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2018 出陣ねぶたの題材が決定！

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　平成 30 年６月 23 日（土）13：30 ～

★会　　場　ワ・ラッセ２Ｆイベントホール

★応募方法　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

★応募締切　平成 30 年６月 8 日（金）必着

★応募資格　①青森県出身者または青森県内在住で 1990 年

　　　　　　　４月１日から 2000 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

　　　　　　　事や主催団体が行うイベント・PR 行事（県内外）

　　　　　　　に年 1０回程度参加できる方

昨年のミスねぶたの皆さん

ラッセランドの安全を祈願して…ラッセランドの安全を祈願して…

ハネト参加促進を呼びかけるうちわを

製作しませんか？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。

協賛うちわで楽しいお祭りに !!　
～うちわ製作協賛社募集～

詳細は青森ねぶたＨＰ

をご覧ください。

青い海公園内 「ねぶたラッセランド」 のねぶた小

屋２２棟が完成し、 ５月１６日にねぶた制作期間中

の安全祈願を行いました。 ねぶた祭関係者約７０

人が出席し、 制作期間中の無事を祈り、 代表者

が玉串を捧げました。 これから本格的にねぶた制

作が始まります。

青森ねぶた祭観覧席情報

8/2・3・6・7（昼のみ）

8/4・５・７（昼夜セット）

◎ 受付中

× キャンセル待ち 【５月 29 日現在】

団体観覧席 受付状況
９名様以下の個人観覧席は６/２９ （金） から市内販売店で、

６/３０ （土） から各プレイガイドで販売します。 ６月中旬頃 「青

森ねぶた祭オフィシャルサイト」 に掲載いたします。

個人観覧席 販売のお知らせ

NO 団     体     名 ね　ぶ　た　題　名 制作者 NO 団     体     名 ね　ぶ　た　題　名 制作者

1 ＪＲねぶた実行プロジェクト 風神雷神 竹浪　比呂央 13 青森市ＰＴＡ連合会 鍾馗 内山　龍星

2 に組・東芝 堀川夜襲 北村　　隆 14 消防第二分団ねぶた会・アサヒビール 遊侠　 石川五右衛門 立田　龍宝

3 サンロード青森 甲斐の虎・越後の龍　「川中島 の 決戦」 千葉　作龍 15 私たちのねぶた自主製作実行委員会 平治の乱　平重盛　と　悪源太義平 私たち一同

4 青森山田学園 竜飛の黒神　男鹿の赤神 北村　　隆 16 ＮＴＴグループねぶた 西王母の祝福 北村　春一

5 マルハニチロ侫武多会 大海原の神　金毘羅大権現 手塚　茂樹 17 公益社団法人　青森青年会議所 永久の安寧　～善知鳥・安潟～ 立田　龍宝

6 青森菱友会 岩木川　龍王 と 武田定清 竹浪　比呂央 18 青森県板金工業組合 おしら様 北村　蓮明

7 ねぶた愛好会 鍾馗 諏訪　　慎 19 日本通運（株）青森支店ねぶた実行委員会 火焔の蝦夷　阿弖流為と鬼剣舞 林　　広海

8 青森市役所ねぶた実行委員会 西遊記　「天竺への道」 京野　和鴻 20 ヤマト運輸ねぶた実行委員会 白浪五人男 北村　　隆

9 日立連合ねぶた委員会 九尾の狐　 「玉藻前」 北村　蓮明 21 パナソニックねぶた会 元禄 水滸伝 北村　蓮明

10 東北電力ねぶた愛好会 花和尚　「魯智深」 誕生 京野　和鴻 22 青森自衛隊ねぶた協賛会 児雷也 有賀　義弘

11 県庁ねぶた実行委員会 托塔天王　晁蓋 大白　我鴻 太 (株)藤本建設 藤本建設　出世大太鼓

12 あおもり市民ねぶた実行委員会 入雲龍　公孫勝 北村　麻子



■平成 30 年 5月 25 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。

イベント情報

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

青森市観光キャラクター
ねぶたん６月イベント情報

コンベンションカレンダー

第７回 ミスター跳人コンテスト
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！入場無料なので、 ぜひ応援にお越しください。

