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７月１４日(土)から９月１７日(月・祝)まで試験運行した『青森市観光ルート
バス』は、期間中予想を上回る数のお客様にご利用いただき、ルートバス事業に
対し好評価を得ました。それを踏まえ、来年度も引き続き試験運行を実施いたし
ます。来年度は、乗客アンケート結果や関係者か
らの意見を基に、試験運行期間の延長、停車するバ
ス停の増加、運行時間・乗車券料金の変更等といっ
た修正をして、再度乗客の利用状況を調査するアン
ケートを実施予定です。
より良いルートバス事業になるよう、各関係機関と協議を重ねておりますので、
皆様からのご意見を賜れれば幸いです。
より一層、使いやすくなったルートバスの登場をお楽しみに！

− 青森ならではの「おもてなし力向上セミナー」を開催 −
１０月２５日、県民福祉プラザにて「おもてなし力向上セミナー『七子八珍とは』」
を開催いたしました。七子八珍の会会員やサービス業に従事している方、七子八珍に
興味のある方などにご参加をいただきました。七子八珍の紹介・説明に始まり、その
話題を切り口にした会話による「おもてなし」や具体的な事例を示しての接客サービ
スについて、約２時間の講演でした。
セミナー参加者からは、
「大変役に立った」「話が楽しく、
理解しやすかった」
「改めて勉強になった」「会社の研修な
どに活用したい」「参加者の立場で話してくれて、これが
マニュアルを越えた話し方 なのだと思った」
「接客業
ではないが、普段の人間関係にも活かせる」と大変好評でした。
これからも魅力あるセミナーを継続して開催して参りますので、皆様是非ご参
加くださいますよう、よろしくお願いいたします。

ねぶた写真の絵柄の名刺台紙を新しく製作しました。
（表面が白無地・裏面がねぶた写真）県内外の方々へねぶ
た祭のＰＲ、青森のＰＲに
是非ご活用ください。
今冬「七子八珍」の多くの食材が旬を迎える２
月に、『七子八珍食べある記』キャンペーンを開
催いたします。
今回は七子八珍を使った「鍋料理」「汁物」を
中心メニューとして計画中です。今までどおり、
期間中に七子八珍メニューを食べた方には抽選
でプレゼントが当たるお得
なキャンペーンですので、
どうぞご期待ください!!

１箱 100 枚入
（絵柄２種類×50 枚)

1,000 円（税込）

青森市のこれからの経済や観光について語り合います。
日
場

時：１１月１３日(火)１６時〜 合同会議
１８時〜 懇親会
所：東京都「虎ノ門パストラルホテル」

１０月２５日(木)、
「サンマリン気仙沼ホテル観洋」において東北地区コンベンション推進協議会定例総会
が開催され、東北６県と新潟のコンベンション団体の方々合わせて１２団体２３名が参加しました。
総会では、協議会長の選任が行われ、黒田清志会長(仙台観光コンベンション協会専務理事)が再任されまし
た。また、１２月に開催されるＩＭＥ2007 参加についてや、東北の官民が一体となって東北の観光に取り組
むべき設立された「東北観光推進機構」の動向についての説明・協議がなされました。その後「取り巻く環境
と日本ＰＣＯ協会の活動内容について」の講演もありました。
今後も東北・新潟のコンベンションビューロー同士が協力し合えるよう、各団体の状況を報告し意見交換を
行い、親睦を深めて参りました。

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

参加人数

会場

11/1

青森県老人クラブ芸能発表会

10：00〜

11/8

第56回青森県社会福祉大会

12：30〜

1,500 青森市文化会館

青森県社会福祉協議会

11/11

青森県ＰＴＡ研究大会

9：45〜

1,000 青森市文化会館

青森市ＰＴＡ連合会

11/22〜25 第46回日本網膜硝子体学会総会

未定

1,200 青森市文化会館

主催・問い合わせ

900 青森市文化会館

(財)青森県老人クラブ連合会

弘前大学医学部眼科学講座

イベント情報
開催日

イベント名

8/25〜11/11 生誕100年記念「ブルースの女王淡谷のり子展」

時間
9：00〜

参加人数

会場

主催・問い合わせ

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

道の駅「ゆ〜さ浅虫」

- 青森市民図書館

青森市民図書館

10/19〜11/16

市民図書館特別展示

10：00〜

10/20〜11/11

秋のアーティスト・イン・レジデンス展「裏糸 Ｕｎｄｅｒ Ｔｈｒｅａｄ」

10：00〜

11/2

第43回青森市民文化祭(青森市中学校文化連盟音楽発表会)

10：00〜

11/3

平成19年度 自衛隊記念日関連行事

9：00〜

- 青森駅前広場

青森陸上自衛隊第9師団広報室

11/3

いただきます！あおもり食育県民大会

13：00〜

- 青森県立保健大学

青森県・青森県食育推進会議

- 国際芸術センター青森
1,000 青森市文化会館

国際芸術センター青森
青森市民文化祭実行委員会

11/3・4

中央市民センターまつり

9：00〜

- 中央市民センター

中央市民センター

11/3・4

沖館市民センターまつり

10：00〜

- 沖館市民センター

沖館市民センター

11/4

森林博物館ふれあいデー

10：00〜

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

11/4

フリーマーケットｉｎ青い森セントラルパーク

10：00〜

- 青い森セントラルパーク みちのくリサイクル運動市民の会

11/10

第3回青森圏域地域リハビリテーション研修会

13：30〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市民病院

11/10・11 平成19年度 青森県農林水産まつり
11/10〜12/24

11/11

棟方志功・崔榮林展
八甲田丸BIGフリーマーケット

11/15〜18 第7回公募青森県書道展

10：00〜
9：30〜
10：00〜

- 青森市民美術展示館

青森県書道振興会議

40 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

14：30〜

11/18

命を大切にする心を育む県民運動推進フォーラム「絵本
が育てる子どもの心」

13：00〜

11/20

社団法人青森県不動産鑑定士協会講演会

11/24
11/25

ヤマハジュニア
オリジナルコンサート2007
青森フロアコンサート

11/24・25 第20回 手作り花器展 リ・ボ・ン
11/28〜30 ハガキ絵・絵手紙展
1/13

平成19年度 青森市成人式

青森県立美術館

- 八甲田丸前電車の広場 みちのくリサイクル運動市民の会

映像の日 −映画を無料で鑑賞「雨に唄えば」

11/23・25 第4回青森市中学生美術展
11/24 平成19年度 こども民族芸能大会

- 青森県立美術館

青森県農林水産祭実行委員会

10：00〜

11/17

11/20・21 平成19年度 年末調整等説明会

20,000 青森産業会館

15：00〜
10：00〜
13：30〜
10：00〜
未定
13：30〜
16：00〜
10：30〜
14：00〜
9：00〜
9：00〜
12：00〜

350 県民福祉プラザ

命を大切にする心を育む
県民運動推進会議

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森県不動産鑑定士協会
- 青森市民ホール
- 青森市民美術展示館
未定 青森市民ホール
各300

アウガ５階ＡＶ多機能
ホール

青森税務署
青森市教育委員会社会教育課

青森県教育庁文化財保護課

㈱ヤマハミュージック東北
青森支店

- アスパム２階エネルギー館 光恵会
- アスパム２階エネルギー館 沖館市民センター絵手紙クラブ
- 青森市文化会館

青森市教育委員会社会教育課

■平成１９年１０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。

