
ATCA NEWS vol.19   January 2003 

Aomori Tourism & Convention Association   平成 15 年 1 月号 

 
 

 

Aomori ウインターフェスティバル 2003 

今年は青い海公園と青い森公園の２会場で
今年の青森冬まつりは、会場をこれまでの合浦公園から中心
青い海公園と青い森公園で内容をより充実させて開催し

 
青い海公園に新幹線「はやて」登場 (スポーツラン

 

平成１５年２月８日(土)～１１日(火・祝)午前９時～午後４時 
       新幹線「はやて」の雪像、すべり台、雪上運動会、スポーツイベント「

など楽しいイベントがいっぱいです。 
 

青い森公園が幻想的な光の空間に （ハートフルロード 2 
 

平成１５年２月７日(金)～９日(日) 午後５時～午後９時 
       イルミネーション、ペットボトル灯籠、ねぶたの面と氷のモニュメント

ステージイベント、『ふるまい鍋』、北の銘店街など寒さを吹き飛ばす内
★イルミネーション、ライトアップ点灯は２月１日(土)～１１日(火・祝

 

 
○Ｒ 

簡単なアンケートにお答えいただくだけで、七子八珍料理を 2～3 割引

食べられる「お食事モニター」に参加しませんか？ 

七子八珍とは････[七子]･[八珍]･[堂々九品]･[隠れ十品]の海鮮食材３４種類の総

青森の選りすぐりの海の幸を新しい青森名物としてＰＲしていま
※今回のモニターでは、七子八珍３４種類のうち３種類程度を使用したメニューと
１．募集期間  平成１５年１月１５日(水)～１月３１日(金) 
２．お食事日時 ２月７日(金)･８日(土)･９日(日)･１０日(月)のうちの希望日、 

午前 11 時～午後 2時、お食事代は 1,000 円～5,000 円、当日払い
３．参加条件  モニターの方には簡単なアンケートにご協力頂きます。 
４．参 加 店  わさび庵、秀寿司、中国料理三海龍、一八寿司、ホテル青森 みち
(順不同)  ラ・ロンド、南部屋 魚心亭、青森グランドホテル あみもと、割

青森ワシントンホテル 三十三間堂、料亭百代、懐石なみうち、山
５．申込方法  募集要項等がございますので、詳細については 1月 6 日(月)以降

◎会員の皆さまには、募集チラシが出来上がり次第、再度お知らせす
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■福岡市で青森の冬季観光をＰＲ■ 
去る 12 月 7 日、福岡市の北東北３県アンテナショップ「みちのく夢プ
ラザ」、ショッピングセンターやホテル等が集まった複合施設「キャナル
シティ」において、青森市の冬季誘客キャンペーンを実施しました。 
津軽三味線の演奏、ミスねぶたによる観光ＰＲ、パンフレット配布を
したところ、２会場併せて９００名以上の方が訪れました。 
   〈みちのく夢プラザ〉         〈キャナルシティ〉 
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◆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/
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１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１２月２４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２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

～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」

～13
開館一周年記念野外彫刻展覧会「５つのかたち
～自然への提示コンセプト展」

10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

～19
特別展「今純三・今和次郎展 ふたりが描いた大
正・昭和のくらしと風景」

9：30～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

～2/9 木・草・果実を材料とした健康酒展 9：00～ - 青森市森林博物館 青森市森林博物館

1～31
ニューイヤースペシャル（元旦餅つき大会、イル
カショーお正月特別パフォーマンス、版画展等）

9：00～ - 青森県営浅虫水族館 青森県営浅虫水族館

2 新春イベント もちつき大会 13：00～ 200 モヤヒルズ モヤヒルズ

11・12 長期こどもクラブ総合発表会・修了式 12：00～ 300 中央市民センター 中央市民センター

12 平成14年度青森市成人式 11：00～ 3,000 青森産業会館 青森市教育委員会

12～3/16 収蔵資料展「器とその形」～籠・壷・鉢～ 9：00～ -
青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

青森市教育委員会

16 青森県ＰＦＩフォーラム 13：00～ 200 アウガ5階・AV多機能ホール 青森県政策推進室

17
夢のエネルギー・核融合って何だろう？～中学
生・高校生から大人のための講演会～

13：20～ 300 アウガ5階・AV多機能ホール
青森県、日本原子力学会
東北支部

18～2/23 「青森のスキー伝説」展 9：00～ - 道の駅「ゆ～さ浅虫」 道の駅「ゆ～さ浅虫」

19 かたりべが語る～青い森の物語～「うとう伝説」 10：00～ 50
青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

19 あずましの家コンテスト2002シンポジウム 13：30～ 100 アウガ5階・AV多機能ホール 青森県

19 ストリングス・ドルチェ第３回演奏会 14：00～ 350 県民福祉プラザ ストリングス・ドルチェ

23～29
平成14年度カダール誕生祭・市民活動企画展～
37の市民団体、グループが彩る34の企画～

各々 - アウガ5・6階 カダール 青森市男女共同参画プラザ

24～30 青森県の民芸品写真パネル展２ 9：00～ - アスパム２階 エネルギー館  エネルギー館

25
平成14年度縄文講座「縄文人の台所・水さらし場遺構
を考える～縄文人は水とどうかかわってきたか～」

11：00～ 300 青森市文化会館 青森市教育委員会

25 東北六県ラグビー協会代表者会議 12：00～ 60 青森グランドホテル 青森県立戸山高等学校

25 星空ウォッチング 19：00～ 100 中央市民センター 中央市民センター

25 モヤヒルズボーダーズナイト 21：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

26
ライオンズクラブ国際協会332-Ａ講演会「地球環
境保全について」

13：30～ 200 ぱ・る・るプラザ青森 ライオンズクラブ国際協会

26
平成14年度青森市農林水産まつり各種共進会
褒章授与式・演芸大会

11：00～ 2,000 青森市文化会館 青森市農政畜産課

26 かたりべが語る～青い森の物語～「産育儀礼」 10：00～ 50
青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

26 八甲田丸船内フリーマーケット 9：00～ - 八甲田丸 みちのくリサイクル運動市民の会

30 自動車リサイクル法説明会青森県会場 13：00～ 1,000 青森市文化会館 東北経済産業局

31 第２回北のデザイン賞 10：00～ 300 アウガ5階・AV多機能ホール あおもりデザイン協会

 


