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青森ねぶた出陣 in ロンドン無事成功
９月１５日の夜、青森ねぶたが英国ロンド
ン市のテムズ・フェスティバルでパレードの
先頭を飾り、大歓迎を受けました。出陣した
ねぶたは、昨年１２月から今年３月まで大英
博物館に展示されていた北村隆作「源義経渡
海」です。当日は英国在住の日本人有志、青
森市職員など約２６０人がハネトとなって
運行しました。
←写真：ロンドン中心部を練り歩く青森ねぶた

海外もいいけど青森もね 〜世界旅行博で青森市観光をＰＲ〜
９月２０日(金)〜２２日(日)の３日間、アジアを代表する旅の
祭典「第１０回世界旅行博」がパシフィコ横浜にて開催され、札
幌やトロムソ、瀋陽、長春、ウランバートルといった北方都市市
長会へ参加する都市と共同観光ＰＲブースを出展しました。期間
中は９万２千人の来場者を数え、観光パンフレット「ラッセ」や
記念品の配布、ねぶた囃子・ハネト実演や、ミスねぶたによる青
森市の物産品プレゼントなど好評を博し、通りすがりの来場者も
魅力ある青森市観光に大きな関心を寄せていました。
写真：ミスねぶたによる記念品配布 →

新幹線八戸駅開業に向け､観光キャンペーンが続きます！
９月２８日(土)・２９日(日)････東北６県の観光・物産品を紹介する「ハイウェイ
コミュニケーション in 東北 2002」に参加。仙台市内官庁街にある勾当台公園で実施。
１１月下旬････東京駅〜仙台市までの主要都市（東京都〜さいたま市〜宇都宮市〜
郡山市〜仙台市）でのキャラバン隊による観光ＰＲ
１１月１９日〜２５日(７日間)････沖縄三越にて「青森の物産と観光展」を開催
１２月････福岡で冬の青森をＰＲ

＊今後も積極的にキャンペーンを展開し、青森への誘客促進を目指します＊

10 月イベント・コンベンションカレンダー
開催日
〜20

大会・イベント名

時間 参加人数

キノコ展、特別展「加藤武夫木版画展」〜林
9：00〜
檎樹・四季の風景特集

〜11/23
第38回青森市民文化祭
(要問合せ)

各々

〜11/17 淡谷のり子展
9：00〜
第48回東北地区公民館大会・第４３回青森
1・2
11：00〜
県公民館大会
2・3

第２７回全国高等学校校長会体育部会、第３７回全国
高等学校体育学科連絡協議会総会・研究大会

9：00〜

3

日本女性会議2002あおもり前夜祭〜サエラコンサート

18：00〜

3・4
3・4

第14回東北地区公立小中学校事務研究大
9：00〜
会青森大会
平成14年度北日本図書館連盟奉仕部門(一
13：00〜
般・児童)研究協議会

4・5

日本女性会議2002あおもり

13：30〜

4・5

じゃらん・じゃらん展2002〜伝えたい青森の心と生活美

特別展「大正の文学」
平山郁夫展
ハーレーファミリーEXPO
アコールフェスタ2002
第23回青森県こどもピアノコンクール
四色摺り木版手摺り体験学習

4〜11/10
4〜11/10
5・6
5・6
6
6・13
8

11〜13 ＩＴフェスタ＠あおもり2002

8：45〜
9：00〜
13：00〜

10：00〜

12・13

全国ニュースポーツ・フェスティバル2002 ｉｎ
青森(東北・北海道大会)

16・17

平成14年度北海道・東北地区別看護研究会 9：00〜

9：30〜

17

世界自然遺産白神山地国際シンポジウム

18

青森県漁協女性組織協議会創立30周年記念大会 10：00〜

18

第38回全国不動産会議青森県大会

20

第11回青森県老人保健研究会

20〜11/5 第49回菊花展
21〜23

2002全国化粧品小売協同組合連合会年次大会ｉｎ青森

青森山田高等学校、ホテ
青森山田高等学校
ル青森
青森市､日本女性会議2002あおもり実行委員会
- パサージュ広場
東北地区公立小中学校事務職
800 青森市文化会館
員研究協議会
北日本図書館連盟、青森県図
120 アップルパレス青森
書館連絡協議会
200

