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＊＊＊雪と遊ぼうスノーラ

2/10(金)～12(日) 午前９

ｉｎ 青い海公園   ※2/10

  

 

 

毎年恒例となりました３日

『八甲田ウォーク』は１２

ました。除雪したての高さ

及ぶ雪の回廊(酸ヶ湯～谷地

８km)を歩いた後は、温泉入

疲れた体を癒せます。 

皆さまのご参加をお待ちし

 

◆会 期 ３月２９日(水)・

◆参加料 ５，０００円（

◆コース 青森・弘前出発

     八戸出発（谷地

 

 

 

詳細・お申込は協会ホーム

「あおもり案内名人」ht

 

雪だるま・雪像を制作し、写真(サービス判)に

応募用紙を貼ってご応募ください。優秀作品に

は賞品もあります。2/24(金)必着。 
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２／１０

◆弘前

◆往復

日本市民スポーツ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★大型雪像は、『童話の世界』を再現！お城とかぼちゃの馬車・３匹の

★スポーツイベントにチャレンジ！雪上運動会(会期中)とザ・雪王(

★開会式は 2/10(金)午前 10 時～雪像前で☆ 

他にも、棒パンコーナー、親子で作れる雪だるま製作コーナー、協力団体ＰＲコーナ

イベントもあります。１１・１２日は恒例の雪合戦選手権大会も開催されます。 

市内６校の小学生が一生懸命作った８００個のペットボトル灯籠、雪像のライトアッ

の灯りが夜の公園を彩ります。皆さまのご来場をお待ち申し上げます。 

 

 

 

光のプロムナード 

 

 

 

 

縄文スタンプ加盟店

２倍セール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者へアンケート実施

青森県ブースの様子 

１２月７・８日に「第１５回国際ミーティング・エ

キスポ(ＩＭＥ2005)」が東京国際フォーラムで開催さ

れました。ＩＭＥとは日本で唯一のコンベンション総

合見本市で、全国から６２団体が出展、我々も青森県

コンベンション推進協議会（青森・弘前・八戸・むつ

下北）として出展し、大会主催者・関係者に、青森県

での大会開催を呼びかけました。 

青森ブースへお越しいただいた方には、大会招致に

関するアンケートを実施。地場産品のプレゼントと関

連パンフレットを配布し、青森県のＰＲをして参りま

した。 

「ime2005」に参加 
－コンベンションの明日が見える－ 
◆◇◆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 

  青森県商工会館 4F 

7-723-7211 FAX 017-723-7215 

ページ http://www.atca.info/
ンド＊＊＊ 

時～午後７時

は午前１０時～

間だけの特別イベント

月１日から受付を開始し

９ｍにも 

間約 

浴で 

ております。 

３０日(木)・３１日(金)

大人／子ども共通） 

（酸ヶ湯→谷地） 

→酸ヶ湯） 

ページ 

tp://www.atca.info/ 

でどうぞ！

(木)～２／１４(火) 

(金)～１４(火) 

出発コース 

16km コース(青森出発)

連盟公認大会

こぶたが登場！

2/11・12)を開催

ーなど家族で楽しめる

プ、イルミネーション



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(社)青森観光コンベンション協会

事務局より 

 

 本年も、当協会の事業活動にご支援・ご協力

いただき誠にありがとうございました。 

 これからもコンベンションニュースでは、当

協会の活動状況、イベント情報などを掲載して

参りますので今後ともご活用いただければ幸

いです。 

 当協会は、１２月２９日(木)～１月３日(火)

まで年末年始のお休みとさせていただきます。

来年は１月４日(水)より業務を開始いたし

ます。 

 来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 皆様、良いお年をお迎えくださいませ。 

 

 
 

～平成１８年度の大会・学会情報～ 

 

今年度も参加者 1,000 名を越える全国大会など、多数の

コンベンションが開催され、大勢の方が青森市に訪れまし

た。来年度も各種全国大会・東北大会などが開催されます。
 

 

4/14～16 「第 1回 Aomori ｵｰﾌﾟﾝﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ温泉卓球」 

