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観光コンベンションニュース
令和元年 出陣ねぶたの題材が決定！
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1 県庁ねぶた実行委員会

朝比奈三郎と閻魔

大 白 我 鴻 13 消防第二分団ねぶた会・アサヒビール 安穏無事 火消の纏

立田 龍宝

2 日本通運（株）ねぶた実行委員会

竜飛の黒神 男鹿の赤神

林

坂上田村麿「ねぶた伝説」

北村 蓮明

3 青森県板金工業組合

「舎利」韋駄天と足疾鬼

北 村 蓮 明 15 青森市役所ねぶた実行委員会

奉祝の舞 廣田神社 津軽神楽

京野 和鴻

4 東北電力ねぶた愛好会

十和田湖伝説「南祖坊と八之太郎」

京 野 和 鴻 16 私たちのねぶた自主製作実行委員会

おらほの田んぼの水神さん

5 サンロード青森

龍飛崎 義経幻視行

千 葉 作 龍 17 青森市ＰＴＡ連合会

天の岩戸

内山 龍星

6 ねぶた愛好会

土蜘蛛

諏訪

神武東征

北村 麻子

広 海 14 日立連合ねぶた委員会

慎 18 あおもり市民ねぶた実行委員会

私たち一同

7 青森菱友会

紀朝雄の一首 千方を誅す

竹 浪 比呂央 19 ＪＲねぶた実行プロジェクト

浄焔 日本武尊

竹 浪 比呂央

8 公益社団法人 青森青年会議所

治平天成の願 浪岡北畠 油川奥瀬

立 田 龍 宝 20 青森山田学園

船の草摺引

北村

9 に組・東芝

羅城門

北村

隆 21 ＮＴＴグループねぶた

瓊瓊杵尊と木花咲耶姫

北村 春一

菅原伝授手習鑑 車引

北村

隆 22 マルハニチロ侫武多会

大森彦七と千早姫

手塚 茂樹

10 ヤマト運輸ねぶた実行委員会
11 パナソニックねぶた会

一角仙人と龍神

北 村 蓮 明 太 (株)藤本建設

12 青森自衛隊ねぶた協賛会

玄武と毘沙門天

有賀 義弘

(株)藤本建設 出世大太鼓

協賛うちわで楽しいお祭りに !!
～うちわ製作協賛社募集～

2019 ミスねぶた決定！
５月２５日 （土） に２０１９ミスねぶたコンテストが開催され、 今
年のミスねぶた３名が決定しました。 選ばれた３名は、 ８月の
ねぶた祭から１年間県内外で行われるＰＲ活動に参加します。

ハネト参加促進を呼びかけるうちわを 詳細は青森ねぶた祭 HP
をご覧ください。
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。

ラッセランドの安全を祈願
応援
よろしく♪

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。

ミスねぶたグランプリ
千葉 咲香 （ちば えみか） さん （2０才） 写真中央
ミスねぶた
角田 愛琳奈 （かくた えりな） さん （2４才） 左
川井 沙樹 （かわい さき） さん （2５才） 右

ねぶた祭オフィシャルサイトにバナー広告を掲載しませんか？
青森ねぶた祭オフィシャルサイトでは協賛バナー広告を募集しています。 ねぶたシーズン
（６～８月） には約４０万ものアクセスがあり、効果的なＰＲが可能ですので、ぜひご活用ください。
広告Ａ＜トップページ上部＞
３ヶ月契約
（６～８月）

年間契約

料 金 97,200 円 194,400 円
サイズ 縦 60px× 横 200px

隆

広告Ｂ＜トップページ下部＞
３ヶ月契約
（６～８月）

年間契約

料 金 32,400 円 64,800 円
サイズ 縦 60px× 横 200px
※いずれも税込価格

トップページ

６月イベント情報

青森市観光キャラクター
ねぶたん

第８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 15 日 （土） 13:30 ～
◇会場／ワ ・ ラッセ２Ｆイベントホール
◆応募締切／ 6 月 9 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。

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 （土） ～ 20 日 （木）
◇会場／ワ ・ ラッセ１Ｆエントランスホール ・ レストラン前ロビー

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）
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

