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  今冬も、青森の冬の魅力を実感できるバスツアーを実施します。コースは５つあり、各コース２回ずつ設定。 

いずれのコースも定員は４０名です。地元ならではの体験と食を味わえる企画となっております。 

皆様ぜひ参加して、地元・青森の魅力を再発見してみませんか？ 

  ①八甲田山パノラマコース 第１班 ２月１５日(日) 第２班 ２月２８日(土) ６,８００円 
    八甲田のモンスター(樹氷)をロープウェーから見学。雲谷三重そばも味わえます。 

 ②昭和大佛コース     第１班 ２月 ８日(日) 第２班 ３月 ７日(土) ５,７００円 
    昭和大佛青龍寺で法話・座禅体験の後は、精進ランチを楽しめます。 

 ③奥津軽コース      第１班 ３月 １日(日) 第２班 ３月１４日(土) ６,９００円 
    斜陽館・津軽三味線会館・立佞武多の館・津軽金山焼など奥津軽の観光名所をご案内する希少なツアー。 

  ④津軽半島冬景色コース  第１班 ２月２１日(土) 第２班 ２月２２日(日) ７,２００円 
    龍飛漁港で水ダコ釜ゆで見学。階段国道や津軽海峡冬景色の歌謡碑、龍飛崎展望所など極寒の地を体験。 

 ⑤十和田湖冬物語コース  第１班 ２月 １日(日) 第２班 ２月１４日(土) ７,５００円 
    乙女の像を訪れ、遊覧船で十和田湖を堪能した後は、十和田湖冬物語会場を散策。 

 

 

 

 

 

 

  具体的なコース内容・お申込については、あおもり再発見情報誌「ＢＵＲＡＲＩ(ぶらり)」で詳しくご紹介 

します。「ＢＵＲＡＲＩ」は現在作成中につき、次号のニュースで同封いたします。乞うご期待!! 

 「ＢＵＲＡＲＩ」は１２月中に、当協会ＨＰ『あおもり案内名人』http://www.atca.info/ でもアップ予定！ 
 

 

 

 

  ２０１０年東北新幹線新青森駅開業のＰＲを目的に「青森県地域プロジェクト支援事業費助成金」を活用し、 

中型ねぶたを制作いたしました。「２０１０年東北新幹線新青森駅開業」を正面アンドンに掲げ、今後本格化 

する首都圏等での観光キャンペーンや県外での物産展等において、青森の顔として活躍することとなっており 

ます。この展示用ねぶたは貸出も行っておりますので、大会等のコンベンション・イベント等でご活用いただ 

けます。県内外のお客様の歓迎セレモニーや、県外での青森のＰＲにご利用してみてはいかがでしょうか？ 

  また、市民の皆様へお披露目するべく、サンロード青森様のご協力をいただき、サンロード青森１階イベン 

トホールに展示しておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。 

このねぶたを通して、新青森駅開業ムードを市内全域で高めて参りた 

いと考えておりますので、市民の皆様のご支援ご協力の程よろしくお願 

いいたします。 
  

◆ねぶた題名   「三内丸山縄文鼓動」 

   ◆制作者     千葉 作龍 

   ◆展示場所    サンロード青森 １階イベントホール 北側 

            ※イベント等で貸出中の場合もあります 

◆規格（高欄含） 幅４.０ｍ×高さ３.０ｍ×奥行き２.７ｍ 

            ※移動の際は１０ｔウイング車（トラック）１台が必要 

   ◆貸出料     １５７,５００円（税込・運搬費は別途） 

◆◇◆お問い合せ◆◇◆ 

社団法人 青森観光コンベンション協会 

〒030-0823 青森市橋本 2-2-17 

  青森県商工会館 4F 

TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215 

ホームページ http://www.atca.info/

 



