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もうすぐ！

今年の青森冬まつりは、青い海公園と青い森公園で！

１／１５(水)〜２／１１(火・祝)
午前９時〜午後１０時
展示場所：アスパム２Ｆ
昨年の冬まつりで制作された雪
だるまの写真を展示しています。
是非ご覧ください。

２／８(土)〜１１(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「ザ・雪王」、雪合戦大会など

■詳細については同封のチラシをご覧ください。

２／７(金)〜９(日)
午後５時〜午後９時
※イルミネーション、ライトアップは
2/1(土)〜11(火・祝)まで点灯

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、小澤倫ライブ他ステ
ージイベント、『ふるまい鍋』、
北の銘店街など

※この他、中心商店街では『ひかりのアート』『縄文スタンプ全店２倍セール』『中心商店街共通駐車券プレゼント(先着 100 名)』
『新町商店街雪だるまロード』、アスパムでは『ＷＯＡホスピタリティーセンター』『とっとこハム太郎ＰＡＲＴ３ショー』、
三内丸山遺跡では『雪ランド２００３』、モヤヒルズでは『ウインタースポーツ大会』、棟方志功館通りでは『雪灯篭、雪像づくり』
が開催されます。
終了
しました

当協会では、青森へ来ていただいたお客様へ提供するため各種
パンフレットなどを作成しております。
広告協賛をいただいて作成しておりますので、広告にご協力い
ただける会員の方は、是非事務局までお問合せ下さい。
①青森市内マップ「よぐ来たねしぃ」………年間 30 万部発行
エ

ス

マ

ッ プ

②協会会員の飲食店マップ「Ｓ−ｍａｐ」…年間 17 万部発行
ラ

ッ

セ

③青森市総合ガイド「Ｒａｓｓｅ」…………年間 20 万部発行
④祭り健全化ＰＲうちわ「ねぶた祭」………発注本数 200 本から

青森市への熱い想いを語り合う

会場：ルポール麹町
(麹町会館)

〜ランチに七子八珍を食べませんか？〜
簡単なアンケートにお答えいただくだけで、七子
八珍料理を約 2〜4 割引のお得な料金で食べら
れる「お食事モニター」に参加しませんか？
◎お食事日時
２／７(金)･８(土)･９(日)･１０(月)
※詳細は同封のチラシをご覧ください。

〜東京あおもり応援隊例会を開催〜

去る１月１７日１６時から、東京都ルポール麹町において６７名のご出席をいただ
き、「青森市経済懇談会・東京あおもり応援隊合同会議」が開催されました。
第３回目となる本合同例会では、北方都市会議など青森市の近況報告、企業誘致、
観光客誘致、コンベンション誘致などについて説明し、皆様からご意見をいただきま
した。青森市側からは佐々木市長、当協会の田中副会長が委員の皆様からの意見にお
答えするなど活発な意見交換を行いました。
参加者からは青森市のまちづくりビジョンに対し、「絵に描いた餅で終わらず食べ
られる餅になるよう頑張って下さい」という激励や、次回の会議を地元青森で開催し
たらどうか、という提案に参加者から拍手がおこりました。
会議の後、懇親会では会場のあちこちで青森の懐かしい話に花が咲き、笑いの絶え
ない楽しい雰囲気の中で別れを惜しむように例会を終了いたしました。

２月イベント・コンベンションカレンダー
■平成１５年１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の情報がございますので、お気軽にお問い合わせください。
■平成１５年３月イベント・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。
■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

〜2

第２回北のデザイン賞

〜9

児童版画の展示

〜9
〜11

木・草・果実を材料とした健康酒展
9：00〜
雪だるまロード写真展
9：00〜
第５回アジア冬季競技大会青森２００３協賛展示
9：00〜
「青森のスキー伝説」展

〜23

〜3/16 収蔵資料展「器とその形」〜籠・壷・鉢〜
1

1〜11
1〜28
2
5〜11
7〜9
7〜11
7〜11
8・9
8・9
9
9

各々

9：00〜

講演会「あたらしい自分らしいリテラシー〜ジェン
13：00〜
ダーの視点で社会をよむ〜」

1・2・8・9・
雪ランド２００３ｉｎ三内丸山
11
1〜8 第５回アジア冬季競技大会青森２００３
1〜8

10：00〜

平成14年度「原子力の日」ポスターコンクール入賞作品展

銅版画−大型銅版画プレス機による刷りの見学
と小作品の制作体験
Ａｏｍｏｒｉウインターフェスティバル２００３ 第２５回
青森冬まつり ※同封のパンフレットをご覧ください
雪だるまロード
第13回あおもり雪合戦選手権大会
世界のムナカタ の１６ミリフィルム記録映画
「彫る 棟方志功の世界」の上映
Ｃａｎ̲ｏｎ ＦＩＮＡＬ ＬＩＶＥ
かたりべが語る〜青い森の物語〜縄文の世界
「三内丸山遺跡最新情報」

