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みなさまのご参加を
心からお待ちしております

　令和元年（2019年）「第11回全国クリーニング大会」は、
青森県青森市で開催される運びとなりました。改元という記
念の年に関われますことは大変光栄であります。
　青森県は、東は太平洋、西は日本海、北は津軽海峡と三方
を海に囲まれ、四季折々に美しい姿を見せる雄大な自然と豊
かな風土に恵まれております。春の弘前城の桜祭り、夏のね
ぶた祭りを始めとする伝統的な祭りや郷土芸能が今なお受け
継がれ、全国でも有名なマグロなどの海の幸、山の幸を活か
した郷土料理や温泉も豊富です。
　アトラクションの「田名部まつり」は、下北最大のお祭りで、
京都祇園祭の流れを汲むといわれお囃子と共に豪華絢爛な山
車が市内を練り歩きます。深夜、５台の山車が一堂に会して
樽酒を酌み交わし、来年の再会を誓う「五車別れ」でクライマッ
クスを迎えますが、今回の大会ではこの厳か、賑やかさを彷
彿させる「北のみやび」を味わうことができます。

　翌日の観光は、三沢基地航空祭観光と青森弘前観光の2
コースをご用意しております。Cコースは、通常入ることの
出来ない基地に入場し、滑走路にずらりと展示された飛行機
を間近でみることが出来ます。ブルーインパルスによる華麗
なるアクロバット飛行や迫力満点な様々な場面を見ることが
出来るのも航空祭ならではの面白さです。貴重な体験となる
基地内での立食パーティーなどをお楽しみいただけます。
　Dコースは、ねぶた祭本番に出陣した勇壮華麗なねぶたを
鑑賞し、祭り本番の熱気、感動を体感した後、東北で唯一の
現存天守弘前城での散策など多くの魅力を満喫できます。風
光明媚な景色をご堪能ください。
　是非この機会に青森の魅力に触れていただけますと幸いです。
　全国の皆様、ぜひともご参加をお待ち申し上げております。

� 青森県クリーニング生活衛生同業組合

全国クリーニング大会
青 森

ホテル青森 ３Ｆ「孔雀の間」
〒 030-0812�青森県青森市堤町 1丁目 1-23
TEL�017-775-4141（代表）　https://www.hotelaomori.co.jp

13：00〜13：30	 	受　付
13：30〜14：00	 	開会式
14：00〜15：00	 	記念講演①「『袖』の表現に見る日本の心（仮題）」
	 	 	八戸学院大学短期大学部　客員教授　三村 三千代 氏
15：00〜15：15	 	休　憩
15：15〜16：15	 	記念講演②「理屈こねる前に、まんず動け！	泳ぎ続けるマグロ女子の挑戦」
� � �Y プロジェクト株式会社 代表取締役　島 康子 氏
16：15〜16：30	 	大会旗引継ぎ
16：30〜16：45	 	会場移動・チェックイン
16：45〜19：00	 	懇親会　アトラクション・抽選会

（予定）9月7日（土） 大会スケジュール

三村三千代氏

島 康子氏
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9月 7日（土）	 大会終了後ホテル青森出発（貸切バス）	
	 三沢シティホテル宿泊	
9 月 8日（日）	
　 8：00〜	 三沢シティホテル発
　 8：30〜	 三沢基地航空祭見学
	 記念祝賀会、飛行展示等
	 基地内にてご昼食	
　13：40	 三沢空港着
　14：15〜15：15	 お買物　八食センター
　15：35	 八戸駅着　解散	

9月 8日（日）
　 8：30	〜	 	 	 ホテル青森発（8:40 青森国際ホテル発）
　 9：00	〜	 青森駅前朝市、ねぶたの家ワ・ラッセ等見学			
　11：15〜	 田舎館村田んぼアート見学
　12：10〜	 創作郷土料理　菊富士本店にてご昼食
　13：20〜14：30	 弘前城見学
　15：00〜	 お買物　道の駅なみおか・アップルヒル
　16：00	 青森空港着
　16：30	 新青森駅着　解散	

9月8日（日） （予定）観　光

Ｃコース（三沢基地航空祭観光）

Ｄコース（青森弘前観光）

今年は観光を２コースご用意しております！ 

※解散は三沢空港もしくは八戸駅になりますのでご注意ください

三沢基地航空祭
（イメージ）

田んぼアート
（イメージ）

弘前城

三沢基地航空祭（イメージ）

写真映え必至の田んぼアート、
津軽の名城・弘前城
などをめぐります。

青森弘前を満喫しましょう！

・青森駅下車 タクシーで約５分／徒歩約 25 分
・新青森駅下車 タクシーで約 20 分

・青森空港から
①タクシーで約 30 分
②青森空港４番バス乗り場より
　青森駅までバスで約 35 分

電車の場合

飛行機の場合

交通アクセス（ホテル青森）アクセスマップ

大会会場（ホテル青森）
青森市内宿泊（ホテル青森･青森国際ホテル）
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青森国際ホテル
（Bコース宿泊）

ホテル青森
（大会会場・

  Dコース宿泊）

毎年大人気の三沢基地航空祭。 
ブルーインパルスの参加も

恒例となっています！ 
限定 40 名での募集です。 

※観光の概要は現時点での予定です。スケジュールが変更になる可能性もございますのでご了承ください



全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 事務局

第11 回 全国クリーニング大会 in 青森 に関するお問合せ先

03-5362-7201電　話 03-5362-7207FAX 必  着

お申込み締切

2019年

7月31日（水）

◆�お申し込み後のキャンセルの場合、参加費につきましては大会 10日前 8/28（水）までは 50％、8/29（木）以降につき
ましては全額返金致しかねます。また、キャンセル・変更の場合の振込手数料の返金対応は致しかねます。
◆�主催者の責めに帰さない原因（天変地異等）により中止の場合は、参加費をお返しできない場合もございますので、あらか
じめご了解ください。

