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観光コンベンションニュース
平成２９年度青森ねぶた祭出陣団体一覧
№

団

体

名

ね ぶ た 題 名

制作者

№

団

体

名

ね ぶ た 題 名

制作者

1

青森菱友会

七戸立

竹浪比呂央 13 サンロード青森

源頼光・足柄山中に公時と出会う

千葉 作龍

2

あおもり市民ねぶた実行委員会

紅葉狩

北村 麻子 14 パナソニックねぶた会

酋長コシャマインの反乱

北村 蓮明

3

日本通運㈱青森支店ねぶた実行委員会

斉天大聖孫悟空

天草四郎 昇天

私たち一同

4

県庁ねぶた実行委員会

花和尚 魯智深

大白 我鴻 16 に組・東芝

空飛ぶ権現様と火消

北村 隆

5

東北電力ねぶた愛好会

三国志演義「美髯公 関羽 参上」

京野 和鴻 17 青森山田学園

金神長五郎 仁王と相撲をとる

北村 隆

6

ヤマト運輸ねぶた実行委員会

赤沼伝説

7

NTTグループねぶた

妖術師 滝夜叉姫

北村 春一 19 ねぶた愛好会

三国志

8

JRねぶた実行プロジェクト

剣の護法

竹浪比呂央

忠魂勇往 毛受勝照

立田 龍宝

9

青森市役所ねぶた実行委員会

修羅場 阿修羅と帝釈天

京野 和鴻 21 日立連合ねぶた委員会

吹越村の火消し権現

北村 蓮明

10

青森市PTA連合会

仁田四郎 神霊を見る

内山 龍星 22 消防第二分団ねぶた会・アサヒビール

布引の滝 悪源太義平

立田 龍宝

11

青森自衛隊ねぶた協賛会

鹿島神と要石

有賀 義弘 太鼓 ㈱藤本建設

藤本建設 出世大太鼓

12

マルハニチロ侫武多会

岩見重太郎 狒々退治

手塚 茂樹

林 広海

北村 隆

15

18

20

私たちのねぶた自主製作実行委員会

青森県板金工業組合

公益社団法人 青森青年会議所

青峰山の牛鬼

北村 蓮明
諏訪 慎

林広海さんが大型ねぶた制作者としてデビューします。

第46回ミスねぶたコンテスト 出場者募集
青森ねぶた祭をはじめとする、青森の魅力を国内外に発信し、観光ＰＲを行っていただく「ミスねぶたグランプリ」
１名および「ミスねぶた」２名を選出する「ミスねぶたコンテスト」を開催します。
◆日
時
◆会
場
◆応募方法
◆応募締切
◆応募資格

平成 29 年６月 24 日（土）13：30 ～ 観覧無料
ワ・ラッセ２階イベントホール
応募用紙を HP からダウンロードするか、当協会へご請求ください。
ねぶた祭 HP http://www.nebuta.jp
平成 29 年６月 13 日（火）必着
①青森県出身者または青森県内在住で平成元年４月１日から平成 11 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
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

青森ねぶた祭観覧席情報
申込人数

1～９名

個人観覧席 発売！

８／２～６観覧席
●青森市内販売 【窓口のみ】 6/30（金）10:00 ～
●プレイガイド販売 【店頭 ・ 電話 ・ Web】 7/1（土）10:00 ～
（ﾁｹｯﾄぴあ、ﾛｰｿﾝﾁｹｯﾄ、 ポみっと︕ﾁｹｯﾄ、ｾﾌﾞﾝ-ﾁｹｯﾄ、ｲｰﾌﾟﾗｽ）
８／７昼ねぶた＆夜セット、 ８／２～６車いす専用席
●青森観光コンベンション協会（窓口・電話）6/30（金）9:00 ～
申込人数

10 名～

団体観覧席 受付状況

◎ 受付中

8/2・3・6・7（昼のみ）

△ 残りわずか

8/4・７（昼夜セット）

× キャンセル待ち 8/５

申込用紙がございますので
HP からダウンロードするか
お問合せください。

【５月 29 日現在】

魅力あふれる青森を愛する皆様の
ご応募をお待ちしております。

詳細は青森ねぶた HP を
ハネト参加促進
ご覧ください。
うちわ制作協賛社募集！

ハネト参加を呼びかけるうちわを制作しませんか？
表面のデザインは、①昨年のねぶた大賞 ②青森県内夏祭り
③フリーデザイン の３種類からお選びいただけます。
裏面には会社名などを入れられる広告スペースがあります。

東北絆まつり２０１７仙台 ６月１０日（土）・ １１日（日）
東北六魂祭の後継イベント「東北絆まつり」が仙台市において開
催されます。11 日に行われるパレードでは、新作中型ねぶた
「独眼竜」（制作：内山龍星）が運行されます。
イベント詳細については公式サイトをご覧ください。
東北絆まつり公式サイト http://tohoku-kizunamatsuri.jp/

青森市観光キャラクターねぶたん

６月イベント情報
ワ・ラッセ囃子体験講習会

ミニねぶた展～ねぶた師を目指して～

小学生以上対象の初心者向け囃子教室を
開催。月２回の講習で楽しくお囃子を覚
えられます。
◇日時 /６～７月第２・第３水曜日
◇日時 /19 時～ 21 時（※事前予約制）
◇定員 / 各パート 20 名（太鼓、笛、手振鉦）

ねぶた後継者による新作ミニねぶた４台
を展示します。力作揃いのミニねぶたを
お楽しみください。
◇日時 /６月１日（木）～６月 11 日（日）
◇会場 /１階エントランス

ねぶたの家 ワ・ラッセ
青森港でイルカが見られる !?