青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

50 アピオあおもり

青森市森林博物館
青森冬まつり実行委員会
道の駅「ゆ〜さ浅虫」
青森市教育委員会
企画集団プティジュール
青森県、青森県教育委員会

12：00〜

- 県内各地

アジアオリンピック評議会（ＯＣＡ）

17：00〜
9：00〜
10：00〜
9：00〜
14：00〜
各々
9：00〜
14：00〜
15：45〜
19：30〜
10：00〜
13：00〜
15：30〜

ドキュメンタリー映画「プロミス〜あといくつ 約束 す
ればいいのだろう 世界を変えるためには〜」上映会

11

とっとこハム太郎ＰＡＲＴ３ショー

11
13

犬ぞりデモンストレーション
9：30〜
明日を拓く 平成14年度青工高「研究成果発表会」 13：35〜

14

あおもりＮＰＯ塾２００２ 講演「情報社会におけるＮＰＯ
18：30〜
の役割」〜藤前干潟保全に学ぶ情報マネジメント〜

10：00〜
14：30〜

14〜16 平成14年度青森県立青森第一高等養護学校学校展 10：00〜
16
歩くスキーの集い
9：30〜
20〜23 黒沢美香ダンス・ワークショップ＆ミニ公演
14：00〜
21

毎日就職セミナー2003青森会場

22
22
22

モヤヒルズボーダーズナイト
21：00〜
平成14年度交通安全功労者・優良運転者表彰式 11：00〜
科学の夢フォーラム・子ども創造性育成発表会 13：00〜

23

活彩あおもり活動推進交流会 第８回活彩あおもりイ
13：30〜
メージアップ賞活動紹介・表彰式、かっぺい交流トーク

28

-

志功館通り地域協力会

- 三内丸山遺跡

11

26

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

主催
あおもりデザイン協会

10：00〜

ＷＯＡホスピタリティーセンター（青森アジア冬季競技 10：00〜
大会開催に伴う、オリンピック選手の団体による各種 （1日のみ
広報＆交流イベント・展示コーナーの開設など）
13：00〜）

ひかりのアート（ライトアップ、モニュメント展示）
浅虫水族館写真展
かたりべが語る〜青い森の物語〜生誕百周年
を記念して「棟方志功の半生を歌う」

会場

300 アウガ5階・AV多機能ホール
中央市民センター、青森
銀行志功館前支店
- 青森市森林博物館
- アスパム２階

13：00〜

寿大学・寿大学院合同卒業式
13：00〜
講演会「アフガニスタンの命を救え」〜中村哲医
18：00〜
師１８年の医療支援活動を語る〜

ＷＯＡ（世界オリンピアン協

- アスパム１階・イベントホール 会）アジア・オセアニア地域事
務所

- パサージュ広場、新町商店街 光のプロムナード実行委員会
- 青森県営浅虫水族館
青森県営浅虫水族館
青森市歴史民俗展示館 青森市歴史民俗展示館
50
「稽古館」
「稽古館」
- アスパム２階 エネルギー館 エネルギー館
90 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

100,000 青い海公園、青い森公園 青森冬まつり実行委員会
- 新町商店街
1,500 青い海公園
120 中央市民センター

新町商店街振興組合
青森県雪合戦協会
志功館通り地域協力会

300 アウガ5階・AV多機能ホール Ｃａｎ̲ｏｎ（カノン）
青森市歴史民俗展示館 青森市歴史民俗展示館
50
「稽古館」
「稽古館」
オリーブの木の下で・ワン
600 アウガ5階・AV多機能ホール
＆オンリーの会青森
800 アスパム１階・イベントホール アスパム
- 青い海公園
800 ぱ・る・るプラザ青森

全国犬ぞりレース青森大会実行委員会

青森工業高校

40 アウガ5階・AV多機能ホール ＮＰＯ推進青森会議
- アウガ5階・AV多機能ホール 青森県立青森第一高等養護学校
青森市・青森体育指導委員協議会
100 合浦公園
130 国際芸術センター青森
国際芸術センター青森
(株)毎日コミュニケーション
700 アウガ5階・AV多機能ホール
ズ東北支社
- モヤヒルズ
モヤヒルズ
150 アウガ5階・AV多機能ホール （財）青森交通安全協会
1,000 ぱ・る・るプラザ青森
（社）発明協会青森県支部
あおもりイメージアップ推
300 アウガ5階・AV多機能ホール
進協議会・青森県
- 青森市文化会館
中央市民センター
500 ぱ・る・るプラザ青森

戦争を語り継ぐ会

