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出陣ねぶた題材決定！
今年も大型２２団体、大太鼓２団体出陣

制作者

諏訪  慎

千葉 作龍

竹浪比呂央

外崎 白鴻

内山 龍星

相馬寿朗と
私たち一同

手塚 茂樹

千葉 作龍

北村 春一

北村 麻子

北村 蓮明

大白 我鴻

　　　　　 ねぶた題名

滝夜叉姫

那智の滝「文覚と不動明王」

大間の天妃神　千里眼と哪吒

剛力　白藤彦七郎

鬼童丸と袴垂保輔

鍾馗、端午の節句の鬼退治

雷神

戦国武士華「前田慶次」

酒呑童子

浅草観音誕生

鍾馗

袴垂保輔と鬼童丸　妖術合戦

　　　　 団　体　名

ねぶた愛好会

消防第二分団ねぶた会・ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ

青森菱友会

青森市役所ねぶた実行委員会

青森市ＰＴＡ連合会

私たちのねぶた自主製作実行委員会

マルハニチロ佞武多会

サンロード青森

ＮＴＴグループねぶた

あおもり市民ねぶた実行委員会

日立連合ねぶた委員会

県庁ねぶた実行委員会
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制作者

竹浪比呂央

柳谷 優浩

穐元 和生

北村  隆

北村 蓮明

立田 龍宝

北村  隆

北村 蓮明

北村  隆

有賀 義弘

　　　　　ねぶた題名

相馬太郎良門　妖術を修る

新田義貞　龍神伝説

鬼神「人首丸伝説」

姫路城の刑部姫

坂東の王者　将門

雲漢

児雷也

箙の梅　影季奮戦

武内宿禰　宝珠を得る

十和田湖伝説　南祖坊と八之太郎

凱旋太鼓

藤本建設　出世大太鼓

　　　   団　体　名

ＪＲねぶた実行プロジェクト

日本通運ねぶた実行委員会

東北電力ねぶた愛好会

青森山田学園

青森県板金工業組合

公益社団法人青森青年会議所

ヤマト運輸ねぶた実行委員会

パナソニックねぶた会

に組・東芝

青森自衛隊ねぶた協賛会

日立連合ねぶた委員会

(株 )藤本建設
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太

太

団体観覧席 申込受付中！

●申込方法　ねぶたＨＰから申込用紙を印刷し、
                 　　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　８/２～６　（夜）ねぶた運行
                 　　⇒２，６００円／一人
　　　　　　８/７（昼）ねぶた運行
　　　　　　⇒２，６００円／一人
　　　　　　８/７（昼）ねぶた＆（夜）花火大会
　　　　　　⇒６，６００円／一人

●予約状況　×キャンセル待ち　８/２，３，４，５
　　　　　　◎ 受　　付　　中　８/６，７

青森ねぶた祭に華をそえる「ミスねぶた」を募集
します。
コンテストで選出された「ミスねぶたグランプリ」
１名、「ミスねぶた」２名はねぶた祭関連行事や
県内外で行われるＰＲ行事に１年間参加していた
だきます。

←
昨
年
の
ミ
ス
ね
ぶ
た
の
皆
さ
ん

応募締切　平成２６年６月９日（月）必着
詳細は青森ねぶた祭ＨＰをご覧ください。

第４３回ミスねぶたコンテスト
参 加 者 募 集

第４３回ミスねぶたコンテスト
参 加 者 募 集

第４３回ミスねぶたコンテスト
参 加 者 募 集

個人観覧席（１名様～９名様）は６月下旬発売とな

ります。ご購入方法等の詳細は、６月２０日頃「青

森ねぶた祭オフィシャルサイト」に掲載いたします

ので、ご覧ください。　　　http://www.nebuta.jp/

平成２６年５月２７日（火）、当協会の定時総会を開催致しました。

３６０名の会員の皆様（出席１４０名・委任状出席２２０名）にご出席いただき、

平成２５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、若井会長の退任に伴い、㈱エービッツ 代表取締役社長 奈良秀則氏が

