ATCA NEWS vol.18 December2002
平成 14 年 12 月号

Aomori Tourism & Convention Association

◆観光とコンベンションのお問い合わせ◆
社団法人 青森観光コンベンション協会
〒030-0822 青森市中央 1-25-9
アクサ青森ビル 6F
TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215
ホームページ http://www.atca.info/

東北新幹線八戸駅開業観光キャンペーン
21 年ぶりの「青森市観光客誘致キャラバン隊」出発! !
東北新幹線八戸駅開業を機会に青森市への観光客増加を目的とし、青森市・青森商工会議所と合同で２１年
ぶりにキャラバン隊を組織し、観光客誘致キャンペーンを実施します。ミスねぶたによる観光パンフレットの
配布、津軽三味線の演奏の他、各地のマスコミ各社並びに旅行社などを訪問し、青森をＰＲして参ります。
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１１／２７ 青森市出発‑‑‑‑‑仙台市（14:30〜三越仙台店前）で観光ＰＲ、ＪＴＢ・近畿日本ツーリスト他訪問
１１／２８ 福島市（10:00〜中合デパート）
、郡山市（14:00〜郡山駅前西口広場）で観光ＰＲ
１１／２９ 宇都宮市（10:00〜福田屋百貨店）、さいたま市で観光ＰＲ
入間市（入間ケーブルテレビ、ＦＭ入間放送に出演）で観光ＰＲ
１１／３０ 東京駅（ あおもり満載フェア in 東京駅 に青森市出演）
１２／ １ はやて出発

あおもり満載フェア in 東京駅
11/25(月)〜12/2(月)

◆◇◆青森市出演 11 月 30 日（土）◆◇◆
①１０：００〜１１：３０

◆丸の内北口ドーム
○青森ねぶた・観光パネル展示、パンフレットコーナー
○オープニングセレモニー 11/25 11：00〜
○ステージイベント 11/25・30、12/1

【場所】東京駅丸の内北口ドーム ステージイベント
【内容】ミスねぶたによる観光ＰＲ、津軽三味線やねぶた
囃子の演奏等により、青森市の観光ＰＲを行いま
す。

◆構内中央通路 ○青森名産・特産品の販売

東北新幹線八戸駅開業を機会に

②１４：００〜１４：３０

〜おもてなしの心でお迎えしましょう〜

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
去る１１月５日、参加型講座「好感の持たれる接客マナー
向上セミナー」を開催しました。
今年で４回目となるセミナー
に参加した１６８名は、真剣に
講師の話を聞き、また参加者が
実際に舞台上で接客実演をしな
がら「お客様に満足していただ
けるサービス」とは何かを再確
認していました。
講師の質問に答える参加者

去る１１月１３日、東北新幹線
「はやて」号、盛岡〜八戸間を試
乗しました。
横揺れが少なく、静かでシート
も広くゆったりとしており快適な
約４０分の旅はあっという間でした。

１２月１日の東北新幹線八戸駅開業に伴い、より身近になった
青森市へ多くのお客様が訪れます。「また青森へ来たい」と思って
いただけるよう、おもてなしの心でお迎えしましょう。

12 月イベント・コンベンションカレンダー
【お知らせ】
■平成１４年１１月２６日現在の情報です。都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。
■掲載されている情報は、抜粋した情報になります。この他にもイベント等ございますので、お気軽にお問い合わせください。
■平成１５年１月コンベンションカレンダー速報版をご希望の方はご連絡ください。
■コンベンションにつきましては、カレンダーで紹介するほか、助成金のご案内や市内観光パンフレット提供などの支援を行っております。
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、何か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。

