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平成１６年度通常総会終了

新会長に蝦名文昭氏 (青森商工会議所副会頭・（協）日専連青森理事長) が就任
平成１６年５月２１日(金)、当協会の通常総会を開催いたしました。
平成１５年度の事業報告と収支決算等について議案どおりご承認いただき、
また役員改選により、新役員が選出され、ご承認いただきました。
なお、梅内会長、池邊副会長は本総会をもって退任されました。
長い間観光振興にご協力いただきありがとうございました。
【新正副会長】
蝦名会長
会
長
蝦名文昭(新任)
副 会 長
對馬忠雄／中村嘉宏／武田隆一／山内誠／塩野勝幸(新任)
専務理事
櫻田稔
※当日ご欠席の会員の皆様には、後日総会資料とねぶた祭カレンダーをお送りいたします。
今後とも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。

ねぶた祭観覧席情報
●１０名様以上の団体観覧席
８月２日・６日分はご予約できます。どうぞご利用
ください。
８月３，４，５日分は現在キャンセル待ちとなって
おります。
●１０名様未満の個人観覧席
７月１日より、旅行会社・旅館組合・チケットぴあ
にて販売します。詳細は６月中旬にお問い合わせく
ださい。また、６月１３日号の東奥日報朝刊にも掲
載しますのでどうぞご覧ください。

韓国側の利用客が急増
青森〜ソウル定期航空路線
青森〜ソウルの２００３年度の利用客が、前年度
比１２．４％減の２６，３４３人にとどまったもの
の、韓国側の利用が急増したことが発表されました。
韓国側乗客の比率が０２年度の２８％から４８％に
跳ね上がっています。
当協会では、昨年５月の佐々木市長の
トップセールスを契機に韓国からの観光
客誘致を積極的に進めています。

八甲田・十和田ゴールドライン写真コンテスト入賞作品は？
今年も八甲田・十和田ゴールドライン写真コンテストを
開催したところ、昨年より７１点上回る２２４点のご応募
をいただきました。
去る５月１４日厳選なる審査をしたところ、入賞結果は
右記のとおりとなりました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
入賞作品は、広報資料などに活用させていただきます。

入賞者・・・・・・・・・・・・・・・・・
①テーマ「初春の八甲田と雪の回廊」
知事賞 藤林哲夫様(弘前市)
市長賞 植村亮様(青森市)
会頭賞 相馬勉様(弘前市)
会長賞 奈雲誠様(東京都)・小笠原正明様
(十和田市)・樽澤義春様(青森市)
②テーマ「八甲田ウォーク」
知事賞 鹿内國昭様(浪岡町)
市長賞 秋田賢一様(青森市)
会頭賞 葛西えみ子様(弘前市)
会長賞 高橋春子様(函館市)・新関賢三様
(むつ市)・小林尚治様(青森市)

「夜明け」藤林哲夫様

「雪の回廊を行く」鹿内國昭様

今年も

祭り健全化うちわを
制作しませんか？
ねぶた祭の健全化うちわの協賛社を募集してい
ます。表面にはねぶたがデザインされたもの、裏面
にはハネトの正装参加の呼びかけを掲載していま
す。広告スペースは横 134 ㎜×高さ 50 ㎜以内で、貴
社名等を入れることができます。
※詳細は同封のチラシをご覧ください。

ねぶた祭運行サポーター募集

●運行サポーター…活動期間８／２(月)〜８／６(金)
わたしたち市民共有のかけがえのない財産「青森
ねぶた祭」を支えるサポーターを募集します。
観覧者やハネトの整理・誘導、迷子の案内などを
通じて、青森のすばらしさを再認識しませんか。
ねぶたを愛し郷土を愛する市民皆さんのご参加を
お待ちいたします。
※詳細は同封のチラシをご覧ください。

青森ねぶた祭情報は、オフィシャルサイト
http://www.nebuta.jp/
でもご覧いただけます。

〜ミスねぶたグランプリは賞金２０万円〜
今年も第３３回ミスねぶたコンテストを開催しま
す。コンテストで選ばれた『ミスねぶたグランプリ』
『ミスねぶた』はねぶた祭の期間中、ねぶたパレー
ドを先導、彩りを添えるほか、主催団体が行う年間
イベント・ＰＲ行事に参加していただきます。
◆日時…７月４日(日)午前１１時３０分から
◆場所…サンロード青森１階サンホール
◆選出…ミスねぶたグランプリ１人、
ミスねぶた２人
◆参加資格…満１８歳〜満２８歳までの独身女性
で、県内在住者並びに県出身者に限る。但し高校
生及び他のミス任期中の方は除く。
◆選出方法…１次審査(書類審査)で１５名程度選出
し、当日の決勝審査でミス３名を決定します。１
次審査通過者には決勝審査のご案内を郵送しま
す。
◆申込締切…６月２１日(月)必着。専用の申込用紙
がありますので下記までお問い合わせください。
(社)青森観光コンベンション協会 ミスねぶた係
〒030‑0823 青森市橋本 2‑2‑17 商工会館 4F
TEL.017‑723‑7211

