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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 （金） ～７日 （水） まで盛大に開催され、 ２８５万人 （２日
～７日昼運行） の人出を数えることができ、 無事に終了いたしました。
天候にも恵まれ、多くの方々にご観覧、ご参加いただき、祭りは大いに盛り上がりました。
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。
令和元年度ねぶた大賞 青森菱友会 「紀朝雄の一首 千方を誅す」

青森ねぶた祭写真コンテスト入賞作品展 開催！
９月１４日から、 毎年恒例の 「青森ねぶた祭写真コンテスト」 入賞作品展を開催いたします。
青森ねぶた祭をテーマにした入賞作品全３９点を展示。 素晴らしい写真の数々をぜひお楽しみください。
【入賞作品展】
◆期 間／９月１４日 ( 土 ) ～２３日 ( 月･祝 ) ９ ： ００～１８ ： ００
◆会 場／ねぶたの家ワ ・ ラッセ
◆作 品／推薦１点、 特選３点、 準特選５点、 入賞３０点

【表彰式】
◆日 時／９月１４日 ( 土 ) １０ ： ３０～１１ ： ００
◆会 場／ねぶたの家ワ ・ ラッセ
作品応募は 9/2( 月 ) 必着！
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★「天の岩戸」 青森市ＰＴＡ連合会

作：内山龍星

第９回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール作品募集中
全国の小・中学生の皆さまを対象にオリジナルねぶた下絵を大募集！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、現役ねぶた師の監修のもとで中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。完成した中型ねぶたとミ
ニねぶたは、ワ・ラッセに１年間展示いたします。
●内容／四つ切サイズ（38cm×54cm）。題材・画材は自由。彩色をほどこした作品に限る。１人１作品とする。
●締切／１１月１７日（日）必着
※詳しくは、ワ・ラッセのホームページに募集要項、応募用紙がございますので、そちらをご覧ください。
ねぶたの家 ワ・ラッセ
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参加チーム
募集中！
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アフロハーフリレーマラソン開催！！

飲食店を「はしご」し、当日限定のバルメニュー
を楽しむ「あおもりバル街」が今秋も開催されます。
美味しい料理やお酒の食べ･飲み歩きが満喫できま
す。前売券で、お得にバル街を巡りましょう！
◇日 時 ９月１４日（土）16:00 ～ 24:00
◇会 場 中心市街地エリア参加飲食店約 60 店
◇チケット 前売 3,500 円 当日 4,000 円※税込
◇前売販売 ～９月１３日（金）まで
◆販売窓口 さくら野百貨店、サンロード青森、
青森県庁生協、青森県民生協各店、
成田本店しんまち店、問屋町交流
ストア、青森商工会議所、バル街
参加店
◇問合せ あおもりバル街事業実行委員会事務局
TEL. 017-734-1311（青森商工会議所）
最新情報は
https://www.facebook.com/aomoribargai で！

９月１４日 ( 土 ) にワ・ラッセ西の広場で「アフロハーフ
リレーマラソン」を開催します。アフロカツラをたすきに
ハーフマラソンをリレー方式で走る、ウォーターフロント
秋の定番イベント。
１チーム５～２０人で、１周７５０ｍのコースを２８周し、
完走を目指します。仮装して走るも良し、小さいお子様と
伴走しながら走るも良し。潮風に吹かれながら、みんなで
アフロをつなぎ、楽しく走りましょう♪
✿開催日／９月１４日 ( 土 ) ９：００スタート
✿場 所／ねぶたの家ワ・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（傷害保険料含）
✿締 切／９月１０日 ( 火 ) ※定員になり次第締切
【事務局】青森観光コンベンション協会
TEL.017-723-7211 http://www.awfro.jp/

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

第73回東北医師会連合会総会並びに学術大会

9/6・7

第４回日本がんサポーティブ学会学術集会
がん医療を支えるキュアとケア～より豊かな成熟社会をめざして～

9/7・8

第11回全国クリーニング大会ｉｎ青森

-

9/19・20

第25回全国女性消防団員活性化青森大会

-

9/20・21

ＪＶＲ協会 第40回記念総会

-

9/29

国際ロータリー第2830地区 地区年次大会

10/1・2

第67回全国地域婦人団体研究大会

6日9:30
7日9:00

300 ホテル青森ほか

-

第21回日本認知症グループホーム全国大会

10/16～18

日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会 合同研究発表会

主催・問い合わせ
(公社)青森県医師会

1,000 リンクステーションホール青森
250 ホテル青森

第４回日本がんサポーティブ学会学術
集会 学術集会運営事務局
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

