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韓国＆東京の出版社を招聘 ～秋の青森を満喫して
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 23･24 日に北陸で、青森市の観光キャンペー

ンを実施して参りました。23 日は金沢、24 日は福

井のショッピングセンターで、ねぶた囃子演奏・ハ

ネト実演・ねぶた囃子体験などのステージイベント

を行い、観光パンフレットを配布いたしました。 

天候にも恵まれ、２日間で合計 1,000 名と大人か

ら子どもまで、大勢のお客様に楽しんでいただきま

した。 

北東北三県事務所「みちの

市への誘客を目的としたキャ

催される八甲田ウォークＰ

問して参ります。 

また、地元テレビ・ラジオ

三味線の演奏、ミスねぶたに

す。 

In 福岡 １１／1５

池袋のサンシャインシティ・コンベンションセン

ターで開催される「ウインターリゾート 2005」に

青森市も参加します。 

このイベントは今年で 12 回目を数え、60,000 人

の動員数を目標としています。 

当日は、津軽三味線の演奏、ミスねぶたによる冬

季観光ＰＲを行います。 

In 東京 １１／５Fri ～ １１／８Sun 

10 月 22～24 日まで秋の青森を取材していただくため、韓国

の出版社・旅行会社4名と東京の出版社6名をお招きしました。

プレスの方々には、新鮮市場、浅虫温泉、八甲田の紅葉などを

2 日間にわたり、取材していただきました。大変寒い一日で韓

国の方々は八甲田ロープウェーで初雪を体験しました。東京の

プレスの方々は「青森は、すばらしい施設がたくさんある」と

話していました。特に今年 7月から(財)みちのく北方漁船博物

館が建造を開始した『北前船』の製作現場見学では、「是非完

成を見たい」と興味を持ち、棟梁に質問をしていました。 

10 月 23 日は青森市の観光施設の皆様との懇談会を開催し、

青森市にお越しいただけるよう、プレスの方々と積極的に交流

していただきました。 

これを機会に、青森市のＰＲ、韓国からの更なる送客を期待

し、継続的に青森の情報を提供していきたいと思います。 

青森のリンゴおいしい！ 

来年夏に完成予定

の北前船を見学。

完成後の船は全長

約 30ｍ・帆柱の高

さ約 28ｍにもなり

ます。 

■■■■■  青森市の観光ＰＲ キャンペーンを実

＊アンケート

このたび、観光地の魅力

調査を実施することになり

封いたしましたので、ぜひ

うお願いいたします。なお

１１月１
ご返送くだ

お願いいた
◆◇◆お問い合せ◆◇◆ 

人 青森観光コンベンション協会

0823 青森市橋本 2-2-17 
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いただきました～ 

く夢プラザ」で、青森

ンペーンと、3月に開

Ｒのため旅行会社を訪

番組にも出演し、津軽

よる観光ＰＲを行いま

Mon ～ １１／1８Tｈu

  浅虫の足湯を体験

施 ■■■■■ 

のお願い＊ 

度に関するアンケート

ました。調査用紙を同

ご協力くださいますよ

、お手数ですが 

９日(金)までに 

さいますよう 

します。 



 ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー     

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催

11/1
第13回活力と魅力溢れる漁村づくり青森県大会
「ＪＦ(漁連)改革推進大会」

13：00～ 700 ぱ・る・るプラザ青森 青森県漁村活性化対策協議会

11/9 北方領土返還要求青森県民大会 13：30～ 600 ぱ・る・るプラザ青森 青森県北方領土返還促進協議会

11/10 第53回青森県社会福祉大会 12：30～ 1,800 青森市文化会館 青森県社会福祉協議会

11/11 平成16年交通安全青森県民大会 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県交通対策協議会

第44回東北地区中学校技術・家庭科教育研究大会

第25回青森県中学校技術・家庭科教育研究大会

11/12 第39回青森県養護教員研究大会 10：10～ 450 ぱ・る・るプラザ青森 青森県養護教員会

11/14 第26回臨床歩行分析研究会定例会 9：00～ 200 青森県立保健大学講堂 臨床歩行分析研究会

11/19 東北地区高等学校ＰＴＡ連合会シンポジウム 13：15～ 550 青森市民文化ホール 青森県高等学校ＰＴＡ連合会

11/19 青森市景観フォーラム 18：00～ 200 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市都市政策課

