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平成２９年９月号

　青森ねぶた祭は８月２日（水）～７日（月）まで盛大に開催され、天候

にも恵まれたこともあり、前年より６万人増の２８２万人（２日～７日昼

運行）の人出を数えることができ、祭りは大いに盛り上がりました。

　また、毎年ご好評いただいている「ねぶたガイド隊」は、７月１日～８

月６日までの３７日間の活動の中で５６４件２，００８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

平成２９年度ねぶた大賞

あおもり市民ねぶた実行委員会

「紅葉狩」

青森ねぶた祭写真コンテスト入賞作品展
ねぶた祭に関するあらゆるものをテーマに募集した写真コンテストは、

県内から４１０点、県外から１９０点、合計６００点のご応募をいただき

ました。入賞作品展では、応募作品の中から選出された入賞作品全３９点

を無料でご覧いただけます。

2017 推薦受賞作品 「牛鬼」 盛 五郎（青森市）

◆期 間／ 9 月 10 日（日）まで　9：00 ～ 18：00

◆会 場／ねぶたの家ワ・ラッセ２階多目的室

◆作 品／推薦 1 点、特選 3 点、 準特選 5 点、入選 30 点

　　　　 ※歴代推薦受賞作品もあわせて展示しております

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

９月イベント・ニュース

申

青森市観光キャラクター　ねぶたん

ウルトラセブンねぶた展示
青森市に寄贈されたあおもり

市民ねぶた実行委員会の前ね

ぶた「ウルトラセブン」をね

ぶたホールに展示しています。

ぜひご覧ください。

新ねぶた展示開始！

「紅葉狩」

　あおもり市民ねぶた実行委員会

「赤沼伝説」

　ヤマト運輸ねぶた実行委員会

「妖術師 滝夜叉姫」

　ＮＴＴグループねぶた

「鹿島神と要石」

　青森自衛隊ねぶた協賛会

制作：北村麻子

制作：北村隆

制作：北村春一

制作：有賀義弘
●対　象　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

●サイズ　四切サイズ（38cm×54cm）

●締　切　平成 29 年 11 月 19 日（日）必着

●表彰式　平成 29 年 12 月 23 日（土・祝）

●詳　細　ワ・ラッセホームページに募集要項、応募

　　　　　用紙を掲載していますので、ご確認のうえ

　　　　　ご応募ください。

第７回全国小・中学生
ねぶた下絵コンクール作品募集

子どもたちの「こんなねぶたを見たい、創りたい」を応

援します。最優秀賞を受賞した作品（小学生・中学生各

部門１点ずつ）は、ねぶた師監修のもと中型ねぶた、ミ

ニねぶたに仕上げます。完成した中型ねぶた、ミニねぶ

たは、ワ・ラッセに１年間展示いたします。

たくさんのご応募をお待ちしております。



■平成２９年８月２１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いたします。

イベント情報

コンベンションカレンダー
開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/7～9/8 第57回東北ブロック食品衛生・環境衛生監視員研修会 - 100 ラ・プラス青い森 青森県環境衛生職員協議会

9/7～9/9 第45回中央社会保障学校 13:30 300 リンクステーションホール青森 青森県社会保障推進協議会

9/26 交通安全の集い 13:00 - リンクステーションホール青森 青森交通安全協会

9/29 第65回調停委員東北大会 12:00 600 ホテル青森 東北調停協会東北大会実行委員会

10/7～10/9 第44回JCOA研修会 - 340 リンクステーションホール青森、ホテル青森 第44回JCOA研修会北のまほろば青森実行委員会

10/11～10/13 第635回建設技術講習会 - 350 リンクステーションホール青森 (一社)全日本建設技術協会

10/15 第26回青森県長寿研究会 9:00 - リンクモア平安閣市民ホール (公社)青森県医師会

10/21 第56回日本薬学会東北支部大会 8:00 200 青森大学 第56回日本薬学会東北支部大会実行委員会

10/26
10/27

第81回全国学校歯科保健研究大会
13：00
9：15

1,000 リンクステーションホール青森 (一社)日本学校歯科医会

10/28～10/29 第7回東北放射線医療技術学術大会 - 500 リンクステーションホール青森 (公社)青森県診療放射線技師会

お店で当日限定のバルメニューを堪能しながら、参加店

をまわって食べ歩く「あおもりバル街」が９月９日（土）

に開催されます。ぜひご参加ください。

VOL.10
開催 !!

