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メインアリーナメインアリーナメインアリーナ
収穫感謝祭
あなたが選ぶりんごコンテスト、
りんごの皮むき大会など

ふるさと産業展
地場産品販売、お菓子フェアなど

健康づくり市民のつどい
健康相談など

りんご城
各団体活動紹介など

ステージイベントステージイベントステージイベント

津軽三味線生演奏＆民謡・歌謡曲

●  9：50～（22日）

●  12：05～（23日）

りんごが出来たよ!
　　 黒石ロック! ライブ!

小田代直子 山口太鼓の会 渋谷幸平 佐藤晶

よさこい演舞、ダンスパフォーマンス、
バンド、吹奏楽演奏など ホイドーズ鉄マンと黒石ロックアコギ団

kuroishiよさこい＊踊り組 Lapis☆煌組 タヒチアンダンススクール ラバヘレ S.D.C.C. DANCE STUDIO

Takuron & 太田翔

1111
AM9：00～PM4：00

岩手県宮古市岩手県宮古市
特別協賛企画特別協賛企画!
岩手県宮古市
特別協賛企画!
●毛ガニラーメン販売（屋外）毛ガニラーメン販売（屋外）
●いかせんべいの販売いかせんべいの販売
●海産物などの販売海産物などの販売
●復興プロジェクト「かけあしの会」復興プロジェクト「かけあしの会」
　炭焼きの串焼きホタテ・ミヤコロッケなどの販売　炭焼きの串焼きホタテ・ミヤコロッケなどの販売

●毛ガニラーメン販売（屋外）
●いかせんべいの販売
●海産物などの販売
●復興プロジェクト「かけあしの会」
　炭焼きの串焼きホタテ・ミヤコロッケなどの販売

第
24
回

［主催］黒石りんごまつり実行委員会　［協賛］岩手県宮古市
［後援］ 青森放送㈱・㈱青森テレビ・青森朝日放送㈱・ＮＨＫ青森放送局・㈱エフエム青森・東奥日報社・㈱陸奥新報社・朝日新聞社青森総局
　　　 毎日新聞社青森支局・読売新聞青森支局・㈱津軽新報社・㈱エフエムジャイゴウェーブ・FMアップルウェーブ
［問い合わせ先］ 黒石市農林商工部商工観光課 ＴＥＬ0172‐52‐2111（内線407） または 黒石商工会議所 ＴＥＬ0172‐52‐4316

平成
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年

各団体活動紹介など
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姉妹都市姉妹都市姉妹都市

土
AM9：00～PM3：00

日

姉妹都市岩手県宮古市から特別出演!
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自家消費用・贈答用りんご販売
お楽しみ抽選会! など

市制施行60周年
記念特別企画

同日
開催

第24回
11/22（土）
11/23（日）

午前9時
午後4時

午前9時
午後3時

黒石のりんご農家が自慢
のりんごを、ご贈答用・家
庭用とも選りすぐって大
販売！やきそばをはじめ
飲食ブースも多彩に出
店。抽選で農家が持ち寄
った農産物などが当たる
「お楽しみプレゼント」も
当日実施いたします。

津軽みらい農業協同組合

（有）丸益 村上商店

黒石認定農業
経営者協会／津川　登

黒石認定農業
経営者協会／あずま農園

山口農園 カツ＆テル

佐藤りんご園

千葉農園

さとう農園

かねちゃんりんご

主催：輝く黒石りんご市の会　●お問い合わせ　黒石商工会議所　りんご市担当　TEL：52-4316

野外特設会場
（黒石駅前）

会 場

スポカルイン
黒石

●りんご等の箱詰め、宅急
　便での発送もお受けいた
　します。

●りんご市会場内での商品
　運搬は、スタッフがお手伝
　いいたします。

■田中農園
長芋、ゴボウ、にんにく（from新郷村）

■つがるの食
乾物、餅類、郷土の美味をいろいろ
販売

■神ム威（カムイ）
塩干物（スルメなどおつまみ類）

■かっちゃの弁当や 有馬
黒石つゆやきそば、特製中華そば、
イカメンチほか

■あっことさっとのアップルパイ
焼きたてアップルパイ、パンプキン
パイ、焼りんご

■津軽伝承工芸館
黒石つゆやきそば、黒石やきそば、
コロッケほか

商 工 く ろ い し 平成26年11月10日　（1）第311号

編集発行：黒石商工会議所
〒036-0307
青森県黒石市市ノ町5-2
TEL 0172（52）4316 
FAX 0172（53）3875
URL http://www.k-cci.or.jp/
E-mail kuroishi@k-cci.or.jp誠実  行動  親切