開催日

大会・イベント名

時間 参加人数

会場

主催

〜1

2002あおもり伝統工芸・クラフト展「あおもり
10：00〜
クラフトコンペ2002」

- アウガ5階・AV多機能ホール

〜8

小学生のための学習室「くらしの道具」〜大
9：00〜
正・昭和初期の民具

-

〜15

特別展「帰化植物標本展」

9：00〜

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

〜15

青森まんがフェスティバル2002〜青森まん
がコンクール・青森まんが百景原画展〜

9：00〜

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

青森まんがフェスティバル実行
委員会

浅虫水族館図画展・版画展
9：00〜
特別展「今純三・今和次郎展 ふたりが描い
9：30〜
〜1/19
た大正・昭和のくらしと風景」

- 青森県営浅虫水族館

青森県営浅虫水族館

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

〜25

1

青森県・2002あおもり伝統工
芸・クラフト展実行委員会

青森市歴史民俗展示館 青森市歴史民俗展示館「稽古
「稽古館」
館」

市民風車をつくろう！地域フォーラムin青森 13：00〜

50 アスパム５階

1

明日の子育て支援と地域コミュニティ

青森市福祉増進センター 特定非営利活動法人 NPO推進
30
「しあわせプラザ」
青森会議

1

八甲田丸船内フリーマーケット

9：00〜

- 八甲田丸

3

平成14年度建築士事務所キャンペーン事
業〜セミナー 安心して家を建てるには 他

9：00〜

- アウガ5階・AV多機能ホール （社）青森県建築士事務所協会

青森県の民芸品写真パネル展１

9：00〜

- アスパム２階 エネルギー館 エネルギー館

3〜9

15：00〜

NPO法人グリーンエネルギー青森

みちのくリサイクル運動市民の会

6

平成14年度実践倫理宏正会青森ブロック女
10：00〜
性の集い

750 ぱ・る・るプラザ青森

実践倫理宏正会青森支部

7

こども映画劇場「双子の星」「エジソン物語」 10：00〜

100 中央市民センター

中央市民センター

500 青森市民文化ホール

青森市手をつなぐ親の会

7

青森手をつなぐ親の会第40回クリスマス会 13：00〜
開館一周年記念野外彫刻展覧会「５つのか
10：00〜
7〜1/13
たち〜自然への提示コンセプト展」
8
女性起業家講演会・交流会
13：00〜
9・10
10

人権ポスター作品展・世界人権宣言パネル展 8：30〜

くもん教育講演会

10：00〜

- 国際芸術センター青森
60 アピオあおもり
- 市役所1階市民サロン
300 ぱ・る・るプラザ青森

青森県男女共同参画センター
青森地区人権擁護推進部会
日本公文教育委員会
2003年アジア冬季競技大会草の根
応援会議

11

青森アジア冬季競技大会チャリティ演芸会 18：30〜

13

陸上自衛隊第９音楽隊第11回室内楽演奏会 18：30〜

800 ぱ・る・るプラザ青森

陸上自衛隊第９音楽隊

14

交通安全の集い

12：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

（財）青森交通安全協会

14

2002シーズンスキー場開き

10：00〜

15

第11回青森県声楽アンサンブルコンテスト 10：00〜

15

すきすきキスゴン 井上あずみファミリーコンサー
13：30〜
ト ※青森ケーブルテレビ加入者限定イベント

15〜2/9 木・草・果実を材料とした健康酒展

9：00〜

2,000 青森市文化会館

国際芸術センター青森

- モヤヒルズ

モヤヒルズ

700 ぱ・る・るプラザ青森

青森県合唱連盟
青森ケーブルテレビ、キッズス
280 アウガ5階・AV多機能ホール
テーション
- 青森市森林博物館
青森市森林博物館

18

平成１４年度青森県米産ダッシュ21運動推進大会 13：30〜

350 ぱ・る・るプラザ青森

21

教育学部の再編・統合問題に関するシンポ
14：00〜
ジウム「未来を開く教員の姿」

270 アウガ5階・AV多機能ホール 弘前大学

21

映画とトーク「川の流れのように」

13：00〜

230 アピオあおもり

21〜1/13 関野準一郎版画展〜奥の細道シリーズ〜

9：00〜

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

道の駅「ゆ〜さ浅虫」

青森県アンサンブルコンテスト第27回青森地区大会 10：00〜

500 青森市民文化ホール

青森地区吹奏楽連盟

22
22・23

八甲田丸船内フリーマーケット

9：00〜

- 八甲田丸

青森県農産園芸課

青森県男女共同参画センター

みちのくリサイクル運動市民の会

