行委員会

11/22～24 津軽海峡ブランド博

10：00～16：00 青森産業会館

同実行委員会

11/23

10：00～15：00 青森市役所駐車場

青森市あおもり産品販売促進課

青森市産りんご大市

12/1～/20 階段ギャラリー「川柳『風の会』作品展」
12/1

新青森駅3周年イベント

10：00～16：00 青森産業会館

国際芸術センター青森

9：00～13：00 八甲田丸向かい駐車場

同実行委員会
みちのくリサイクル運動市民の会

9：00～21：00 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
新青森駅

青森市

■平成２５年１０月２１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。