記事：女性会 盛純子

女性会レポート！
「全国大会」と「組織強化
表彰受賞」の報告。

＜お知らせ＞
　昨年好評を頂きました「お正月花フラ
ワーアレンジメント講習会」を今年も開
催いたします。新年を迎
えるにふさわしい素敵
なお正月花をぜひ作っ
てみませんか？一般の
方も参加できますので
お気軽にお申し込みく
ださい。
◇日　　時　平成26年12月27日（土）
　　　　　　　　　19：00～20：30
◇場　　所　黒石市産業会館4F 大会議室
◇講　　師　大溝千秋先生（Flowers）
◇内　　容　そのまま飾れる「お正月花」
◇持 参 品　①はさみ ②持帰り用の袋
◇参 加 料　3,500円（器・花材込み）
◇募集人数　40名
◇申込方法　平成26年11月28日（金）
　　　　　　までに参加料を添えて事務
　　　　　　局へお申し込みください。
●お問い合わせ・お申し込み
黒石商工会議所女性会 事務局 （西沢）
TEL：52-4316　
黒石市市ノ町5-2　黒石市産業会館2階

　去る平成26年10月２日、兵庫県神戸市
内において「第46
回全国商工会議所
女性会連合会神戸
総会」が開催され
ました。今大会は

参加人数に制限が設けられていたため、
当女性会からは正・副会長と事務局の計
３名が参加しました。
　今大会で当女性会は、昨年度の会員増
強・組織強化の功績が認められ表彰され
ることとなり、同部門で表彰される19女性
会を代表して髙橋会長が登壇し、表彰状
を授与されました。この受賞を励みに、今
後も活動していきたいと思います。
　記念講演は、静岡県立大学グローバル
地域センター特任教授の小川和久氏を
講師に迎え、「日本の危機管理は万全か」
と題して行われました。身近な災害や事
故から国家の安全保障に至るまで、日本
の危機管理に対する考え方や対処法を
わかりやすく解説してくださいました。

●黒石をＰＲ！姉妹都市・宮古市産業まつり

記事：小野智憲

　平成26年10月４日（土）・５（日）の２日間、黒石市の姉妹都市で
ある岩手県宮古市において、「第20回宮古市産業まつり」が開催さ
れ、黒石物産協会（事務局：当所）から阿保こけしや、千穂の田吾作
人形、渋川製菓等が出店し物販を通じて黒石をＰＲしました。また、
黒石市からは「折り紙でつくる金魚ねぷた体験コーナー」が設けら
れ会場を盛り上げていました。

　宮古市産業まつりは、毎年この時期に開催されており、黒石物産
協会では一緒に参加して下さる会員を募集してます。ぜひ、姉妹都
市の宮古市で物販を通じて一緒に黒石をＰＲしませんか！

●お問い合わせ　黒石商工会議所内
　　　　　　　　黒石物産協会事務局　TEL：52-4316

＜完成イメージ＞

開会式
総合表彰式
1.黒石よされ写真コンテスト表彰
2.よい歯のコンテスト表彰
もちまき
保育園児によるお遊戯・演奏
1.千徳保育園（和太鼓演奏・遊戯）2.美郷保育園（遊戯）
チアダンス（チアダンス BIOTITES）
N・Y・C（ニュースクール・ヤマガタクルー）
かなとまい 津軽の手踊り
渋谷幸平・佐藤晶（津軽三味線演奏）

9：00～
9：15～

9：50～
10：00～

10：55～
11：10～
11：35～
12：30～

13：00～

14：00～

14：45～

姉妹都市 宮古市から特別出演!
小田代直子（民謡歌手）
よさこい演舞
Lapis☆煌組
kuroishiよさこい＊踊り組
吹奏楽演奏
黒石中学校吹奏楽部演奏

りんごが出来たよ! 黒石ロック! ライブ!
ホイドーズ鉄マンと黒石ロックアコギ団
ダンスパフォーマンス
1.タヒチアンダンススクール ラバヘレ  2. S.D.C.C. DANCE STUDIO
吹奏楽演奏　中郷中学校吹奏楽部演奏
樽太鼓　黒石商業高等学校
市制施行60周年記念特別企画 りんごオークション（りんご市の会）
りんごの皮むき大会表彰式
黒石の歌うたいによる素敵なハーモニー♪ Takuron & 太田翔
宮古市　山口太鼓の会

9：30～

10：15～

11：10～
11：45～
12：05～
12：25～
13：00～
13：45～

メイン会場ステージイベントのご案内

※出演開始時間は、イベントの進行状況により、若干変更になることがあります。

11/22（土）9：00～16：00 11/23（日）9：00～15：00

●収穫感謝祭 あなたが選ぶりんごコンテスト、「りんごの皮むき大会」など ●ふるさと産業展 地場産品展示・販
売、お菓子フェアなど ●りんご城 各種団体活動紹介など ●健康づくり市民のつどい 保育園児によるお遊戯・
演奏、健康相談など ●宮古市協賛特別企画 毛ガニラーメン・海産物の販売など ●その他


