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は、おなじ おでん、 ん い 、
ラ き、 やきばが出展。 ー ラ を受

賞した富士宮やきそばなどのゲスト団体も登場し、全22団体が
出展します。
また、地 な の を する 　F
P 会場 では、七子八珍の会が”ほ
たて貝焼き味噌”で出展します。是非会場にお越しください。

の 入には ットが です。
　 詳しくはHPをご覧ください。　http://b-1gpht-aomori.jp/

　 のねぶた は、震災 の しい の 、 ねぶた の
に けた多くの 者の皆さまの ではないご により、

の ねぶた22台が し、 り 月2日 日までの 日 し
たと ろ、 に する とができました。期 は にも まれ
291万人の人出となりました。
　 れも に皆 のご の と より 申し上げます。
　また、 ご いただいている ねぶた は、ラッセラ において 月1
日 月 日までの3 日 したと ろ、3 5 と多くのお客さまをご
内いたしました。
　 も、 り 者 となり、より い りを し り んで
まいりますので、ご支援、ご を りますよ よろしくお願い申し上げます。

１９年ぶりに最高賞「ねぶた大賞」を受賞した

サンロード青森サンロード青森サンロード青森サンロード青森
　『四神降臨「白虎と青龍」』　（作：千葉作龍）

も ねぶた ストの作品を募 したと ろ、
全国各地より多数のご応募をいただきました。
9月3日より入賞された作品39点を展示いたします。
　◆場所／ねぶたの家ワ･ラッセ　1Fロビー
　◆期 ／ 23 9月3日 9月25日 日

ねぶた写真コンテスト作品展示

●●●●入館者20万人突破入館者20万人突破入館者20万人突破入館者20万人突破！！！！

る 月1 日、ワ･ラッセの入場者数2 万人 を し、
お越しにな た に 品を いたしました。

震災により客足が伸び悩んだ時期もありましたが、予想よりも早
く2 万人を する とができました。 も を じて し
める施設づくりに努めてまいりますので、ご支援のほどよろしくお
願い申し上げます。

●●●●展示展示展示展示ねぶたをねぶたをねぶたをねぶたを総入総入総入総入れれれれ替替替替ええええ
ねぶた ー ー に展示してあるねぶた5台を
月9日、1 日に入れ 、 月11日 のねぶた 賞

や最優秀制作者賞を受賞したねぶたをはじめ、全5台をご覧い
ただけます。皆さまのご来場をお待ちしております。

ねぶた 会と ねぶた 団体 会とで、
け れ 応援 ー を したと ろ、857,210円の

ご をいただきました。
上 は全 、 に として さ ていただき

ました。ご いただき にありがと ご いました。

東日本大震災復興支援
応援シール売上金を被災地に寄付

 「食」で北海道・東北を元気に！～元気の力を青森から～

９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日(土)(土)(土)(土)～～～～１８１８１８１８日日日日(日) (日) (日) (日) 会場会場会場会場：：：：青青青青いいいい海公園海公園海公園海公園

　
　　　　　　全国の祭りが青森に大集結
９月２４日（土）～２５日（日）、青森市文化会館をメイン会場
に開催される県内外、海外の地域伝統芸能の競演に青森青森青森青森
ねぶたもねぶたもねぶたもねぶたも出陣出陣出陣出陣します。
サブ会場の青い海公園では、青森うまいもの市、青森ご当
地グルメ屋台村、祭り山車競演が開催されます。
詳細はHPをご覧ください。　http://matsuri2011.jp/

※入場無料（メイン会場のみ整理券が必要。ただし応募は終了）

日本の祭りｉｎあおもり２０１１

祭りの続きはワラッセで…

【9【9【9【9月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント情報情報情報情報】】】】
　9/  4(日)  13:30～ 「やさしいねぶた学」
　9/10(土)  11:30～,14:00～ 「ワ･ラッセしみんSHOW」
　9/11(日),19(祝)  10:30～,13:30～ 「ワ･ラッセ工房の日」
　※平日はねぶた映像上映（10時～1時間おき、最終17時）
　　 土日祝はハネト体験とお囃子生演奏（11時,13時,15時）



■平成23年8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。
■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。

　●９月11、12日　第25回日本高齢者大会（2,500人参加）
  ●９月16～18日　第27回診療放射線技師総合学術大会・第18回東アジア学術交流大会（2,500人参加）
  ●10月12、13日  第6回全国市議会議長会研究フォーラムｉｎ青森（2,500人参加）
  ●10月27、28日  平成23年度第80回全国民生委員児童委員大会（2,500人参加）
　●10月29、30日　全日本吹奏楽コンクール第59回全国大会（3,000人参加）
　●11月５、６日　第22回日本臨床スポーツ医学会学術集会（3,000人参加）
　●11月19、20日　第64回全日本合唱コンクール（2,800人参加）

