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◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1
　　　　　  青森港旅客船ターミナルビル 2F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

ねぶたの家 ワ ・ ラッセ　TEL.017-752-1311　FAX.017-752-1312
青森市安方 1-1-1　http://www.nebuta.jp/warasse/

　今年の青森ねぶた祭は８月２日（土）～７日（木）まで盛大に開催され、
期間中後半は悪天候が続きましたが２５９万人（２日～７日昼運行合計）
の人出を数えることができました。
　８月１日に行われた「青森ねぶた祭前夜祭」では恒例の囃子持久力コン
テスト等のほか１２台の大型ねぶたをラッセランド内の小屋から出し、市
民や観光客の方々にお披露目しました。
　また、毎年ご好評いただいている「ねぶたガイド」は、７月１日～８月
６日までの３７日間の活動の中で２，９６３人のお客様をご案内し、今年
も多くの方々にねぶた祭をお楽しみいただけたものと思っております。
　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。

青森ねぶた祭 終了御礼

サンロード青森
『戦国武士華「前田慶次」』

制作：千葉 作龍

平成 26年ねぶた大賞

全国各地より多数のご応募をいただき、
誠にありがとうございました。

９月６日より入賞した作品３９点を展示いたします。

青森ねぶた祭

写真コンテスト入賞作品展

◆ 期間／平成 26 年 9月 6日（土）～ 15 日（月・祝）
◆ 時間／ 9：00 ～ 18：00
◆ 場所／ねぶたの家ワ・ラッセ 2階 多目的室

『大間の天妃神　千里眼と那吒』竹浪比呂央

『児雷也』北村隆

『戦国武士華「前田慶次」』千葉作龍

『鬼童丸と袴垂保輔』内山龍星

『新田義貞　龍神伝説』柳谷優浩

ねぶたホール（有料ゾーン）の展示ねぶた５台を
今夏出陣のねぶたに入れ替えました。
皆様のご来館をお待ちしております。

2014 年「推薦」受賞作品

「眼光」岾谷知樹さん（青森市）

お問合せ　青森観光コンベンション協会
　　　　　TEL.017-723-7211

情報
◎展示ねぶた入替

◎展示ねぶたを語る「やさしいねぶた学」

営業時間／ 9：00 ～ 18：00（9月～ 3月）

制作時のエピソード等、展示ねぶたを制作者
ご本人が解説します。ねぶたファン必見です。

第１回　９/７（日）講師：千葉作龍

第２回１０/５（日）講師：竹浪比呂央

第３回１１/２（日）講師：柳谷優浩

第４回１２/７（日）講師：内山龍星

第５回　１/４（日）講師：北村隆

講演時間／ 13：45 ～ 14：45



あおもり秋まつ里開催！

テーマは、青森の秋の「食・音楽・アート」

■平成２６年８月２２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致します。

イベント情報

コンベンションカレンダー

テーマは、青森の秋の「食・音楽・アート」

2014.9/20 土 ～11/23 日

青森市中心部をはじめ、浅虫・八甲田・浪岡でも様々なイベントが開催されます！

9/20（土）10時～ 16時
ワ・ラッセ西の広場
●ステージイベント
●グルメブース等出店
●洋上ウォッチング
●ワークショップ

10/4（土）、5（日）10時～ 16時
ワ・ラッセ西の広場
●笑っせ劇場
●グルメブース等出店
●ワークショップ
●あおもりレトロ展

11/23（日）10時～ 15時
ワ・ラッセ西の広場
●ステージイベント
●グルメブース等出店
●ワークショップ

問 青森市交流推進課　TEL. 017-734-2328

オープニングイベント メインイベント クロージングイベント

その他のイベントや詳細についてはあおもり案内名人（http://www.atca.info/）ご覧ください。

９月イベントクローズアップ !!

◆第８回かかしロード２８０
　9/1（月）～ 30（火）
　場所：国道２８０号線沿線　
　国道沿いにずらっと並べられた
　手作りのかかしは圧巻！
　問：017-788-5656

◆あおもりバル街Vol.4
　9/6（土）
　場所：青森市中心市街地
　食べ歩き飲み歩きのイベントです。
　いろいろなお店を楽しみましょう！
　問：017-734-1311

◆縄文大祭典
　9/6（土）、7（日）
　場所：三内丸山遺跡
　クイズラリーや物産販売、
　お月見コンサート等開催！
　問：017-781-6078

あおもり秋まつ里開催！

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

9/1～30 かかしロード280 終日 国道280号線バイパス沿 同実行委員会

9/2～9/22 階段ギャラリー「倉島くらら写真展『3.11 ヒマラヤの地から』」 9：00～21：00 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/6 Star light JAZZ 2014 18：00～ 柳町東側特設ステージ ラブリーミュージックスタジオ

9/7 第1回津軽すこっぷ三味線青森県大会 新町キューブ 同実行委員会

9/14 第42回青森観魚会らんちゅう品評大会 9：00～15：00 青森駅前公園 青森観魚会

9/20～9/25 第39回ねぶた祭・北畠まつりこどもの絵画コンクール入賞作品展 青森市中央市民センター 青森市

9/21 第29回ふるさと歌謡まつりチャリティーショー リンクステーションホール青森 藤はじめ青森県後援会

9/21 八甲田グランフォンド 5：00～17：00 八甲田山 同実行委員会

9/27～9/28 青森ドラッグストアショー 青森産業会館 丸大サクラヰ薬局

9/27～9/28 AOMORI SHOCK ON 2014 新中央埠頭 ㈱リンクステーション

10/3～6 日本海骨董＆大蔵ざらえ 10：00～ 青森産業会館 ㈱タス

10/11～13 冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA season 14 10：00～ 青森産業会館 ㈱ディー・オー・ディー

12：00～16：00

11：00～

時間

10：00～

9：00～17：00

10：00～

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/3～5 第52回全国知的障害者福祉関係職員研究大会青森大会 11:30 1,500 リンクステーションホール青森 青森県知的障害者福祉協会

9/12～14 全国医師国民健康保険組合連合会　第52回全体協議会 13:00 500 リンクステーションホール青森 青森県医師国民健康保険組合

9/20 第23回北海道東北地区重症心身障害研究会 10:00 - 青森市男女共同参画プラザ 国立病院機構青森病院

9/20～9/21 第6回日本Acute Care Surgery学会学術集会 500 ホテル青森 日本Acute Care Surgery学会

9/27～29 全国アマモサミット2014inあおもり 13:00 - ねぶたの家ワ・ラッセ 同実行委員会

10/4～5 第78回日本皮膚科学会東部支部学術大会 650 ホテル青森 弘前大学大学院医学研究科

10/12 全日本民医連第12回看護介護活動研究交流集会 9:30 1,000 リンクステーションホール青森 全日本民主医療機関連合会

10/15～17 全国建設労働組合総連合　第55回定期大会 13:00 1,500 リンクステーションホール青森 青森県建設組合連合会


