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2002 青森ねぶた祭写真コンテスト入22000022青青森森ねねぶぶたた祭祭写写真真ココンンテテスストト入入
 

◎入賞作品展示◎ 9/6(金)～15(日)、9：00～18：00 アスパム

◎入賞者表彰式◎ 9/7(土) 11：00～ アスパム 2Ｆミニイベント

 青森ねぶた祭実行委員会では、写真を通じて多くの方々にねぶた祭への関心、理解を

青森ねぶた祭写真コンテストを実施しております。今年も県内外より総数３９０点と多

うございました。入賞作品は東奥日報の紙面上で９月上旬に発表される他、ねぶた祭有料

ト等の広報資料へ掲載されます。入賞者は次の通りです。 

【推 薦】鈴木 央子様(弘前市)  【特 選】関 理昭様(青森市)、神 与助様(青森

【準特選】須藤 義勝様(野辺地町)、山下 茂様(青森市)、加藤 靖子様(北海道)、藤

地名 一二三様(青森市) 

 

2002 推薦作品「 親子の熱演 」鈴木 央子 様 

【入 選】穴澤 冨夫様(青

内海 新一様(青森市)、日

(青森市)、毛内 信明様(

原 英昭様(東京都)、梅本

(北海道)、上村 兼悦様(

佐藤 正治様(青森市)、加

様(青森市)、柏原 隆太郎

市)、高坂 繁雄様(青森市

茂様(青森市)、太田 美奈

森市)、志水 泰之様(兵庫

春子様(青森市)、福眞 哲

(青森市)、赤石 与四郎

市)、笹森 敏雄様(十和田

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねぶた祭が終わり観

ところですが、コンベン

えます。 

１０月４・５日に開

あおもり」は参加者 3,0

ンションで、このほか９

コンベンションが１０

開催情報は次ページをご

これらの大会に参加す

人が青森を訪れます。大

に青森を観光する方も少

のおもてなしでお迎えし

 

 

完成! 

  

当協会会員の飲食店を

紹介したリーフレット 

「Ｓ－ｍａｐ
エス マップ

」は、お

店の営業時間やポイン

ト、セット料金などを

掲載しています。 

ホテル等で配布してお

りますが、ご希望の方

はどうぞお問い合わせ

ください。  

 

 

◆観光とコンベンションのお問い合わせ◆ 

社団法人 青森観光コンベンション協会 

〒030-0822 青森市中央 1-25-9 

アクサ青森ビル 6F 

TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215 

ホームページ http://www.atca.info/
賞作品速報 賞賞作作品品速速報報  

2Ｆロビー 

スペース 

深めてもらうことを目的に、毎年

数のご応募をいただき、ありがと

パンフレットや観光パンフレッ

市)、太田 日出勝様(福岡県) 

林 哲夫様(弘前市)、 

森市)、浅利 康浩様(青森市)、

比 孝一様(愛知県)、木村 昇様

青森市)、佐藤 武様(青森市)、

 久子様(愛知県)、成田 哲夫様

藤崎町)、佐藤 重一様(平内町)、

藤 靖子様(北海道)、江良 好光

様(青森市)、中畑 和子様(青森

)、松島 久三様(青森市)、山下

子様(福岡県)、樽澤 義春様(青

県)、植村 亮様(青森市)、髙橋

男様(青森市)、村本 満喜子様

様(弘前市)、平山 史人様(青森

市) 

光客の人出も落ち着いてきた

ションはこれからピークを迎

催される「日本女性会議 2002

00 名を超える大規模なコンベ

・１０月は 1,000 名を超える

大会も開催されます。（９月の

覧ください） 

るため、日本各地から多くの

会参加者の中には大会の前後

なくありませんので、心から

ましょう。 



 ９月イベント・コンベンションカレンダー  

開催日 大会・イベント名 時間 参加人数 会場 主催

～8 夏のアートフェスティバル「森の惑星」 10：00～ － 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