5/20・21 「全国特定郵便局長会通常総会・全特青森総会」

6/21   「全国管工事業協同組合連合会」 

6/22～24 「第 23 回日本サーモロジー学会」 

7/25～27 「第 52 回全国盲女性研究大会」 

8/9～11  「全国高等学校長会家庭部会福祉科高等学校長会」

8/26・27 「第 23 回日本地方自治研究学会全国大会」 

9/16～18 「第 60 回全国レクリエーション大会」 

10/5～7  「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｹｱ合同研究大会・青森 2006」 

10/19～21「第 16 回日本耳科学会総会学術講演会」 

10/25～27「平成 18 年度全国保育所理事長・所長研修会」

（12月 16 日現在の情報です）

来年度の開催予定 

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

1/24 ヤマハ音楽教育システム講師全体研修会 10：00～ 100 ぱ・る・るプラザ青森 （財）ヤマハ音楽振興会

1/28 平成17年度　読書活動推進県民大会 10：30～ 700 ぱ・る・るプラザ青森 青森県生涯学習課

  

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

11/20～2/26 帰化植 物標本店 9：00～ - 青 森市森 林博物館 青森市森 林博物 館

12/9～ 1/18 特別展 　十腰内文 化展 9：00～ - 青 森県立 郷土館 青森県立 郷土館

1/2 モヤ ヒル ズもちつ き大会 13：00～ 250 モヤヒルズ モヤヒルズ

1/4 平成18年新年祝 賀会 15：00～ - ホテル青 森
青森市 ・青森商工 会議所・青森市
浪岡商工 会

1/4～3/26 企画展 Ⅲ「棟方志 功と佛（ほとけ）」 9：30～ - 棟 方志功 記念館 棟方志功 記念館

1/7 み んなで知 ろう骨 髄移 植 ～ 骨ずいドナーって何？ ～ 10：00～ 300 アウ ガ５階 ＡＶ多機能 ホール 青森県骨 髄バンク推進協議 会

1/8 平成17年度　青森 市成人式 11：30～ 3,000 青 森産業 会館 青森市教 育委員 会

1/8・9 第22回 青洞学生 書き初め展 9：00～ - アスパム２階エネル ギー館 青洞書道 会

1/8～3/12 寄贈資 料展　－昭 和のくらしを支 えた品々－ 9：00～ - 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」

1/13～16 三上俊 孝・楽しいペンスケッチ展 9：00～ - アスパム２階エネル ギー館 三上　俊孝

1/15 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 みちの くリサイクル運 動市民の 会

1/20 県民共 済主催文 化講演会 18：30～ 850 ぱ ・る・るプラザ青 森 青森県民 共済生 活協同組 合

1/20・21 第10回 元気なかっちゃの味 自慢・うで自慢 9：00～ - アスパム１階イベントホール 東 地方 農 林水 産事 務所 普 及指 導室

1/20～ 3/26 「新収蔵 資料展」 9：00～ - 青 森県近 代文学館 青森県近 代文学 館

1/21 2005　45ｔｈＡＣＣ　ＣＭ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ 13：00～ 500 ぱ ・る・るプラザ青 森 全日本 シーエム放 送連盟

1/21 映像の 日　－映画 を無料 で鑑賞 「パパってなに ？」 14：00～ 40 国 際芸術 センター青森 国際芸術 センター青森

1/27 森と川と海の講 演会 13：30～ 300 アウ ガ５階 ＡＶ多機能 ホール 青森県河 川砂防 課

1/28～ 2/26

の 土日 のみ

1/29 アスパムフリーマーケット 9：00～ - アスパ ム １階 イベ ントホー ル ほ か 青森県観 光物産 館アスパム

2/4～26 特別展 　あおもり新発見 2005展 9：00～ - 青 森県立 郷土館 青森県立 郷土館

2/5 第24回 青森幼児 音楽発表 会 未定 400 青 森市民 文化ホール 青森幼児 音楽研 究会

2/12 ご入学おめでとう大会 13：00～ 2,100 青 森市文 化会館 ㈱東奥日 報社

2/22 寿 大 学 ・寿 大 学 院・女 性 大 学 ・女 性 大 学 院 　卒 業 式 ・修 了 式 未定 未定 青 森市文 化会館 青森中央 市民センター

2/25 第23回 東奥保育 ・福祉専 門学院　音 楽発表会 13：30～ 300 青 森市民 文化ホール 東奥保育 ・福祉専 門学院

ほたる湖冬 祭り実行委 員会第3回浅 虫温泉ほ たる湖冬祭 り 10：00～ - ほ たる湖 （浅虫 ダム）管理 棟前

 

■平成１７年１２月１９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。 

■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。 


