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 今年も青森ねぶた祭をテーマに写真コンテストが行

われ、市内・県内はもとより全国各地から総数４２７

点のご応募をいただきました。 

 入賞作品は来年のねぶた祭パンフレットに掲載する

他、観光パンフレット等の広報資料に活用いたします。

 

●推 薦／「鬼神の怒り」神 与助様(青森市) 

●特 選／「燃える」阿部正樹様(群馬県) 

     「正装ハネト」国正篤司様(宮城県) 

     「地鳴りのごとく」宗森淳二様(青森市) 

●準特選／「見つめる親子」橋口正宏様(大阪府) 

     「ﾗｯｾﾗｰ ﾗｯｾﾗｰ」佐々木富久江様(福島県)

     「睨み」柴崎康夫様(千葉県) 

     「歓喜乱舞」平山史人様(青森市) 

     「大太鼓」盛 五郎様(青森市) 
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今年も「日本の火祭り

ックに人気投票の応募ハ

陣ねぶたで最も良いと

までをお尋ねしました。

（青森県内の方１１３通

通）とたくさんのご応募

 

【人気投票の結果】 

第１位 ヤマト運輸ね

第２位 青森山田学園

第３位 青森菱友会 

   

＊さいたまで青森

１１月４～６日、さい

光ＰＲをして参ります。

ショッピングモール「

味線演奏のステージイベ

の配布の他、地元テレビ

出演などを予定していま
※作品はホームページでご覧になれます。 

青森ねぶた祭オフィシャルサイト http://www.nebuta.jp/ 

2005 推薦作品

「鬼神の怒り」

 神 与助 様

青森ねぶた祭写真コンテスト入賞者発表 

 ９月２４日、「日韓友情年２００５～日韓のお祭り～」へ青森ね

ぶたも出陣して参りました。パレードには、日韓双方を代表する

お祭りが競演し、日本からは秋田の竿燈まつり、琉球舞踊などの

１４団体と韓国からはサムルノリ、よさこいアリランなど２３団

体が祭を盛り上げ、ねぶた祭はお祭りパレードのとりを飾りまし

た。 

 当日は、青森からのツアー参加者３５０名と韓国から２５０名

がハネトとして参加し、また大勢の観衆が歩道を埋め尽くし、会

場からは大きな拍手が送られました。 

今回の交流事業を通じ、今後ますますの青森－ソウル間の定期

便の利用、交流が期待できそうです。 青森県知事と

韓国のハネト参加者
◆◇◆お問い合せ◆◇◆ 

人 青森観光コンベンション協会

0823 青森市橋本 2-2-17 

  青森県商工会館 4F 

7-723-7211 FAX 017-723-7215 

ページ http://www.atca.info/
期便就航10周年を記念して～

青森ねぶた」ガイドブ

ガキをつけ、今年の出

感じたねぶた１～３位

応募総数１，８５５通
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をいただきました。

ぶた実行委員会 
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今年は平年よりやや遅めに見頃を迎えそうです 
                

●八甲田--------山頂…９月下旬（現在色づき始め）、中腹…１０月中旬、山麓…１０月下旬 

●田代湿原------１０月中旬       ●酸ヶ湯温泉----１０／１０前後 

●城ヶ倉大橋----１０月中旬       ●睡蓮沼--------１０／１０前後 

●奥入瀬渓流----１０／２５前後     ●十和田湖------１０／２０頃 

●薬研温泉------１０／２０頃      ●中野山(黒石)--１０／２８頃 

  ●白神山地------１０／２０頃      ●十二湖--------１０／２０前後 

（青森市観光案内所調べ 9/27 現在）

 

ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催

10/6
全国専修学校各種学校総連合会　東北六県東北
ブロック青森大会

13：00～ 100 青森グランドホテル 青森中央経理専門学校

10/8 第34回青森県看護学会 10：35～ 900 ぱ・る・るプラザ青森 (社)青森県看護協会

10/9 平成17年度　青森県保育者集会 未定 600 ぱ・る・るプラザ青森 (社)青森県保育連合会

10/16 第14回青森県老人保健研究会 10：00～ 600 ぱ・る・るプラザ青森 青森県医師会

10/17 第47回全国公衆浴場業者青森県大会 13：00～ 400 ホテル青森 青森県公衆浴場業生活衛生同業組合

10/20 13：00～

10/21 9：00～

10/22・23
第17回リハ・カレントトピックス＆レクチャー(日本リ
ハビリテーション)医学会専門医会学術集会

未定 未定 ぱ・る・るプラザ青森 青森県立中央病院リハビリ科

10/25 全国競輪主催地議会議長会 12：00～ 100 ホテル青森 青森市議会事務局

10/27 全国下水道公社　連絡協議会 13：00～ 100 青森グランドホテル (財)青森県建設技術センター

11/5 医療マネジメント学会　第5回東北地方会 9：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 青森県立中央病院

11/15 第54回青森県社会福祉大会 9：00～ 1,800 青森市文化会館 青森県社会福祉協議会

11/16 平成17年　交通安全青森県民大会 9：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県交通対策協議会

11/17 第49回青森県農業委員大会 12：45～ 1,200 青森市文化会館 青森県農業会議

11/18・19 第25回日本看護科学学会学術集会 未定 2,000 青森市文化会館 青森県立保健大学

11/20 第31回東北人間教育フォーラムｉｎ青森 14：00～ 2,000 青森市文化会館 東北人間教育フォーラム実行委員会

日本地下水学会2005年秋季講演会 各160 青森県水産ビル 日本地下水学会　

  

イイベベンントト情情報報 

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催

9/17～10/16 ～文豪が愛した美の世界～川端康成コレクション展 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

9/30～11/13 「北彰介・山口晴温展」 9：00～ - 青森県立近代文学館 青森県立近代文学館

10/1 青森消防団員表彰式及び演芸大会 16：30～ 1,600 青森市文化会館 青森地域広域消防事務組合

10/2 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

10/7・8 青商創立100周年記念式典 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県立青森商業高等学校

10/8 映像の日　－映画を無料で鑑賞「アメリカ交響楽」 14：00～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

10/13 日本原燃ふれあいコンサート2005・秋 18：30～ 2,000 青森市文化会館 日本原燃「ふれあいコンサート」事務局

10/15 市民対話集会～わたしたちのまちの未来を語ろう～ 10：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 青森市広報課

10/18 青森中央高校演劇部公演　「修学旅行」
14：00～
19：00～

未定 ぱ・る・るプラザ青森
青森県立青森中央高等学校
演劇部

10/21 室内楽演奏会 18：30～ 900 ぱ・る・るプラザ青森 陸上自衛隊第9音楽隊

10/22～11/27
特別展　東奥美術展の画家たち－青森県昭和前
半期の画家たち－

9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

10/23 八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

10/23・24 青森市下水道フェアー 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市上下水道部営業課

10/29～11/20 2005年　秋のアーティスト・イン・レジデンス展覧会 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

11/6 高齢者虐待防止シンポジウム 13：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 青森県高齢福祉保険課

11/12 交通安全の集い 13：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 (財)青森交通安全協会

11/12・13 平成17年度　青森県農林水産祭 未定 25,000 青森産業会館 県農林水産祭実行委員会

11/19 第4回医療・看護安全文化推進大会 13：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 (社)青森県看護協会

11/26 すぎのこ幼稚園　第二すぎのこ幼稚園　合同おゆうぎ会 10：30～ 1,200 青森市文化会館 学校法人　すぎのこ幼稚園

 

■平成１７年９月２１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。 

■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。 