12/8 東北７県電力活用指導者研修会 13：30～ 100 青森グランドホテル 東北電力㈱青森支店

12/9 国際コメ年記念フォーラム 10：30～ 700 ぱ・る・るプラザ青森 青森県農業協同組合中央会

青森県中学校教育研究会
技術・家庭科部会

11/12 8：50～ 200 青森市立佃中学校

  

イイベベンントト情情報報  

開 催 日 イベ ント名 時 間 参加 人数 会 場 主 催

9/18～ 11/14 淡谷 のり子 展 9：00～ - 「道の 駅」ゆ～ さ浅 虫 「道の 駅」ゆ～さ浅 虫

9/28～ 11/14 収蔵 資料 展「青森 県の文 学と温 泉」 9：00～ - 青 森県 近代 文学 館 青 森県 近代 文学 館

10/17～12/19
収蔵 資料 展「懐か しの 映画 ポスター」－ 戦後 復
興期 の映 画－

9：00～ -
青 森市 歴史 民俗 資料館
「稽古 館」

青 森市 歴史 民俗 資料 館「稽
古 館」

11/3 第12回　未 生流 　いけ花 　木田 社中 展 9：00～ - アスパム２階エネルギー館 木 田　慶甫

11/5～ 7 第9回 　フォト光 陽会 　写真 展 9：00～ - アスパム２階エネルギー館 フォト光陽 会

11/6・7 中央 市民 センターまつ り 9：30～ - 中 央市 民センター 中 央市 民センター

11/6 9：00～

11/7 10：00～

11/6 10：00～

11/7 9：30～

11/7 八甲 田丸 ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八 甲田 丸前 電車のひろば みちのくリサイクル運 動市 民の 会

11/7
平成 16年 度　青 森市 緑と花 のまちづくり各 コン
クール表 彰式

14：00～ - アウガ５階 ＡＶ多 機 能 ホー ル 青 森市 緑と花 推進 課

11/9 シル バーフェアあおもり2004 10：30～ 600 青 森市 文化 会館
(社)青 森県 シル バー人材 セ
ンター連合 会

11/13 映像 の日 　－映 画を無料 で鑑賞 「りんご」 14：00～ 25 国 際芸 術センター青森 国 際芸 術センター青森

11/13・14 フォトしんぷ る写真 展 9：00～ - アスパム２階エネルギー館 カメラマンクラブ　フォトしん ぷ る

11/19～21 ネイチャー写逍 展 9：00～ - アスパム２階エネルギー館 ネ イチャー写逍

11/27
ＡＢＡ小学 生「未来 新聞 を作 ろう」コンテスト決 勝
クイズ大 会

13：00～ 800 ぱ ・る・るプラザ 青森 青 森朝 日放 送

11/27・28 第17回　手 作り花器 展“過 去に未 来を” 9：00～ - アスパム２階エネルギー館 光 恵会

11/28 八甲 田丸 船内 フリーマーケット 9：00～ - 八甲 田丸船 内多目 的ホールなど みちのくリサイクル運 動市 民の 会

12/10 自衛 隊第 ９音 楽隊 室内 楽演 奏会 18：00～ 900 ぱ ・る・るプラザ 青森 自 衛隊

12/23 科 学の 夢フォーラム・子 どもの創造 性育 成 活動 発表 会 13：30～ 750 ぱ ・る・るプラザ 青森 (社)発 明協 会青 森県 支部

西部 市民 センター祭 り - 西 部市 民センター 西 部市 民センター

戸山 市民 センターまつ り - 戸 山市 民センター 戸 山市 民センター

  

■平成１６年１０月２２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。 

■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、情報が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致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆１１月２日開催の接客マナー向上セミナーは、会員の皆様を始め多くの参加申込みをいただきました。 

◆１１月２１日～２４日まで韓国を訪問し、商談会へ参加。 

◆第１５回八甲田ウォーク・平成１７年３月２６日(土)・２７日(日)・２８日(月)開催に向け、募集チラシ

を作成中。平成１７年１月４日(火)よりインターネットで、２月２８日(月)より電話・ＦＡＸで申込受付

を開始予定。 

事務局便り ･･･ 


