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◆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
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青森ねぶた個人観覧席７月１日より発売開始
１．発 売 日

７月１日(月)

２．発売場所

７月１日(月)〜６日(土)は右記旅行社等で販売しますが
残券は７月８日(月)午後１時から当協会で販売します。

ジェイティービー青森支店(TEL.017‑723‑3300)

３．販売枚数

おひとり様１０枚まで購入可能

日本旅行青森支店(TEL.017‑777‑3451)

４．料

１枚２，０００円(税込)

近畿日本ツーリスト青森支店(TEL.017‑723‑3461)

希望者に有料パンフレット(５００円)を販売します。

東急観光青森支店(TEL.017‑723‑3671)

８月２日〜６日の観覧席を販売します。

名鉄観光サービス青森支店(TEL.017‑776‑5291)

席は自由席となっておりますので予めご了承ください。

農協観光青森支店(TEL.017‑729‑8800)

■寺長前(本町)…イス席

ＪＲ東日本びゅうプラザ青森(TEL.017‑722‑6679)

■青い森公園前…桟敷席

青森市旅館ホテル協同組合(TEL.017‑777‑4850)

■日本生命・太陽生命ビル前…イス席

浅虫温泉旅館組合(TEL.017‑752‑3259)

金

５．観覧場所

右記各社営業時間より

発売場所…旅行社７社・旅館組合２社

※ 車 い す の 方 、 １ ０ 名 様 以 上 (団 体 観 覧 席 )の 場 合 は 、 当 協 会 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

去る 6 月 24 日ねぶたの里において、2002 ミスねぶたコン
テストが開催され、青森市の有馬千波野さんがグランプリに輝
きました。

（左側）

ミスねぶた

（中央）

ミスねぶたグランプリ

穐元里奈さん

（右側）

ミスねぶた

有馬千波野さん

鎌田理恵子さん

３人は、ねぶた祭の期間中ねぶた運行を先導、彩りを添える

首都圏｢あおもり応援隊｣の
隊員をご推薦ください
当協会に対して、観光ならびにコンベンションの誘
致情報を提供していただく為、首都圏と仙台市に「あ
おもり応援隊」を設立しています。隊員は、青森市出
身者あるいは青森市での勤務経験者など青森市ゆか
りの方々で、首都圏約１００名、仙台市約２５名で構
成されています。
年１回開催の定例会を始め、様々な機会を通じてた
くさんの情報を提供していただいております。事務局
では首都圏の「あおもり応援隊」の入隊希望者を募っ
ています。
首都圏で活躍される青森市ゆかりの方で当協会の
誘致事業に協力いただける方がいらっしゃいました
ら、ご推薦下さいますようお願い申し上げます。
詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい。

ほか、主催団体が行う年間イベント・PR 行事に参加します。今
後の活躍が楽しみですね。

青森市観光総合ガイド「Ｒａｓｓｅ」2002 年版完成
Ｒａｓｓｅ(ラッセ)は、青森市の見どころ、イベント案内、レジャーガイド
などを掲載したガイドブックです。是非青森市の観光ＰＲにお役立てください。
ご希望の方は、事務局までお問い合わせください。

■七子八珍®商標使用承認証交付式開催
去る 5 月 31 日青森商工会議所において、七子八珍取扱店の商標使用承認証
交付式を開催しました。当日は取扱店 31 社中 23 社が交付式に参加しました。
6/25 現在の取扱店は 34 社 51 施設となっております。
今後も｢七子八珍｣推進運動拡大のため、随時取扱店を募集いたしますので
詳細についてはお問い合わせください。
【取扱店】※順不同です
１．㈱ヤマイシ（山石亭、北乃庵） ２．青森ワシントンホテル（三十三間堂） ３．㈲柴舟（割烹柴舟）
４．㈲青森グランドホテル（あみもと、ベルビュー、パティオ、グランデュール）
５．みちのく料理西むら（西むら本店、アスパム店） ６．㈱百代（料亭百代、懐石なみうち）
７．㈱アーバンホームズ（中国料理 三海龍） ８．秀寿司 ９．㈱南部屋旅館（南部屋・海扇閣・魚心亭）
10．アップルパレス青森（レストランエピス、日本料理 京彩） 11. ホテルオクタ（郷土料理 おくた）
12．㈱ケイ・エムコーポレーション（北のまつり青森本店） 13.割烹 直 14．ホテル松園 15．㈲酒亭 和香
16．酸ヶ湯温泉㈱（酸ヶ湯温泉、八甲田ホテル） 17．㈱浅虫観光ホテル 18．ホテル青森
19．㈲中部食品（レストラン はまなす、農協会館レストラン、市役所地下食堂） 20．一八寿し 21．桜寿司
22．青森国際ホテル（若水亭、吉慶、ラ･ロンド、青森空港レストランひば） 23．飲み屋っこ とくとく
24．山寿し 25．和食処 藤紀 26．大衆割烹 三好屋 27．㈱恵比須屋 28．酒処 一福 29.居酒屋 五事
30.南部料理 田舎 31.郷土料理 いず味 32.お料理 菜のはな 33.㈲野呂家（日本そば わさび庵）34.割烹 粋楽

