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「青森ねぶた祭団体観覧席」
○受付開始日 平成１４年４月１０日(水)９：００より（これ以前の受付はしません）

○申込人員  １０名様以上 

     ［運行コース］ 

（パンフレット、予約金、税込み） 

会窓口、またはＦＡＸにて、申込用

○料金     １名様２，５００円

○定員     １日あたり１１，０００席予定 

○申込方法  (社)青森観光コンベンション協

紙に氏名、住所、電話番号、団体名、人数、宿泊先を明記し

申し込んでください。電話での受付は一切しません。申込の際

には１名様あたり２００円の予約金が必要です。 

※専用の申込書がございますので、お問い合わせ下さい。 

■青森ねぶた祭

もねぶた・大型ねぶた合同運行  

た合同運行 

■運

全体にねぶたが待機し、一斉に全てのねぶたが動き出します。 

。 

《期間２００２年３／３０～５／６》 
期間中、右の地図に記された温泉に入浴すると、

「湯

、２回目・３回目の日帰り入

浴

甲

スケジュール予定 

８／２，３   18:50～20:05 子ど

８／４～６   18:50～20:05 大型ねぶた連合運行 

８／７     13:00～14:15 子どもねぶた・大型ねぶ

行方法 

  運行コース

  そのため、運行コース沿道では待ち時間なくねぶたを観覧することができます

  号砲の合図でねぶた運行終了となります。 

 

青森春まつり開催 ４月２0 日(土)～5 月 5 日(日)

ア 

合浦公園 ：ボン

野木和公園：

  
先般、青森の開花予想が発表されました。市民の憩いの場でもある、青森市 

合浦公園並びに野木和公園において恒例の春まつりを開催いたします。 

 ※天候などにより内容を変更する場合もございます。 
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■個人観覧席について

  １０名様以下の場合

詳しくは６月中旬以降
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八甲田・十和田ゴールドライン開通フェ

 

 

 

 

 

 

めぐり天国パスポート」がもらえ、１回入浴ごとに

スタンプが１つ押されます。スタンプを３つ集めて応募

すると、抽選で「ペア温泉宿泊券」他青森のおいしい

もの（りんご、ほたて、青森ヒバお風呂セットなど）が 

３０名様に当たります！ 
さらにパスポート提示で

料が１００円割引（子供は５０円割引）になります。 
さあ、お得なパスポートを使って、温泉めぐりで八

田の春を肌で感じてみませんか？ 
◆観光とコンベンションのお問い合せ◆ 

社団法人 青森観光コンベンション協会 

〒030-0822  青森市中央 1-25-9 

アクサ青森ビル６Ｆ 

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

ホームページ http://www.acpa.gr.jp/
発売開始  

ボリ点灯・桜のライトアップ 

5 日 18 時～21 時  

国道４号

住友生命

ホテル青森
旧
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務
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り

市役所 NTT

 
７／１より個人席を発売致します。 は

にお問い合わせ下さい。 

18 日～5 月 5 日 18 時～24 時 

ボリ点灯 

19 日～5 月
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平成 1３年度仙台あおもり応援隊例会を開催 
 

仙

台

をはじめ、佐々木市長より北方都市会議が

成

平成１３年度「学会誘致の為の懇談会」を開催

ざいます。 

ＨＰを大幅に改定いたします。 

した。 

「ご意見」など、皆様の要望を吸収・反映していきたいと考えております。 

も、今後 6 カ月の期間は閲覧可能です。 

 
 
 
 
 
 

