◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆

ATCA NEWS vol.168

June 2015

Aomori Tourism & Convention Association

平成27年6月号

公益社団法人青森観光コンベンション協会

〒038-0012 青森市柳川 1-4-1
青森港旅客船ターミナルビル 2F
Tel. 017-723-7211 Fax. 017-723-7215
ホームページ http://www.atca.info/
Facebook https://www.facebook.com/atcainfo

観光コンベンションニュース
出陣ねぶた題材決定
№

団

体

名

1

青森自衛隊ねぶた協賛会

2

ね ぶ た 題 名
南総里見八犬伝
「庚申山の妖猫退治」

今年も大型 22 団体・大太鼓 2 団体出陣
制作者

№

団

体

名

ね ぶ た 題 名

制作者

有賀 義弘

13 青森県板金工業組合

不動と竜王

北村 蓮明

消防第二分団ねぶた会・アサヒビール 進藤庄兵衛・津軽信義を諌める

千葉 作龍

14 青森市ＰＴＡ連合会

劉根・鬼神を呼び寄せる

内山 龍星

3

青森市役所ねぶた実行委員会

外崎 白鴻

15 ＮＴＴグループねぶた

張順、湧金門の勇姿

北村 春一

4

私たちのねぶた自主製作実行委員会 蒙古襲来・風神、神風を起す

相馬寿朗と
私たち一同

16 マルハニチロ侫武多会

三国志より
張飛 長坂橋に吼える

手塚 茂樹

5

東北電力ねぶた愛好会

『海峡』
～義経伝説 時を越えて～

京野 和鴻

17 ヤマト運輸ねぶた実行委員会

羅漢

6

ＪＲねぶた実行プロジェクト

津軽海峡 義経飛龍

7

県庁ねぶた実行委員会

封神演義

大白 我鴻

8

サンロード青森

天慶の新皇「平 将門」

9

公益社団法人 青森青年会議所

達磨大師 喝

竹浪 比呂央 18 パナソニックねぶた会

北村 隆

三国志 荒武者、甘寧

北村 蓮明

19 日立連合ねぶた委員会

三井寺合戦
新田四天王大暴れ

北村 蓮明

千葉 作龍

20 あおもり市民ねぶた実行委員会

平将門と執金剛神

北村 麻子

三升景清 分身不動

立田 龍宝

21 ねぶた愛好会

風神雷神

10 日本通運ねぶた実行委員会

波切不動

柳谷 優浩

22 青森菱友会

つがる新田 信政公と水虎様

11 青森山田学園

阿修羅と帝釈天

北村 隆

太 日立連合ねぶた委員会

凱旋太鼓

12 に組・東芝

巴提便、大虎を退治す

北村 隆

太 (株)藤本建設

藤本建設 出世大太鼓

諏訪 慎
竹浪 比呂央

平成 26 年許可番号順

ハネト参加促進うちわを製作しませんか？
本数
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。
200本
表面のデザインは①昨年のねぶた大賞、②青森県内夏祭
300本
り、③フリーデザインの３種類からお選びいただけます。
400本
裏面には、会社名などを入れられる広告スペースがあり
500本
ます。詳細については、青森ねぶた祭 HP をご覧ください。 1000本

協賛スペース（１色）
協賛スペース（カラー）
24,200円（＠121）
25,400円（＠127）
33,300円（＠111）
35,100円（＠117）
42,000円（＠105）
44,400円（＠111）
50,500円（＠101）
53,500円（＠107）
95,000円（＠ 95） 101,000円（＠101）
申込人数

第 44 回ミスねぶたコンテスト出場者募集
ねぶた運行に彩りを添えていただく「ミスねぶたグランプリ」１名、
「ミスねぶた」２名を選出するコンテストを開催します。
◆日
時／平成 27 年６月 27 日（土）13：30 ～
◆会
場／ねぶたの家ワ・ラッセ２階イベントホール
◆応募資格／①青森県内在住または青森県出身者で昭和 62 年４月１日
から平成９年３月 31 日までに生まれた未婚女性
（ただし高校生、他のミス任期中の者を除く）
②８月１日～７日に行われる青森ねぶた祭関連行事に参加
できる方
③１年間主催団体が行うイベ
ント・PR 行事（県内外）に
年 15 回程度参加できる方
◆応募方法／応募用紙を青森ねぶた祭 HP
からダウンロードするか、
当協会へご請求ください。
昨年度ミスねぶた

１～９名

個人観覧席発売情報

【８/２〜６分】
■青森市内販売店…窓口のみ
６月 26 日（金）10：00 より販売
■全国販売…各種プレイガイド
６月 27 日（土）10：00 より販売
【８/７昼ねぶた＆花火・海上運行セット】
【車いす専用席（８/２〜６分）】
■青森観光コンベンション協会…電話、窓口
６月 26 日（金）９：00 より販売

