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観光コンベンションニュース
第４回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール
ねぶたの家ワ・ラッセでは、子どもたちの「こんなねぶたを見たい、創りたい」を応援するため、ねぶた下絵コンクー
ルを開催します。ご応募いただいた下絵の中から最優秀賞を受賞した作品（小学生部門・中学生部門各１点）は、
現役ねぶた師監修のもとそれぞれ中型ねぶた・ミニねぶたに仕上げます。
完成した中型ねぶたは、来館者への歓迎シンボルとしてワ・ラッセエントランスホールに１年間展示します。
ミニねぶたは館内で展示するほかイベント等に貸出し、青森ねぶた祭のＰＲに使用します。
◆募集対象
◆募集期間
◆募集内容

全国の小・中学生および特別支援学校に在学する児童・生徒
平成 26 年 11 月 1 日（土）～平成 27 年 1 月 25 日（日）必着
○題材・画材は自由です。彩色をほどこした作品に限ります。
（版画・切り絵不可）
○1 人 1 作品とし、作品は未発表のものに限ります。
第 3 回最優秀賞受賞【中学生の部】
○四つ切サイズ（38cm×54cm）の画用紙を使用してください。「津軽為信 青森への祈り」作：新岡魁成
○応募用紙に必要事項を記入し、作品に同封してください。
作品には貼り付けないでください。
○作品の裏には学校名・氏名を記載してください。
○作品は折れ曲がらないように、ワ・ラッセへ直接お持込い
ただくか、郵送してください。

ねぶたの家 ワ・ラッセ TEL.017-752-1311 FAX.017-752-1312
〒030-0803 青森県青森市安方 1-1-1 http://www.nebuta.jp/warasse/

あお も り

秋感
感動
動プ
プロジェクト

あおもり秋まつ里イベント情報

第 3 回最優秀賞受賞【小学生の部】
「鬼子母神」作：渡邊靖之

「あおもり案内名人」
ホームページもご覧ください !!

◆あおもり秋まつ里クロージングイベント
◆蒸気船洋上ウォッチング
開催日 11/23（日）
開催日 11/23（日）までの土日祝日
10:00 ～ 15:00
10:00 ～ 14:30（受付開始 9:00）
場 所 ワ・ラッセ西の広場
場 所 青森港旅客船ターミナル
問合先 青森市交流推進課
問合先 あおもりみなとクラブ
TEL. 017-734-2328
TEL. 017-735-8150
・ステージイベント
・国内で唯一の蒸気船に乗って約 30 分間の
・出店エリア（グルメ、マルシェなど）
クルージングをお楽しみいただけます。
・ワークショップ

アフロハーフリレーマラソン開催 ／ 出場 23 チームが快走！
10 月 25 日に青森ベイエリアにおいて、アフロかつらをた
すき代わりに走者を繋ぎハーフマラソン完走を目指す「ア
フロハーフリレーマラソン」が開催されました。
このイベントは青森ウォーターフロント活性化協議会が主
催し、エントリーは 23 チーム 198 名。2 歳から 58 歳まで
の幅広い年齢層のランナーがマラソンを楽しみました。
青森ウォーターフロント活性化協議会では、来年 1 月 31 日
アフロヘアーでベイエリアを走る参加者
上位チームには賞状と賞品が贈られました
にふんどし姿で雪上綱引きを行う「the 男男男（もつけ）
青森ウォーターフロント活性化協議会事務局
まつり」を開催する予定です。
お問合せ
TEL. 017-723-7211

http://www.awfro.jp/

青函合同観光プロモーション in 東京
11 月 18 日（火）実施

青森ねぶた 大阪にお目見え

2015 年度の北海道新幹線開業に向け、青森・八戸・弘前・
函館の各観光コンベンション協会共同による広域観光プ
ロモーションを実施致します。観光プレゼンテーション
や旅行会社との商談会などを行い、青森市及び青函広域
観光の魅力を広くＰＲして
参ります。
つながる ! ひろがる !
北海道新幹線 !!

参加無料

大阪にある「ヒルトンプラザウエスト」「ハービス
PLAZA ENT」の 10 周年記念企画において、大型ねぶ
たの展示が行われて
います。
展示ねぶたは「那智
の滝 文覚と不動明
王」（制作：千葉作龍
さん）。
展示は 11 月 3 日まで
行われます。

青森商工会議所が短命県返上特別講演会を開催

青森県では行政をはじめ、様々な団体・企業において「短命県」を返上するための取り組みが行われています。
この度、青森商工会議所では健康と命の尊さをあらためて皆様に感じてもらおうと、短命県返上特別講演会を開
催します。
また、11 時より会場内に大学、医療団体、青森商工会議所会員事業等による事業 PR℡.027-362-5645
や簡易な健康相談コーナー
も設置されます。
参加希望の方は、所定の申込用紙にご記入のうえ下記までお申し込みください。申込用紙は青森商工会議所ホー
ムページからダウンロードできます。
■日
■場
■講

時
所
演

■申込締切

平成 26 年 11 月 10 日（月）13：30 ～ 16：00（PR コーナー
リンクステーションホール青森 大ホール
①「寿命からみた青森県人の健康とその対策」
中路 重之 氏（弘前大学院医学研究科長・医学部長）
②「長寿の秘訣を教えます」～命・予防・介護・絆を考える～
鎌田 實 氏（医師・作家）
平成 26 年 11 月 5 日（水）

【申込・問合先】青森商工会議所 商工業振興課

TEL. 017-734-1311/FAX.017-775-3567

11：00 ～）

http://www.acci.or.jp/

コンベンションカレンダー
開催日
11/2

大会名
認知症の人と家族への援助をすすめる
第30回全国研究大会ｉｎ青森

時間

会場

参加人数

9:30

リンクモア平安閣市民ホール

800 （青森市民ホール）

主催・問い合わせ
認知症の人と家族の会青森県支部

11/5

第23回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会

13:30

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

11/7

交通安全青森県民大会

13:00

リンクステーションホール青森

青森県

11/12

第63回青森県社会福祉大会

12:45

リンクステーションホール青森

青森県社会福祉協議会

11/12～14

第67回東北盲学校教育研究大会「青森大会」

11/23

第50回青森県PTA研究大会

100 青森県立盲学校
9:30

リンクステーションホール青森

青森県暴力追放県民センター

東北盲学校教育研究大会
青森県PTA連合会

イベント情報
開催日

イベント名

11/1～2

ABAディーラー合同中古車フェア

11/1～3

2014青森県市町村まつりinアスパム

11/8

水産の朝市！

11/8～9
11/22～23

開始時間
10：00～

会場

主催・問い合わせ

青森産業会館

青森朝日放送

9：00～

アスパム

青森県観光連盟

7：00～

中央卸売市場

青森市中央卸売市場管理課

第5回ぜ～んぶあおもり大農林水産祭

10：00～

青森産業会館

同実行委員会

2014津軽海峡ブランド博

10：00～

青森産業会館

同実行委員会

11/23

青森市産りんご大市

10：00～

青森市役所本庁舎前駐車場

あおもり林檎販売促進協議会

12/6～7

わんにゃんまつりin青森

10：00～

青森産業会館

㈲スマック（☎027-362-5645）

■平成２６年１０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。