  大会に参加するため、全国各地から多くの方が青森を訪れます。参加者の中には、アフターコンベンションと
  して青森を観光する方も少なくありません。”おもてなしの心”でお迎えしましょう。

    大会大会大会大会・・・・学会等学会等学会等学会等のののの大型大型大型大型コンベンションがコンベンションがコンベンションがコンベンションが多数開催多数開催多数開催多数開催

「アソシエイト・ホスピタリティ・コーディネータ養成講座」の受講者を募集

ホスピタリティ溢れる社会環境を創るために、私たち一人ひとりが出来ることは何か。その「ホスピタリティの
啓発・普及活動」を推進すべくリーダーを養成し、客観的な評価を得ると共に、県民のホスピタリティに対する
意識を深め、その波及効果により人材育成と地域振興に貢献することを目的とした講座を開催します。

◆日　時　１０月４日(火)、１１日(火)、１８日(火)、２５日(火)／各日とも１３時～１７時／全４回１６時間
◆会　場　男女共同参画プラザ研修室（アウガ５Ｆ）　◆定員　先着２５名（定員になり次第締め切り）
◆受講料　無料（但し資格認定＋登録料の8,000円は受講者の自己負担）

【お申込み・お問合先】ＮＰＯ法人アプリヴォワゼ　Tel／Fax　017-781-8891　E-mail: bsg-fbma@amber.plala.or.jp

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/3 青森えきまえ産直市 10：00～ - 青森駅前公園 青森えきまえ産 直市実行委員会

9/4 フリーマーケットｉｎガーラタウン 10：00～ - スポーツデ ポ前特設 会場 みちのくリサイク ル運動市民の会

9/8～12 第39回日本の書展・第11回公募青森県書道展 10：00～ - 青森市民美術展示館 (株)東奥日報社

9/13
第25回日本高齢者大会　in　青森　記念講演
「東日本大震災に負けない高齢期運動」

9：00～ - 青森市文化会館
第25回全国高齢者大会 中
央実行委員会

9/16・17 北海道・東北B-1グランプリｉn青森 10：00～ - 青い海公園
北海道・東北B-１グランプ
リin青森実行委員会

9/17 三内丸山縄文大祭典　お月見コンサート 18：00～ - 三内丸山遺跡 縄文時遊館

9/17 映像の日　映画を無料で鑑賞「セ ント・マーティンの道」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

9/18 フリーマーケットｉｎ青森シニアフェスティバル 10：00～ - 県民福祉プラザ みちのくリサイク ル運動市民の会

9/18 B級ﾏﾏﾁｬﾘｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2011in浅虫 温泉 9：00～ -
浅虫温泉ほた る湖
特設ｺｰｽ

地域活性化協会

9/20 2011　“私立幼稚園のつどい” 10：20～ - アウガ5F AV多機能ホール 青森市私立幼稚園協会

9/24 13：30～

9/25 11：00～

8/25・
10/6・12/1

「青森・温故知新塾」　青森県史・民俗編を読む
－青森県の『人の 一生』－

19：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

- 青森市文化会館
(財)地域伝統芸能活用セ
ンター・青森県・青森市

日本の祭り　in　あおもり　2011

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/3 日本商工会議所青年部第30回東北ブロック大会青森大会 13：00～ 1,100 青森市民ホール 青森商工会議所青年部

9/12 第25回日本高齢者大会　in　青森 13：00～ 2,500 青森市民ホール
第25回日本高齢者大会 青
森県実行委員会

9/16～18
第27回診療放射線技師総合学術大会
第18回東アジア学術交流大会

9：30～ 2,500 青森市文化会館 (社)日本放射線技師会

9/23 第15回東北緩和医療研究会 9：20～ 250 青森市民ホール 東北緩和医療研究会

10/1 平成23年度第10回医療・看護安全文化推進大会 13:00～ - 青森市民ホール （社）青森県看護協会

10/8 11：00～

10/9 9：00～

10/29 平成23年度第40回青森県看護学会 9:40～ - 青森市民ホール （社）青森県看護協会

300第17回全国難聴者・中途失聴者福祉大会ｉｎあおもり 青森グ ランドホテル
全日本難聴者・中途失聴
者団体連合会