開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

12/21 第56回クリスマスこども大会 13：00～ 2,000 青森市文化会館 東奥日報社

12/22 第5普通科連隊年忘れ大会 13：30～ 青森市民ホール 陸 上自衛隊第5普通 科連 隊広 報班

12/23 第46回青森市手をつなぐ育成会クリスマス大会 13：00～ - 青森市民ホール 青森市手をつなぐ育成会

1/22 平成20年度　農地・水・環境保全向上対策リーダー育成研修会 13：00～ 青森市民ホール
青森県農地・水・環境保全
向上対策地域協議会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/27～3/13 家族でチャレンジ！「全国縦断！クイズマラソン」 要申込 - 青森県立図書館 青森県立図書館

10/31～11/3 第38回青森県教職員美術展示会 10：00～ - 青森市民美術展示館 （財）青森県教育厚生会

11/22 蓑虫山人（みのむしさんじん）と青森～放浪の画家が描いた明治の青森 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

12/5 市民活動応援講座「教えます！ココロが近づく３つのヒント」 13：00～ 30 アウガ５階研修室 市男女共同参画プラザ「カダール」

12/5～7 平成20年度　第1回市民講座「ちぎり絵」作品展 10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

12/5 13：00～

12/6・7 10：00～

12/6
青森市医師会市民フォーラム「このままでいいの？日本
の医療～勤務医達からの緊急提言」

15：30～ -
青森市文化会館４階中
会議室

(社)青森市医師会

12/6 第1回映画の街あおもりショートフィルムコンテスト 16：30～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森フィルムコミッション

12/7 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

12/7 幼児のための音楽フェスティバル 10：30～ 900 青森市文化会館 青森県幼児音楽研究会

12/7 世界遺産をめざす縄文文化講演会 13：00～ - アスパム５階「あすなろ」 青森県考古学会事務局

12/9
青森市講演会「地球温暖化とわが国のエネルギー問題」
「どうなる！これからの日本！」

17：30～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール
青森商工会議所､青森県､
資源エネルギー庁

12/12 13：00～

12/13 10：00～

12/13 2009シーズン　モヤヒルズ・スキー場開き 10：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

14：00～

16：00～

12/19～21 第3回あおもり環境まんが展 10：00～ - 青森市文化会館 大会議室 NPO法人 青森編集会議

12/20 映像の日　－映画を無料で鑑賞「オランダの光」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

12/20～22 明の星短期大学　美術部展 9：00～ - アスパム２階エネルギー館 青森明の星短期大学美術部

12/23 12：00～

12/24 10：00～

1/10 映像の日　－映画を無料で鑑賞「天国への階段」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

12/14 卒業ファッションショー - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森中央文化専門学校

第40回東郡児童美術展（絵画・版画） - 青森市民美術展示館
東郡小学校教育研究会図
工部会

平成20年度　青森県高等学校文化連盟東青地区美術・
書道・写真展

- 青森市民美術展示館 青森県高等学校文化連盟

第26回青森市私立幼稚園絵画展 - 青森市民美術展示館 青森市私立幼稚園協会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  
  

  

  

  

  

  
  

イイベベンントト情情報報  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■平成２０年１１月２０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。 

 

 

 毎年３日間だけ行われる特別イベント『八甲田ウォーク』は、今回

で１９回目を迎えます。除雪したての高さ最高９ｍにも及ぶ雪の回廊

（酸ケ湯～谷地間約８km）を歩いた後は、温泉入浴を楽しめます。 

 今まで一律料金でしたが、今回は小学生以下のお客様が５００円引

きの４,５００円で参加できます。是非ご家族揃ってご参加ください!!
 

★会 期  平成２１年 3/29(日)･30(月)･31(火) 

★参加料  一般 ５,０００円（各コース共通） 

※小学生以下 ４,５００円 

★コース  ○青森出発コース ○弘前出発コース 

○八戸出発コース ○五所川原出発コース 

○往復 16km コース(青森出発) 
 

※詳細・お申込については、次号でお知らせします。 

 

 
 

毎年恒例の『青森市経済懇談会・

あおもり応援隊合同会議』を年明け

１月に開催いたします。東北新幹線

新青森駅開業を間近に控えた、青森

市のこれからについて考え、語り合

います。 

 

◎日時：１月１５日(木) 

    １６時～ 合同会議 

    １８時～ 懇親会 

◎場所：東京都 

「虎ノ門パストラルホテル」