◆開催日時　9 月 9 日（土）16:00 ～ 24:00

◆会　　場　中心市街地エリア参加飲食店約 70 店舗

◆チケット　前売 3,500 円　当日 4,000 円※税込

◆問合せ先　あおもりバル街事業実行委員会事務局

　　　　　　TEL. 017-734-1311（青森商工会議所）

青森ウォーターフロント活性化協議会では、「アフロ
ハーフリレーマラソン」を 9月 23 日（土）にワ・ラッ
セ西の広場で開催します。
1チーム人数を 5～ 20 人とし、アフロカツラをたす
きに 1周 750m のコースを 28 周（ハーフリレー）完
走を目指していただきます。
仮装・お子様大歓迎！海をバックに楽しく走りませ
んか？詳しくは事務局までお問合せください。

アフロハーフリレーマラソン
参加チーム募集！！

【事務局】青森観光コンベンション協会
TEL.017-723-7211 http://www.awfro.jp/

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

8/26～9/30 かかしロード280 国道280号線バイパス沿線 かかしロード280実行委員会

9/6 声のアンチエイジング～ボイストレーニングで魅力度UP！～ アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

9/9 女性限定　プチ起業淑2017～今一歩をふみ出そう～ アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

9/9 浪岡北畠秋まつり“火おこし” 花岡公園グラウンド 青森市浪岡商工会

9/9 あおもりバル街Vol.10 青森市中心市街地 青森商工会議所

9/9～9/10 第10回青森県自動車部品商組合合同展示会2017 青森産業会館 ㈱フジモーターズ

9/13 元木商店総合展示会 青森産業会館 ㈱元木商店

9/14～9/18 第45回日本の書展・第17回公募青森県書道展 協同組合タッケン美術展示館（青森市民美術展示館） ㈱東奥日報社

9/16～9/17 青龍寺　時の市 青龍寺 昭和大仏　青龍寺

9/16～9/17 トトタベローネ浅虫～陸奥湾の海の幸にふれあう祭典～ 道の駅浅虫温泉ゆ～さ浅虫 青森朝日放送

9/16～9/18 アップルヒル大感謝祭 道の駅なみおかアップルヒル 道の駅なみおかアップルヒル

9/16～17 アコールフェスタ2017～来てきて　見てみて　ふれてみて～ 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/16～9/17 ＥＮＥＯＳグローブエナジープループ　秋の大感謝祭 青森産業会館 ENEOSグローブエナジー㈱青森支店

9/17 フリーマーケットinイオンタウン青森浜田 イオンタウン駐車場 みちのくリサイクル運動市民の会

9/17～9/18 第23回あおもりマルシェ スポーツ公園わくわく広場 あおもりマルシェ実行委員会
9/17～18、
23

雲谷高原コスモスまつり モヤヒルズ モヤヒルズ

9/23 第32回ふるさと歌謡まつり リンクステーションホール青森 藤イベント企画

9/23～9/24 カクヒロあたたかリフォームフェア 青森産業会館 ㈱角弘青森支店

9/29 女性限定　プチ起業淑2017～今一歩をふみ出そう～ アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/1 第15回浅虫温泉オータムトレッキングinホタル湖（要申込） ほたる湖 浅虫温泉観光協会

10/1 キッズアンガーマネジメント講座（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/2～/30
*10/8は休館

アコール階段ギャラリー「大川伴子写真展
Colorful Flowers～あおもりを彩る可憐な花たち～」

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/7
青森市男女共同参画都市宣言記念月間事業オープニングイベン
ト＆水無田気流講演会「居場所のない男、時間のない女」

アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/7～10/10 雑貨バーゲン 青森産業会館 ㈱グットヒル

10/12～10/15 第47回青森県教職員美術展覧会 協同組合タッケン美術展示館（青森市民美術展示館） (一財)青森県教育厚生会

10/14～10/15 新車ディーラー合同中古車フェア 青森産業会館 ㈱RABサービス

10/20・21 DV被害―女性や子どものトラウマとその支援 アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/26
カダール映画の日2017「海角七号　君想う、国境の南」無料上映
会

アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/28 誰でもすぐ親しめる朗読・詩吟講座（要申込） 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/29
親子パン教室　自家製天然酵母を使ったホットケーキ作り（要申
込）

働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/29 おでかけライブin青森 青森産業会館 ㈱ユウメディア
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