今年も、青森ねぶた正調囃子保存会のご指導のも
と囃子講習会を開催いたします。
○日時／５月３１日(月)・６月１日(火)・２日(水)
２９日(火)・３０日(水)・７月１日(木)
６日(火)・７日(水)・８日(木)
各日とも午後６時〜午後８時まで
○会場／ぱるるプラザ青森
（青森市柳川 1‑2‑14 青森駅南側）
○参加料／無料（太鼓のバチ・笛・手振り鉦は各自
でご用意ください。購入希望の方は、事前
に協会までお問い合わせください。
）
○対象／小学生〜
○お申し込み／当日、会場で受付いたします。
※当日は駐車場が大変
混雑いたしますので、
バス等の公共機関を
ご利用ください。
囃子の講習を受ける参加者

http://www.atca.info/
●ホームページでも観光コンベンションニュースを閲覧できます。
●当協会会員の方は、ホームページ「あおもり案内名人」から簡単に、無料で、貴社のセール等イベント情報を
掲載することができます。是非ご利用ください。
●リンク集では当協会会員のホームページを紹介しています。ご希望の方は、ＦＡＸまたはメールにてご連絡ください。
E‑mail：aokanko4@jomon.ne.jp

６月コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

1

自動車リサイクル法事業者向け実務説明会

3

参加人数

会場

主催

9：30〜

800 青森市文化会館

東北経済産業局環境・ﾘｻｲｸﾙ課

青森県食生活改善推進員連絡協議会 通常総
会並びに研修会

10：00〜

1,500 青森市文化会館

青森県食生活改善推進員
連絡協議会

5

ＪＡＧＤＡ ＩＮ ＡＯＭＯＲＩ 2004

15：00〜

170 青森公立大学

(社)日本グラフィックデザイナー協会

11

青森県高等学校ＰＴＡ連合会青森大会

13：00〜

600 青森市文化会館

青森県立青森中央高等学校

900 ホテル青森

弘前大学医学部耳鼻咽喉科

11〜12 第66回耳鼻咽喉科臨床学会

未定

11〜13 「生命のメッセージ展」ｉｎ青森

10：00〜

各500 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 「生命のメッセージ展」ｉｎ青森

12

生活協同組合コープあおもり 04年度北海道・東
北ブロック会議

9：00〜

200 青森グランドホテル

生活協同組合コープあおもり

12

平成16年度青森県看護協会通常総会及び職能集会

未定

700 ぱ・る・るプラザ青森

青森県看護協会

17

第15回少年少女発明クラブ東北ブロック運営協議会総会

14：00〜

19

ＭＥＭＥＮＴＯ ＭＯＲＩ 2004青森

13：00〜

70 ホテル青森
800 ぱ・る・るプラザ青森

青森市少年少女発明クラブ

日本財団公益福祉部

６月イベント情報
開催日

イベント名

時間

参加人数

会場

主催

4/18〜6/13

小学生のための学習室「くらしの道具展」

9：00〜

-

4/23〜6/20

収蔵資料展「青森県のユーモア文学の系譜−太
宰治を中心として−」

9：00〜

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

5/28〜6/23

企画展「ニュートリノ展」

9：00〜

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

5/31〜6/2

ねぶた囃子講習会

18：00〜

- ぱ・る・るプラザ青森

(社)青森観光コンベンション協会

5/16〜7/10

バードカービング展

9：00〜

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

青森市歴史民俗資料館「稽古館」 青森市歴史民俗資料館「稽古館」

4〜6

写団善知鳥 写真展

9：00〜

- アスパム２階エネルギー館 写団 善知鳥

4〜6

西部市民センター春まつり

9：00〜

- 西部市民センター

西部市民センター
中央市民センター

5

こども映画劇場 「難破船」「アスプスの少女ハイ
ジ−アルムの山へ」

10：00〜

- 中央市民センター

5・6

第46回水道週間 2004あおもりウォーターフェア

10：00〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市水道部総務課

6〜8/22 山野草写真展

9：00〜

7

第2回菊づくり講習会

13：30〜

7

ＮＨＫ公開収録 ポップジャムｉｎ青森

18：40〜

11〜13 グリーン・エコー青森 作品展
12

金魚ねぶた教室

9：00〜
10：00〜

13

青森県高等学校演劇講習会

10：00〜

13

八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット

10：00〜

16

他世代交流事業 芸能大会

11：00〜

18〜20 青い森刻字展

9：00〜

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

- 中央市民センター３階集会室 青森市緑と花推進課
2,100 青森市文化会館

ＮＨＫ青森放送局

- アスパム２階エネルギー館 グリーン・エコー青森
20 中央市民センター
300 青森市民文化ホール
- 八甲田丸前電車ひろば
560 青森市民文化ホール

(社)青森観光コンベンション協会

青森県高文連演劇部
みちのくリサイクル運動市民の会

青森市老人クラブ連合会

- アスパム２階エネルギー館 山内 清城

19

映像の日 −映画を無料で鑑賞「未完成交響曲」

14：00〜

20

ストリングス・ドルチェ第4回演奏会

14：00〜

350 県民福祉プラザ

ストリングス・ドルチェ

23・24 アウガ開店３周年記念イベントエンタＳＨＯＷうひひＬＩＶＥ！

18：00〜

989 ぱ・る・るプラザ青森

㈱協同

ＮＨＫ青森文化センター講座 心を語り合うハガ
24〜27
キ絵・絵手紙作品展

9：00〜

26
27

ヤマハ エレクトーン フェスティバル2004 青森大会

29〜7/1 ねぶた囃子講習会

10：30〜
11：00〜
18：00〜

25 国際芸術センター青森

- アスパム２階エネルギー館
各300 青森市民文化ホール
- ぱ・る・るプラザ青森

国際芸術センター青森

ＮＨＫ青森文化センターハ
ガキ絵・絵手紙講座
㈱ヤマハミュージック東北青森店

(社)青森観光コンベンション協会

■平成１６年５月２４日現在の情報です。都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。
■掲載されている情報は、抜粋した情報になります。この他にもイベント等の情報がございますので、お気軽にお問い合わせください。
■平成１６年７月イベント・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致します。