詳細は来月号でご案内します！
申込人数

10 名～

団体観覧席受付状況
５月 22 日現在

◎受付中

8/2・3・6
8/7（昼のみ、昼夜セット）

× キャンセル待ち 8/4・5

飲食店パンフレット「食楽青森 2015」掲載店募集 !!
飲食店パンフレットの広告掲載店を募集します。
製作したパンフットは、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に広く配布しますの
で、是非お申込みください。
詳細については、協会までお問い合わせください。

◆料

金／会 員 １枠 5,400 円（税込）
非会員 １枠 21,600 円（税込）
◆発行部数／７万部予定
携帯しやすい
◆発 行 日／７月初旬予定
ポケットサイズ
◆申込締切／６月８日（月）

青函まるごと大満喫！１日２日

函館・下北・青森「絶景の旅」モニターツアー
北海道新幹線開業を控え、これからますます近くなる
函館と本州最北端下北半島をめぐる青森発着モニター
ツアーを実施します。
詳細については、HP あおもり案内名人をご覧ください。

参加者募集 !

・実 施 日／平成 27 年６月 28 日（日）～ 30 日（日）
・旅 行 代 金／お一人様 39,800 円
・宿泊ホテル／ラビスタ函館ベイ、むつグランドホテル
・募 集 人 員／ 20 名様（最少催行人数 15 名）
・食 事 条 件／朝食２回・昼食３回・夕食１回
・添 乗 員／同行します。
・受 付 締 切／平成 27 年６月５日（金）

【お申込・お問合せ】ＪＴＢ東北法人営業青森支店
ＴＥＬ．０１７－７２２－４４３４

ミスター跳人コンテスト

６/２１ （日）
まで !

GO!GO! イルカ隊

青森港を運航する蒸気船「青い風号」に乗船し、
第４回ミスター跳人コンテストを開催します。
格好よく、楽しく、思わず一緒に跳ねたくなるような跳人を大募集。 イルカを見つけてみませんか？
乗船者先着 500 名様にイルカ隊バッヂをプレ
男性であれば年齢、国籍問いません。奮ってご応募ください。
ゼント。このバッヂを八甲田丸・A-FACTORY・
開催日時／平成 27 年６月 28 日（日）13：30 ～
アスパム・ワラッセで提示すると特典を受け
会
場／ねぶたの家ワ・ラッセ ２階イベントホール
られます。
応募締切／平成 27 年６月 21 日（日）17：00 必着
応募方法／所定の応募用紙にご記入の上、FAX または郵送でお申込み。

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

運航期間／６月 21 日（日）までの土日祝日
料
金／大人 500 円、小・中・高校生 300 円
乗 り 場／青森港旅客船ターミナル

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場

9：00～

働く女性の家アコール

主催・問い合わせ

6/1

アコール階段ギャラリー「プリザーブドフラワーと夏のグリーンアレンジ」

6/6～7

新車ディーラー合同中古車大商談会

10：00～

青森産業会館

RABサービス

6/13～14

青森ドラッグストアショー2014

10：00～

青森産業会館

丸大サクラヰ薬局

7/2～30

アコール階段ギャラリー「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

7/20

おでかけライブin青森

青森産業会館

ユウメディア

9：00～
11：00～

働く女性の家アコール

コンベンションカレンダー
開催日
6/3

大会名
青森県食生活改善推進員連絡協議会総会・研修会

時間
10:30

会場

参加人数

- リンクステーションホール青森

青森県食生活改善推進員連絡協議会

6/5

東北ブロック司法書士会定時総会

14:00

6/20

平成27年青森ブロック家庭教育講演会

10:00

- リンクステーションホール青森

実践倫理宏正会青森支部

6/20

平成27年度青森県看護協会通常総会・職能集会

10:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県看護協会

6/25
6/26
7/2
7/3

第65回東北地区中学校長会研究協議会青森大会
平成27年度第64回東北地区高等学校PTA連合会青森大会

7/6

第36回交通安全母の会青森県大会

7/9～10

第62回東北地区高等学校定時制通信制教育振興会総会
第65回東北地区高等学校定時制通信制教育研究協議会大会

7/23～24

第39回経済同友会東北ブロック会議

12:00
9:00
13:00
9:30
13:00

100 ホテル青森

主催・問い合わせ

800 ホテル青森
1,700

リンクステーションホール青森・ホテル青森

リンクステーションホール青森
リンクステーションホール青森

青森県司法書士会

東北地区中学校長会青森県中学校長会

青森県高等学校PTA連合会
青森県交通安全母の会連合会

-

250 国際ホテル

東北地区高等学校定時制
通信制教育振興会

13:00

150 ホテル青森

青森経済同友会

■平成２７年５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。

