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観光コンベンションニュース
青森ねぶた祭 終了御礼
青森ねぶた祭は８月２日（火）〜７日（日）まで盛大に開催され、天候
にも恵まれたこともあり、前年より７万人増の２７６万人（２日〜７日昼
運行）の人出を数えることができ、祭りは大いに盛り上がりました。
また、毎年ご好評いただいている「ねぶたガイド隊」は、７月１日〜８
月６日までの３７日間の活動の中で２，１３２人のお客様をご案内し、今
年も多くの方々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。
今後も祭関係者一丸となり、より良い祭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。

平成２８年度ねぶた大賞
ＪＲねぶた実行プロジェクト
「蝦夷ヶ島 夷酋と九郎義経」

青森ねぶた祭写真コンテスト入賞作品展
ねぶた祭に関するあらゆるものをテーマに募集した写真コンテストは、県
内から４３９点、県外から２３２点、合計６７１点のご応募をいただきま
した。応募作品の中から選出された入賞作品を展示しておりますので、
ぜひご覧ください。
●期 間／ 9 月 11 日（日）まで 9：00 ～ 18：00
●会 場／ねぶたの家ワ・ラッセ２階多目的室
●作 品／推薦 1 点、特選 3 点、準特選 5 点、入選 30 点
※歴代推薦受賞作品もあわせて展示しております
入賞作品は青森ねぶた祭オフィシャルサイトでもご覧いただけます

２０１６推薦受賞作品「力」小笠原 敦司（青森市）
青森市観光キャラクター ねぶたん

９月イベント情報
●敬老スペシャル

【9/17 ～ 9/19】

日頃の感謝を込め、満 60 歳以上のお客様はねぶた
ミュージアムを無料でご覧いただけます。
年齢を確認できるもの（運転免許証や保険証）をご提
示ください。

●ワ・ラッセ工房スペシャル
【9/11,9/17 ～ 19,9/25】
ミニ金魚ねぶたなどの工作体験。教材費有料。
時間／①10：30 ～ 12：00 ②13：30 ～ 15：00

第６回全国小・中学生
ねぶた下絵コンクール作品募集
子どもたちの「こんなねぶたを見たい、創りたい」を
応援します。最優秀賞を受賞した作品（小学生・中学
生各部門１点ずつ）は、ねぶた師監修のもと中型ねぶ
た、ミニねぶたに仕上げます。完成したねぶたは、ワ・
ラッセに１年間展示いたします。ぜひご応募ください！
◆対

象

◆サイズ
◆締 切
高さ 5m のツリーを秋らしく、もみじと LED で飾ります。
申 ◆詳 細
紅葉カードに「あなたにとっての秋とは？」を記入し、
ツリーに飾ることができます。
（カードは１階総合案内にて配布いたします。）

●もみじツリー

ねぶたの家 ワ・ラッセ

【9/17 ～ 10/2】

青森市安方 1-1-1

☎017-752-1311

全国の小・中学生および特別支援学校に
在学する児童・生徒
四切サイズ（38cm×54cm）
平成 28 年 11 月 20 日（日）必着
ワ・ラッセホームページに募集要項、応募
用紙を掲載していますので、ご確認のうえ
ご応募ください。
http://www.nebuta.jp/warasse

第３回

アフロハーフリレーマラソン参加チーム募集！！

青森ウォーターフロント活性化協議会では、秋のウォーターフロントをお楽しみいただくためハーフリレーマ
ラソンを開催します。1 チーム人数を 5 〜 20 人とし、アフロカツラをたすきに 1 周 750m のコースをリレー
方式で 28 周（ハーフリレー）完走を目指していただきます。
仮装して走るもよし、小さいお子様と伴走しながら走るのもよし、海をバックに楽しく走りませんか？
開 催 日／平成 28 年 9 月 24 日（土）
会
場／ワ・ラッセ西の広場
募集チーム／ 50 チーム（1 チーム 5 ～ 20 人）
参 加 料／お一人様 1,000 円（傷害保険料込み）
受 付 締 切／平成 28 年 9 月 20 日（火）※定員に達し次第締め切ります
申 込 方 法／所定の申込書を HP からダウンロードしてご利用いた
だくか、事務局までお問合せください。
青森ウォーターフロント活性化協議会事務局