◇日時／ 6 月 24 日 （日） 13:30 ～　　

◇会場／ワ ・ ラッセ２Ｆイベントホール　

◆応募締切／ 6 月 17 日 ( 日 )17:00 まで

◆応募方法／応募用紙に必要事項を記入し申込。 詳しくはホームページをご覧ください。

ねぶたの家ワ・ラッセ囃子体験教室  ≪要事前申込≫

小学生以上を対象とした初心者向けの囃子教室を開催します。 月 2 回の教室で楽しくお囃子を覚えられます。

◇日時 4 月～ 7 月各月第 2 ・ 第 3 水曜日 19:00 ～ 20:30　◇定員 各月各パート 20 名 （太鼓 ・ 笛 ・ 手振鉦）

ミニねぶた展　～ねぶた師をめざして～
ねぶた師後継者による新作ミニねぶた４台を展示します。 力作ぞろいのミニねぶたをお楽しみください。

◇日時／ 6 月１日 （金） ～ 10 日 （日）         ◇会場／ワ ・ ラッセ１Ｆエントランスホール　

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

3/21～6/30 成田一哉写真展「青森県に咲く野生ラン」 青森市森林博物館 青森市森林博物館

6/1～3 第9回本郷すずらんまつり 本郷すずらんの里（浪岡大字本郷字牧の沢地内） 本郷すずらんの里事務局

6/1～3 第３３回鷹揚会書道展 協同組合タッケン美術展示館 書道研究 鷹揚会

6/1～3 第３７回日本教育書道会全国学生展 協同組合タッケン美術展示館 日本教育書道会

6/2～29
*10日は休館

アコール階段ギャラリー
「バッグ展示３ヶ月連続企画第3弾　オリジナルバッグ作品展」

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/2～3 陸上自衛隊第9師団創立56周年・青森駐屯地創立67周年記念行事
新町通り、新中央埠頭、青い海公園
青森駐屯地

第9師団司令部広報室

6/8 青森県景観フォーラム 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森県都市計画課

6/8～10 第３７回青森県かな書展 協同組合タッケン美術展示館 青森県かな書道会

6/9 平成30年度 青森県立保健大学公開講座 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森県立保健大学

6/9～10 第15回ツイスターズ2018ｉｎ青森 青森県観光物産館アスパム ツイスターズ2018実行委員会

6/9～10 青森ドラッグストアーショー2018 青森産業会館 ㈱丸大サクラヰ薬局

6/12 第19回うしろがた漁港まつり 後潟漁港 後潟漁業協同組合

6/12 サークル体験講座「いけ花体験教室」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

6/15～17 ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展 協同組合タッケン美術展示館 原爆写真展実行委員会

6/17 ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第１１４回コンサート「相馬泉美 ピアノコンサート」 リンクモア平安閣市民ホール ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」・「サンネット青森」

6/20 青森市立沖館中学校合唱部　第６回演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森市立沖館中学校合唱部

6/23～25 日本海骨董＆大蔵ざらえ 青森産業会館 (株)タス

6/26 カダール映画の日2018　「いつか読書する日」　無料上映会 青森市男女共同参画プラザＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ「カダール」

6/29～7/1 第１６回青森県写真連盟展 協同組合タッケン美術展示館 青森県写真連盟

6/30 講座「ソーイング（裁縫）男子　帆布で作るスタイリッシュトート」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/2～29
*8日は休館

アコール階段ギャラリー
「油彩　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

7/10・24 講座「畳のヘリ・おしゃれトートを作ってみよう！」（２回連続講座） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

7/20～22 第44回青洞書道展 協同組合タッケン美術展示館 青洞書道会

7/29 ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第１１５回コンサート「梅津千恵子マリンバリサイタル」 リンクモア平安閣市民ホール ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」・「サンネット青森」
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開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

6/1 第30回青森県食生活改善推進員連絡協議会　総会 11:00 - 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

6/7～8 平成30年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会 14:30 80 ラ・プラス青い森 青森県労働委員会事務局

6/16 公益社団法人青森県看護協会 通常総会及び職能集会 10:00 - リンクモア平安閣市民ホール 公益社団法人 青森県看護協会

7/6 第39回交通安全母の会 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

7/12 県下町村議会議員研修会 13:30 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県町村議会議長会