青森市文化会館、ぱ・る・る

青森県近代文学館
(株)青森放送
(有)ホンダオートセンター青森
アコール
青森県ピアノ音楽研究会
青森市森林博物館

スポーツ・レクリエーションフォーラム

結婚を考えるフォーラム

1,000 青森市文化会館

道の駅「ゆ〜さ浅虫」
東北地区公民館連絡協議会､
県公民館連絡協議会

- 青森県近代文学館
- 青森県立郷土館
2,000 青森産業会館
- アコール
150 青森市民文化ホール
30 青森市森林博物館

12

20

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

9：00〜
9：30〜
9：30〜
10：00〜
10：30〜
13：30〜

13：10〜

19〜11/24 秋のアーティスト・イン・レジデンス

青森市文化会館、青森市民文化 青森市、青森市文化団体協議会、
ホール、青森市民美術展示館
(財)青森市文化スポーツ振興公社

青森市､日本女性会議2002あおもり実行委員会

（社）青森県保育連合会・平成14年度第18
回青森県保育者集会

第38回青森県PTA研究大会青森大会

19,000

青森市森林博物館

10：00〜

12

19・20

- 青森市森林博物館

主催

3,000 プラザ青森 他
- アウガ5階・カダール

青森県老連創立40周年青森県老人クラブ大会 10：00〜

10〜12 第17回日本整形外科学会基礎学術集会
11
地域安全銃器・薬物根絶青森県民大会

会場

10：00〜
14：15〜
9：00〜
10：00〜

日本女性会議2002あおもり実行委員会

1,200 青森市文化会館

(財)青森県老人クラブ連合会
3,000 ホテル青森・青森市文化会館 弘前大学医学部整形外科
520 ぱ・る・るプラザ青森
青森県警察本部
アウガ5階・カダール、青 ＮＴＴ東日本青森支店ＩＴフェスタ
森国際ホテル
＠あおもり2002事務局
500 ぱ・る・るプラザ青森

（社）青森県保育連合会

青森県教育委員会、(財)青森県
- 青森県総合社会教育センター
スポーツ振興事業団
青森県総合社会教育センター、

6,000 青森県総合運動公園 他

(財)日本レクリエーション協会

1,000 青森市文化会館

(社)青森県看護協会

989 ぱ・る・るプラザ青森

青森県環境生活部自然保護課

400 青森市民文化ホール

青森県漁協女性組織協議会

1,400 青森市文化会館、ホテル青森 (社)全日本不動産協会青森県本部
ぱ・る・るプラザ青森、青
1,300
青森県ＰＴＡ連合会
森市文化会館 他
- 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

13：00〜

350 県民福祉プラザ

9：00〜

1,000 青森市文化会館

青森県
青森県医師会

10：00〜

- 嵯峨の弥

嵯峨の弥

13：00〜

400 ホテル青森

青森県化粧品小売協同組合

24

平成14年度いい汗体験・奉仕活動フォーラム 13：00〜

500 青森市民文化ホール

青森県教育庁義務教育課

24・25

平成14年・秋季少年少女発明クラブ全国会議 14：00〜

150 ホテル青森

(社)発明協会青森県支部

2002全国少年少女発明クラブ創作展、2002
25〜27
11：00〜
こどもの「科学の夢」
25〜27 第44回青森県発明くふう展
10：00〜
26・27

第55回東北地区歯科医学会

9：00〜

27

2002-03年度国際ロータリー第2830地区・地区大会 10：00〜

28

青森市景観フォーラム

13：30〜

- アウガ5階・カダール

(社)発明協会青森県支部

- アウガ5階・カダール

青森県、(社)発明協会青森県支部

400 アスパム

青森県歯科医師会（社）

800 ぱ・る・るプラザ青森

ガバナーエレクト事務所

- アウガ5階・カダール

青森市都市政策課

※平成１４年９月２７日現在の情報です。都合上、日程・人数等が変更になる場合があります。