～16 第3回彫刻シンポジュームin浅虫 9：00～ 500 浅虫海浜公園 (社)青森観光コンベンション協会浅虫支部

1 陸上自衛隊第9師団創立40周年記念音楽まつり 14：00～ 2,000 青森市文化会館 陸上自衛隊第9師団指令部広報室

4 日本洋菓子協会連合会東北ブロック会議 15：00～ 80 ホテル青森 松栄堂本店

5・6 北海道・東北ブロック林業グループコンクール 13：00～ 150 アップルパレス青森 青森県林業研究グループ協議会

6～15 2002青森ねぶた祭写真コンテスト入賞作品展 10：00～ － アスパム 青森ねぶた祭実行委員会

7 オストメイト講習会 11：00～ － ホテルサンルート青森 日本オストミー協会青森県支部

7・8 第3回青森花の秋まつり 10：00～ － モヤヒルズ 青森市ほか

7・8
第51回全日本手をつなぐ育成会全国大
会青森大会

10：00～ 3,000

青森市文化会館、青森市
民文化ホール、ぱ・る・る
プラザ青森、ホテル青森
ほか

（財）青森県手をつなぐ育成会

8 普通救命講習会 9：00～ 30 消防合同庁舎 消防本部警防課

12 創立50周年記念青森県母子寡婦福祉大会 12：30～ 1,000 ぱ・る・るプラザ青森 （財）青森県母子寡婦福祉連合会

12 東青地区高校生交通事故防止大会 13：30～ 550 青森市民文化ホール 青森市交通安全対策協議会

13
第40回北海道・東北ブロック地域婦人団
体研究大会

10：20～ 800 ぱ・る・るプラザ青森 青森県地域婦人団体連合会

13
第59回民事介入暴力対策青森大会、第
11回暴力団追放青森県民大会

13：30～ 2,000 青森市文化会館 青森県弁護士会

18～20
平成14年度全国保育士養成セミナー・
第41回研究大会

11：30～ 450
青森市文化会館、ホテ
ル青森

（社）全国保育士養成協議会

21・22
2002年ＪＣＦＭＴＢジャパンシリーズ青森大会・モ
ヤヒルズカップＭＴＢキッズ大会(青森市長杯) 10：00～ － モヤヒルズ

2002年マウンテンバイクジャパン
シリーズ青森大会実行委員会

21 おじゃる丸ぬいぐるみショー 9：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 NHK事業部

21 第31回青森県看護学会 10：15～ 1,000 青森市文化会館 （社）青森県看護協会

21～23 平成14年度納税作品展 9：00～ － アスパム２階 エネルギー館 青森市納税貯蓄組合連合会

22～24 生涯学習フェスティバル2002 IN AOMORI 9：00～ 5,300 青森市文化会館 青森市市民文化部生涯学習課

25・26 平成14年度全国農業航空技術研修会 13：00～ 300 ホテル青森 (社)青森県植物防疫協会

27 平成14年度石油事情講演会 13：00～ 200 青森グランドホテル
日本エネルギー経済研究所
石油情報センター

28～30 クリスチャン・ラッセン＆カークレイナート展 11：00～ 400 青森産業会館 アールビバン(株)

29・30 歩道全国短歌会大会 9：00～ 250 ホテル青森 青森県歩道短歌会

 

※以上の情報は平成１４年８月２８日現在の情報です。都合上、日程・人数等が変更になる場合があります。 

◆平成１４年１０月コンベンションカレンダー速報版をご希望の方はご連絡ください◆ 

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、情報がありましたらご提供ください。ご協力お願いします。 

 

●当協会ホームページ「あおもり案内名人」でも、観光コンベンションニュースを閲覧できます。ＵＲＬ  http://www.atca.info/ 

●「あおもり案内名人」では当協会員のホームページを紹介しています。掲載をご希望の場合はお手数ですが、 

①事業所名 ②担当者名 ③連絡先（住所・TEL・FAX） ④URL ⑤ホームページに掲載するコメント  

を FAX またはメールにてお知らせ下さい。 E-mail aokanko4@jomon.ne.jp 