TEL: 017-752-1311

Dolphin Project

青森ウォーターフロント活性化協議会では、青森
港で４月下旬から７月下旬に見られるイルカ情報
を広く発信するため、青森大学の清川教授と連携
し、津軽海峡フェリーやむつ湾フェリー、シィラ
インの船舶から観測されたイルカ情報をホーム
ページに掲載しています。 ＡＷＦＲＯ
検索

第６回ミスター跳人コンテスト

観覧
無料

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！ミスター跳人
の称号をゲットし、ねぶた祭を盛り上げ
ていきましょう！募集要項
はＨＰをご覧ください。
◇日時 /６月 25 日（日）
13：30 ～
◇会場 /２階イベントホール

http://www.nebuta.jp/warasse/

公開講座 「青森県の温泉は、美と健康にどういいのか？」
日本温泉協会会員総会の開催に伴い、日本や世界の温泉を旅している旅行
作家・石井宏子さんを講師に迎え、公開講演会「青森県の温泉は、美と健
康にどういいのか？」が開かれます。ご興味のある方はぜひご参加ください。
●日時／６月 18 日（日）開場 12:30 開演 13:00
●会場／新町キューブグランパレ 青森市新町 2-6-25

参加無料

当日先着 200 名限定

【お問合せ】 実行委員会 （酸ヶ湯温泉内） TEL. 017-738-6400

コンベンションカレンダー
開催日
6/6

大会名

時間

6/11

10:00

6/15

第49回東北職業能力開発促進大会

13:30

6/17

平成29年度公益社団法人青森県看護協会通常総会及び職能集会

12:30

6/8～6/9

会場

参加人数

青森県食生活改善推進員協議会総会
特定非営利活動法人日本歯科保存学会
2017年度春季学術大会（第146回）
第40回全日本おかあさんコーラス東北支部大会

11:00
9:00

- リンクステーションホール青森

主催・問い合わせ
青森県食生活改善推進員協議会

1,300 リンクステーションホール青森、ホテル青森 (一財)口腔保健協会コンベンション事業部
- リンクモア平安閣市民ホール
312 ホテル青森

青森県合唱連盟
東北職業能力開発協議会

- リンクモア平安閣市民ホール

(公社)青森県看護協会

6/22～6/23 第48回東北地区救護施設研究協議大会

12:00

100 青森国際ホテル

東北地区救護施設研究協議会

6/27

日本水道協会東北地方支部 第86回総会

13:30

270 ホテル青森

日本水道協会東北地方支部開催地事務局

7/6

第38回交通安全母の会青森県大会

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県交通安全母の会連合会

イベント情報
開催日

イベント名

6/1～6/25
*6/11休館
6/2～6/4

第8回本郷すずらんまつり

6/2～6/4

第36回日本教育書道会全国学生展

6/3

中央卸売市場「水産の朝市！」

6/3～6/4

陸上自衛隊第9師団創立55周年・青森駐屯地創立66周年記念行事

アコール階段ギャラリー「温故知新～戦前の青森市～写真展」

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：00～

本郷すずらんの里

本郷すずらんの里事務局

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

日本教育書道会

中央卸売市場
新町通り、新中央埠頭、
青い海公園、青森駐屯地
青森産業会館

中央卸売市場管理課

㈱ユウメディア

10：00～
7：00～
3日10：00～
4日11：00～
11：00～

第9師団司令部広報室

6/4

おでかけライブin青森

6/7

脳と身体をリフレッシュ2017！ぷち講座 ワーク・ライフ・バランス

13：30～

アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ

6/9～6/11

第25回くらしの美行事 沖縄と九州の民陶展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

青森県民芸協会

6/9～6/11

第36回青森県かな書展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

青森県かな書道展

青森産業会館

㈱丸大サクラヰ薬局

後潟漁港

後潟漁港

田代高原

東八甲田観光開発協議会事務局

6/10～6/11 青森ドラッグストアショー2017
6/11

うしろがた漁港まつり

6/11

東八甲田つつじ祭

6/14

HCF食彩展

9：00～
10：00～

青森産業会館

服部コーヒーフーズ㈱

6/16～6/18 第30回青森県彫刻会展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

青森県彫刻会

6/21

13：30～

アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ

6/22～6/25 日本水彩画会青森県支部展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

日本水彩画会青森県支部

6/23～6/25 第25回全日本写真連盟青森支部写真展

10：00～

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

全日本写真連盟青森支部

6/24～6/26 日本海骨董＆大蔵ざらえ

10：00～

青森産業会館

㈱タス

9：00～
①10：00～
②13：30～
③16：30～
10：00～

青森産業会館

「青森の正直」商談会実行委員会

アウガAV多機能ホール

青森市男女共同参画プラザ

タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

全日本写真連盟青森県本部写真展

9：00～

青森産業会館

㈱かさい

さよなら猫背 エミコ先生のイキイキ大人ストレッチ

6/28

2017「青森の正直」商談会

6/30

カダール映画の日2017 無料上映会「亀も空を飛ぶ」

6/30～7/2

全日本写真連盟青森県本部写真展

7/1～7/2
総合家具館かさい 全国産地総力祭
7/2～7/30
アコール階段ギャラリー「二瓶倫尚個展」
*7/9は休館
7/14
サークル体験講座「英検に向けての1日レッスン」（要申込）

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

18：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

■平成２９年５月２９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いたします。