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

会場

参加人数

150 アラスカ

主催・問い合わせ

6/6

全国公立高等学校事務職員協会 第69回東北支部研究大会

6/12

第41回青森県食生活改善推進員連絡協議会 通常総会

6/13

(公社)日本食品衛生協会 北海道・東北ブロック大会

6/15

公益社団法人青森県看護協会通常総会及び職能集会

- 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

6/22

2019年度 青森県立保健大学公開講座

14:00

-

青森県立保健大学

6/25

社会福祉法人 指導監査対策セミナー

14:00

- リンクモア平安閣市民ホール

社会福祉法人 青森県社会福祉協議会

6/29

青森県精神保健福祉士協会設立20周年記念公開講座

13:25

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県精神保健福祉士協会

6/29

(公社)認知症の人と家族の会 2019年北海道・東北ブロック会議

7/8

第40回交通安全母の会 青森県大会

14:00
13:30

-

青森県立青森南高等学校

- リンクステーションホール青森

11:00

300 ホテル青森

9:45

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

50 アラスカ

-

青森県食生活改善推進員連絡協議会

(一社)青森県食品衛生協会

(公社)認知症の人と家族の会青森県支部

- 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

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県町村議会議長会

7/10

県下町村議会議員研修会

7/11

全国経理担当者研修会

-

7/13

日本国際保健医療学会 第34回東日本地方会

-

300 リンクモア平安閣市民ホール

(一社)日本国際保健医療学会

7/24

日本保全学会 第１６回学術講演会

-

350 リンクステーションホール青森

(一社)日本保全学会

90 アップルパレス青森

(一社)青森県自動車整備振興会

イベント情報
開催日

イベント名

6/2～28
*9日は休館

アコール階段ギャラリー 「オリジナル・バッグ作品展」

6/5

景観フォーラム

6/6

カダール映画の日2019 「人生、ここにあり！」無料上映会

開始時間

会場

9：00～ 働く女性の家アコール
13：30～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

①10：00～
青森市男女共同参画プラザAV多
②13：30～
機能ホール
③18：00～

主催・問い合わせ
働く女性の家アコール
青森県
青森市男女共同参画プラザ「カダール」

6/8～9

青森ドラッグストアーショー2019

10：00～ 青森産業会館

㈱丸大サクラヰ薬局

6/9

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第122回コンサート
「伊藤恵ピアノリサイタル」

14：00～ 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」

6/15～16

新車ディーラー合同 夏の中古車大商談会

6/19

ＨＣＦ食彩展 2019

10：00～ 青森産業会館

服部コーヒーフーズ㈱

6/20

青森市立沖舘中学校合唱部 第7回演奏会

10：15～ リンクモア平安閣市民ホール

NPO法人東北青少年音楽コンクール

6/30

主催体験 「ソーイング（裁縫）男子 帆布で作る本格トートバッグ」

7/2

㈱丸大サクラヰ薬局 健康づくりセミナー

7/3～29
アコール階段ギャラリー 油彩「二瓶倫尚個展」
*14日は休館

9：30～ 青森産業会館

10：00～12：00 働く女性の家アコール
13：00～ リンクモア平安閣市民ホール
9：00～ 働く女性の家アコール

新車ディーラー中古車フェア実行委員会

働く女性の家アコール
㈱丸大サクラヰ薬局
働く女性の家アコール

7/3

脳と身体をリフレッシュ2019～脳に刺激を！らくらく運動で若さをキープ～

14：00～

7/4

2019「青森の正直」商談会

10：00～ 青森産業会館

「青森の正直」商談会実行委員会

7/6

青森西高等学校合唱部 第39回定期演奏会

18：00～ リンクモア平安閣市民ホール

青森西高等学校合唱部

7/6～8

家具・インテリア夏の大商談会

10：00～ 青森産業会館

㈱かさい

7/12～14

第45回青洞書道展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青洞書道会

7/11・25

主催体験

7/14
7/20

「ハンドメイドですてきな畳ヘリバッグ」

ＮＰＯ法人「音楽ネット青森」第123回コンサート
「正戸里佳ヴァイオリンリサイタル」
実験ガールズ2019 ～大学生の「センセイ」といっしょに楽しい３つの
実験を体験しよう！～

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

9：30～12：30 働く女性の家アコール

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

働く女性の家アコール

14：00～ 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」

10：00～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

7/20～21

わんにゃんまつりｉｎ青森

7/24～28

第72回示現会青森展・第5回示現会青森県支部公募展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

9：30～ 青森産業会館

（一社）示現会青森県支部

7/27

理想の自分（男）への第一歩 コミュニケーションスキル＆イメージカ
ラー発見で魅力アップ！

13：00～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

青森市男女共同参画プラザAV多機能ホール

㈱ブロニア

■令和元年 5 月 20 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。