2,500 マエダアリーナ、ホテル青森
110 ホテル青森

10:00

10/12・13

会場

参加人数

8/31 9:00
9/1 8:30

8/31・9/1

第25回全国女性消防団員活性化青森大会実行委員会

日本映像機材レンタル協会

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県神社庁

1,800 リンクステーションホール青森、ホテル青森 青森県地域婦人団体連合会

9:30

2,000 リンクステーションホール青森

-

250 リンクステーションホール青森

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会

(一社)日本太陽エネルギー学会

10/20

第28回青森県長寿研究会

9:30

- リンクモア平安閣市民ホール

公益社団法人青森県医師会

10/24

第28回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会

13:30

- リンクモア平安閣市民ホール

(公財)青森県暴力追放県民センター

10/26・27

全日本吹奏楽コンクール 第67回全国大会 大学の部、職場・一 26日12:30
27日 9:30
般の部

2,500 リンクステーションホール青森

青森県吹奏楽連盟

10/29

第54回青森県養護教員研究大会

10:10

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県養護教員会

10/31

全国過疎問題シンポジウム2019ｉｎあおもり

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

全国過疎問題シンポジウム実行委員会

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場

新築・増改築フェア2019

10：00～ 青森産業会館

9/1

青森市立佃中学校 吹奏楽部 第20回定期演奏会

13：30～ リンクモア平安閣市民ホール

9/4・5

Ｆｏｏｄｓ外食産業展ｉｎＡＯＭＯＲＩ

8/31～9/1

9：30～ 青森産業会館

主催・問い合わせ
㈱吉田産業青森支店
青森市立佃中学校吹奏楽部
㈱プリモ

9/8

こども民俗芸能大会

13：00～ リンクモア平安閣市民ホール

青森県教育庁文化財保護課

9/10

あおもり芸能夢まつり

10：30～ リンクモア平安閣市民ホール

あおもり芸能振興協議会

9/11

元木商店 2019総合展示会

9/13～16

全国表装作品展・東北ブロック表具作品展

9：00～ 青森産業会館
10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

㈱元木商店
全国表具経師内装組合連合会

9/14・15

アコールフェスタ2019

9：30～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9/14・15

ＥＮＥＯＳグローブエナジープループ 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

9/18

第44回松風塾高等学校マンドリンオーケストラ 青森定期演奏会

9/21・22

カクヒロあたたかリフォームフェア

18：00～ リンクモア平安閣市民ホール
9：00～ 青森産業会館

松風塾高等学校
㈱角弘青森支店

9/24

御代替り奉祝記念コンサート

13：00～ リンクモア平安閣市民ホール

9/25

令和元年度 青森県老人クラブ芸能発表大会

10：00～ リンクステーションホール青森

公益財団法人 青森県老人クラブ連合会

9/28

サークル体験「誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座」

13：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9/28・29

総合家具館かさい 秋のエキサイティング大商談会

10：00～ 青森産業会館

㈱かさい

9/29

LGBT理解を深める講演会「多様な「性のあり方」を尊重しあえる社
会へ 一人ひとりの性を大切にして生きる」

13：30～

青森県神社庁

青森市男女共同参画プラザ カダー
青森市男女共同参画プラザ カダール
ル研修室

10/1～30
アコール階段ギャラリー 「Ｍ．ＫＡＫＩＺＡＫＩ 写実 色えんぴつ画展」
*13日は休館
青森市男女共同参画推進月間オープニングイベント 記念講演
10/5
「アンコンシャス・バイアスを乗りこえる」

青森市男女共同参画プラザＡＶ多
13：00～
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ カダール

10/7

交通安全の集い

13：00～ リンクステーションホール青森

青森交通安全協会

10/16

カダール映画の日2019 特別編 国際ガールズ・デー記念「Girl
Rising～私が決める、私の未来～」無料上映会

10/19

カラフルリボンイベント カダールで楽しい１日を！

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 カダール

10/20・27

サークル体験「男子縫いものクラブ トートバッグを作ってみよう！」

10：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10/26

サークル体験「誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座」

13：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：00～ 働く女性の家アコール

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～

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

■令和元年 8 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いたします。