TEL. 017-723-7211

http://www.awfro.jp/

イベント情報
開催日

イベント名

～10/2

あさむし温泉体感まつり2016～海も山も温泉も～

9/1～9/13

アコール階段ギャラリー
「写真展 市民が集まる場所～戦後の青森市の街並みから～」

9/6

人生の棚卸し～終活 片付け 極め術～Part2

9/9～10/9

あおもり秋まつ里

9/10～11

第9回青森県自動車部品商組合合同展示会2016

開始時間

会場

9：00～
13：30～
10：00～
17日10：00～
18日 9：30～

主催・問い合わせ

浅虫温泉エリア

浅虫温泉観光協会

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザカダール

市内各地

青森市交流推進課

青森産業会館

㈱フジモーターズ

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9/17～18

アコールフェスタ2016～来てきて 見てみて ふれてみて～

9/17～18

ENEOSグローブエナジーグループ秋の大感謝祭

9：30～

青森産業会館

ENEOSグローブエナジー㈱青森支店

9/19

おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

㈱ユウメディア

9/24

「本はもう一人のわたし」展

13：30～

アウガAV多機能ホール

青森市民図書館

定
9/24～25

カクヒロあたたかリフォームフェア

10：00～

青森産業会館

㈱角弘

9/27

カダール・カンファレンスコーナー学ぼう語ろう男女共同参画 第2回勉強会

10：00～

アウガ男女共同参画プラザ情報ステーション 青森市男女共同参画プラザカダール

9/29

フードオービター2016

10：00～

10/1～27

アコール階段ギャラリー「MIMY作品展」

時

9：00～
-

10/8～10,15～16

雲谷新そばまつり

10/15～16

ペット＆冬の暮らし応援フェア

10：00～

所

青森産業会館

カネカ食品㈱

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

モヤヒルズ

モヤヒルズ

青森産業会館

㈱サンワドー

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

9/7
9/8

9/15
9/16
9/15～16
9/18
9/29
9/30
10/8

会場

参加人数

主催・問い合わせ

13:10
第63回日本栄養改善学会学術総会

9/9
9/12～13

時間
9:30

3,100 リンクステーションホール青森

日本コンベンションサービス㈱東北支社

9:00
TKC東北会秋期大学in青森
第47回（平成28年度）日本看護学会学術総会 精神看護
平成28年度東北六県トラック協会連合会事業者大会
第14回日本女性薬剤師会全国移動セミナー
第40回日本女性薬剤師会東北ブロック大会
第40回全国救護施設研究協議大会

11:00

250 ホテル青森

TKC東北会青森県支部

700 リンクステーションホール青森

青森県看護協会

180 ホテル青森

青森県トラック協会

9:30

200 青森国際ホテル

青森県女性薬剤師会

9:45

ホテル青森

10:30
10:35
14:00

9:00

500

ホテルクラウンパレス青森

全国救護施設協議会
東北地区救護施設協議会

第81回日本泌尿器科学会東部総会
～近未来泌尿器科の展望～

8:20

10/9
10/13～14

第65回全国へき地教育研究大会青森大会

8:30

10/13～14

全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 東・西ブロック会議

13:00

130 青森国際ホテル

青森市産業振興財団

10/14

第32回青森県私学振興大会

13:30

450 ホテル青森

第32回青森県私学振興大会青森大会実行委員会

10/20～21

平成28年度東北・北海道地区教育センター協議会及び東北地
区教育研究所連盟「総会・教育研究発表会」青森大会・平成28
年度都道府県指定都市教育センター所長協議会技術・家庭科
分科会（第43回）研究協議会及び研究発表会

200 青森県総合学校教育センター

青森県総合学校教育センター

10/25～26

平成２８年度東北ブロックカントリーミーティングin青森

13:00

250 ホテル青森

青森県老人福祉協会

10/27～28

第55回全日本特別支援教育研究連盟全国大会（青森大会）

10:00

700 リンクステーションホール青森、市内学校 青森県立第二養護学校

8:30

8:00

1,500

リンクステーションホール青森
ホテル青森

日本コンベンションサービス㈱東北支社

1,300

リンクステーションホール青森、ホテル青森、
ホテルクラウンパレス青森、県内学校

第65回全国へき地教育研究大会
青森大会実行委員会

■平成２８年８月２６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。