７月イベント・コンベンションカレンダー
開催日

大会・イベント名

時間 参加人数

1

青森県美容技術選手権大会

2

平成14年度青少年非行防止青森県民大会 13：00〜

5〜7

第17回あおもり堤川・花しょうぶ祭り

13：30〜
13：00〜

会場

主催

150 ぱ・る・るプラザ青森

青森県美容業生活衛生同業組合

500 青森市民文化ホール

青森県青少年・男女共同参画課

3,000 諏訪神社

堤川花しょうぶの会

7

AOMORIマラソン大会

9：00〜

1,460 合浦公園他

青森市

7

第15回健康まつり

9：00〜

2,000 青森産業会館

青森保健生活共同組合

2,000 青森市文化会館

青森県交通安全母の会連合会

10

第29回北海道・東北ブロック交通安全母親活動指導
者講習会、第23回交通安全母の会青森県大会

13：30〜

12

第11回あおもり映画祭

18：20〜

13

サンセットビーチあさむし海開き

13・14 北海道・東北地区栄養士

9：00〜
13：30〜

14

第46回東北柔道整復師会連合会青森県大会

9：00〜

14

第4回G．V．C杯ビーチバレー大会

9：00〜

19

小さな音楽会

18：30〜

19〜20 第8回日本看護診断学会学術大会
20

浅虫海づり公園フィッシング大会

900 ぱ・る・るプラザ青森

あおもり映画祭実行委員会

300 サンセットビーチあさむし
100 青森グランドホテル
400 青森市文化会館
− サンセットビーチあさむし
120 青森市民文化ホール

9：00〜

2,000 青森市文化会館

9：00〜

− 浅虫海づり公園

20・21 青森商工会議所 そろばん大会

15：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

20・21 第13回東北地区歯科医師親善大会

17：00〜

60 青森グランドホテル

20〜24 浅虫温泉ねぶた祭

19：30〜

1,000 浅虫温泉街

（社）青森県栄養士会
（社）東北柔道整復師会
G.V.C杯ビーチバレー大会実行委員会

小さな音楽会
第8回日本看護診断学会
青森市
日本珠算連盟
小川歯科
（社）青森観光コンベンション協会浅虫支部

21

第9回太極拳・剣フェスティバル

10：00〜

250 青森市民文化ホール

青森県太極拳協会

21

十四代珠算名人位決定戦

10：00〜

120 ぱ・る・るプラザ青森

日本珠算連盟

26

平成14年少年非行防止JUMP大会

13：00〜

550 青森市民文化ホール

青森県警察本部

26

第51回東北公衆衛生学会

9：30〜

300 アピオ青森

青森県健康福祉政策課

26

第61回日本産業衛生学会東北地方会

9：30〜

150 県民福祉プラザ

青森県健康福祉政策課

26・27 アジアこども会議
27・28 安潟港まつりﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会inｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁあさむし
29

未定
9：00〜

ハンガリー・プロムジカ女声合唱団青森公演14：00〜

130 ホテル青森

地球こどもクラブ
<共催>安潟港まつり実行委員会・青
500 サンセットビーチあさむし
森県ビーチバレー連盟
2,000 青森市文化会館
（財）青森市文化スポーツ振興公社

◇平成１４年８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、情報がありましたらご提供ください。ご協力お願いします。