会長に、㈱国際ホテル 代表取締役社長 中山大輔氏が副会長に、青森商工会議所

理事 六角正人氏が常務理事に選任されました。

観光事業を通して地域経済の活性化に努力して参りますので、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。

公益社団法人青森観光コンベンション協会
定時総会開催／新役員を選任

（左から）林副会長、奈良会長、

　　　　　田澤副会長、中山副会長



■平成２６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。

イベント情報

コンベンションカレンダー

棟方志功と版画の街コース
期
間

限
定棟方志功と版画の街コース

青森市出身の世界敵

板画家・棟方志功と

関野凖一郎の作品や出

生地などをめぐる期

間限定コースを

ボランティアガイド

がご案内します。

期　間　平成２６年６月１３日（金）

　　　　～平成２６年７月３１日（木）

時　間　①午前１０時　②午後２時（所要時間：約２時間）

参加料　無料（傷害保険加入の場合３０円参加者負担）

申込先　青森市観光交流情報センター

　　　　TEL.017-723-4670　FAX.017-777-8639

　　　　E-mail　matiteku@jomon.ne.jp

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

6/6～8 日本交通心理学会　第79回青森大会 200 青森市民ホール 日本交通心理学会

7/12～7/13 第29回日本大脳基底核研究会 120 青森ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ、ﾜﾗｯｾ 日本大脳基底核研究会

7/30～8/1 平成26年度全国情緒障害児短期治療施設職員研修会 140 アラスカ さざなみ学園

飲食店ガイドの広告掲載店を募集します。
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。
詳細は当協会までお問い合わせくだ
さい。

今年もねぶた祭のハネト参加を呼び掛けるうちわを製作
します。
表面デザインは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。
裏面には協賛社名などが入る広告
スペースがあります。
詳細は当協会までお問い合わせ
ください。

青森市観光キャラクターねぶたん

“跳人が最も似合う男” を決めるコンテスト「ミスター跳人は俺だ！」を
開催します。
国籍・年齢不問、ねぶた祭と跳人を愛し、衣装を持っている方なら
どなたでもご応募いただけます。皆様のご応募をお待ちしております！

ねぶたの家ワ・ラッセ　TEL.017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

開催日：６月２２日（日）　申込締切：６月１５日（日）

ミスター跳人は 俺だ！ミスター跳人は 俺だ！

青森ねぶた祭協賛うちわ
申込受付中！

青森市飲食店ガイド
広告掲載店募集！
青森市飲食店ガイド
広告掲載店募集！

広告スペース申込締切：６/２０（金） 申込締切：６/１３（金）

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

6/3～6/20 階段ギャラリー「色えんぴつサークル作品展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/11 丸大冷蔵・小田川合同展示会 (株)丸大冷蔵 青森産業会館

6/15 フリーマーケットinイオンタウン青森浜田 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

6/20～23 日本海骨董＆大蔵ざらえ 青森産業会館 ㈱タス

6/28～29 ATV中古車フェア 青森産業会館 ㈱青森テレビ

7/6～7/30 階段ギャラリー「二瓶倫尚個展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/21 おでかけライブin青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア

時間

11：00～

9：00～21：00

9：00～

10：00～

10：00～14：00

10：00～

9：00～21：00

★１週間前まで
　申込必要

ＧＯ！ＧＯ！イルカ隊ＧＯ！ＧＯ！イルカ隊
むつ湾でイルカを見よう！

毎年４月下旬から７月上旬にかけてカマイルカがむつ湾
を回遊しています。
八甲田丸近辺や青い海公園などから見つけられることが
ありますので、 ぜひイルカウォッチングにお出かけください！
イルカ情報をご提供くださった方には特典もあります。
詳しくは青森ウォーターフロント活性化協議会HP をご覧
ください！　　　　　　　　http://www.awfro.jp/