◆7 月 31 日（水）までに、右記の口座に
お振込ください。

◆なお、大会当日は受付の混雑が予想されます
ので、必ず事前振込みをお願いいたします。

ご宿泊について

お申込み方法

参加費のお支払い

必ずお読みください

参加費振込先の全ク連口座

　　　三菱 UFJ 銀行　四谷支店　普通預金 2 9 7 4 4
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会　全国クリーニング大会

募集要項 （定員 200名）

◦�宿泊はシングルルーム（朝食付き）となります。Ｂコースは青森国際ホテル、Ｃコースは三沢シティホテル、Ｄコースはホテ
ル青森となります。別のホテルのご指定はできませんのであらかじめご了承ください。
◦�申込書の禁煙・喫煙ルームご希望欄のどちらかに「○」を付けてください（状況によっては、ご希望に添えない場合がござ
います）。

■��宿泊先（シングルルーム・朝食付き）

◆�締め切りは 2019 年７月31日（水）必着となります。申込書にご記入の上、各組合にてお取りまとめいただき、
大会事務局まで FAXでお申込ください。
◦�Ｃコース（三沢基地航空祭観光）は限定40名の募集です。Ｃコースについては、６月 20 日（木）9：00 より FAX にて先着

順申込受付とさせていただきます。電話等 FAX 以外の申込、および６月 20 日（木）9：00 以前の FAX については無効です。
定員に達したところで申込は締め切らせていただきます。
◦�申込用紙の提出先は基本的には全ク連となりますが、各組合・青年部等で異なる場合がありますので、それぞれ所属組合に
お問い合わせください。
※本紙は全ク連ホームページ（https://www.zenkuren.or.jp）からもダウンロードできます。

ホテル名 所在地 ホームページ
【Ｂコース】青森国際ホテル 青森市新町 1-6-18　TEL 017-722-4321 https://www.kokusai-hotel.co.jp
【Ｃコース】三沢シティホテル 三沢市中央町 2-1-1 TEL 0176-52-7777 https://misawa-cityhotel.com
【Ｄコース】ホテル青森 青森市堤町 1-1-23　TEL 017-775-4141 https://www.hotelaomori.co.jp

Ａコース  18,000 円（定員 80名）	（大会・懇親会）
Ｂコース  26,000 円（定員 40名）	（大会・懇親会、宿泊【青森国際ホテル】）
Ｃコース  38,000 円（定員 40名）	（大会・懇親会、宿泊【三沢シティホテル】、観光【三沢基地航空祭】）
Ｄコース  34,500 円（定員 40名）	（大会・懇親会、宿泊【ホテル青森】、観光【青森弘前】）
オプション　　7,500 円（定員 30名）	（観光【青森弘前】）

※オプションはA・Bコースの方のみお申込いただけます。Aコースの方は宿泊をご自身でご手配いただくことになります。



◦各オプションを選んで「○」を付け、合計金額を必ず記入してください
◦組合員、青年部員、その他（クリーニング業者以外）のいずれかに「○」をしてください

※足りない場合はコピーしてお使いください。
※全ク連事務局 FAX�03－5362－7207（申込み先は各組合事務所にご確認ください）

第 11 回 全国クリーニング大会 in 青森 参加申込書
2019 年 7 月31 日（水）　必着

所　属 氏　名 フリガナ

コース 　Ａコース 18,000 円　・　Ｂコース 26,000 円　・　Ｃコース 38,000 円　・　Ｄコース 34,500 円

オプション
（A・Bコースのみ選択可） 青森弘前観光 7,500 円 宿泊の際のお部屋希望

（どちらかに丸を記入） 喫　煙 禁　煙

組合員　・　青年部員　・　その他 備　考

所　属 氏　名 フリガナ

コース 　Ａコース 18,000 円　・　Ｂコース 26,000 円　・　Ｃコース 38,000 円　・　Ｄコース 34,500 円

オプション
（A・Bコースのみ選択可） 青森弘前観光 7,500 円 宿泊の際のお部屋希望

（どちらかに丸を記入） 喫　煙 禁　煙

組合員　・　青年部員　・　その他 備　考

所　属 氏　名 フリガナ

コース 　Ａコース 18,000 円　・　Ｂコース 26,000 円　・　Ｃコース 38,000 円　・　Ｄコース 34,500 円

オプション
（A・Bコースのみ選択可） 青森弘前観光 7,500 円 宿泊の際のお部屋希望

（どちらかに丸を記入） 喫　煙 禁　煙

組合員　・　青年部員　・　その他 備　考

所　属 氏　名 フリガナ

コース 　Ａコース 18,000 円　・　Ｂコース 26,000 円　・　Ｃコース 38,000 円　・　Ｄコース 34,500 円

オプション
（A・Bコースのみ選択可） 青森弘前観光 7,500 円 宿泊の際のお部屋希望

（どちらかに丸を記入） 喫　煙 禁　煙

組合員　・　青年部員　・　その他 備　考

所　属 氏　名 フリガナ

コース 　Ａコース 18,000 円　・　Ｂコース 26,000 円　・　Ｃコース 38,000 円　・　Ｄコース 34,500 円

オプション
（A・Bコースのみ選択可） 青森弘前観光 7,500 円 宿泊の際のお部屋希望

（どちらかに丸を記入） 喫　煙 禁　煙

組合員　・　青年部員　・　その他 備　考

ご連絡先
電話番号 入金予定日 合計金額　　　　　　　　　　　　　　円