３月６日、仙台市のかんぽヘルスプラザ仙台において２回目の

あおもり応援隊の例会を開催したところ、仙台在住の２６名の参

加をいただきました。 
例会では、梅内会長

功裏に終了した報告など、青森市の現況を説明いただき、参加

者との意見交換が行われ、充実した例会となりました。 

 
３月１３日、青森国際ホテルにおいてコンベンション誘致のため

の

コンベンション開催支援助成金制度」につ

い

に参加された方は勿論、一緒に訪れた奥様

な

（社）青森観光コンベンション協会事務局より 

４月イベント・コンベンションカレンダー 
開催日 者 

懇談会を初めて開催したところ、県内より学会に携わる２１名の

参加をいただきました。また、青森市からも齊藤産業部次長、青森

県から佐藤イベント・コンベンション推進室長、ならびに弘前・八戸・

むつ各市のコンベンションビューロー、協議会の担当の方々なども

出席されました。 
懇談会では、「青森県

て利用した上での意見、今後利用しようとされる方からの質問な

ど、コンベンション開催支援には大変期待をよせている制度である

ことが伺われました。 
また、「コンベンション

ど女性へのおもてなしの配慮が必要ではないか」という的確なご

意見もだされ、活発な懇談会となりました。 

いつも観光コンベンションニュースをご覧いただき、まことにありがとうご

インターネットの普及が急速に進むなか、４月から（社）青森観光コンベンション協会の

２月号に同封したアンケートでも、インターネットを利用した情報提供をのぞむ声が、数多く寄せられました。 

今回、当協会のホームページで大きく変更するのは「ＴＯＰページ」のデザインと掲載内容のスリム化をはかりま

今後は「会員専用ページ」の画面を新設する予定です。 

その画面では、皆様の「お得な情報・ニュース」や様々な

会員の皆様は、是非とも新しくなったホームページにアクセスしてください。 

尚、新しい HP アドレスは http://www.atca.info です。従来の HP アドレスで

 

 

大会名（参加人数） 開始時間 会場 主催

～７ 青森市民作品 道の駅「ゆ～さ浅虫」 道の駅浅虫温展 ９：００ 泉 

４ 第一青森会研修大会 (800) １  ２：３０ 青森市文化会館 第一生命青森支社

全国質流品！金融品大蔵ざら

(10,000) 

12～15 １ 社 Art Expo 2002 (400) １：００ 青森産業会館 アールビバン株式会

13～5/6 青森市近代版画と今純三展 浅虫」 ９：００ 道の駅「ゆ～さ 道の駅浅虫温泉 

１４ 第 19 回モーグルチャレンジコンテスト (64) １０：３０ 八甲田スキー場 八甲田リフト 

16～17 東北市議会議長会 (未定) １４：００ ホテル青森 青森市議会 

平成 14 年度寿大学・寿大学

性大学合同入学式、始業式式典 (1,200) 

23 回自治労全国水道大会 (250) 

19～22 大骨董市＆まる得市場 (5,000) １０：００ 青森産業会館 株式会社ミックプランニング 

２４ ２００２小松物産住設フェア (500) 未定 青森産業会館 小松物産㈱青森支店 

26～29 １０  骨董大市・棚卸大市 (10,000) ：００ 青森産業会館 有限会社 祭 

26～5/6 青森春まつり (250,000)  合浦公園・野木和公園 ション協会 青森観光コンベン

２７ ふるさとの心コンサート (900) １８：３０ ぱ・る・るプラザ青森 川村 鉄宰 

２９ チャリティー民舞歌謡ショー (2,000) 好会 １１：００ 青森市文化会館 青森津軽民謡愛

※以上の情報は平成１４年４月５日現在の情 更になる報です。都合上、日程・人数等が変 場合があります。 

５～８ 
え！「青森の市」

１０：００ 青森産業会館 シー・エム・シー株式会社 

１０ 春の食品フェア (1,000) ９：００ 青森産業会館 株式会社ヤマイシ 

１７ 
院・女性学級・女

１３：００ 青森市文化会館 青森市中央市民センター 

17～19 第 １３：００ 青森グランドホテル 全日本自治団体労働組合 

平成１４年５月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下さい。 

ひとつでも多くのコンベ ご協力お願いします。 ンションを支援していきたいと思いますので、情報がありましたらご提供ください。
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