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新幹線八戸駅開業に向け

◆観光とコンベンションのお問い合わせ◆
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.atca.info/

ぞくぞく！観光キャンペーン

東京駅ジャック■□■□■

今年も沖縄で開催

■□■□■

東京駅丸の内北口ドームが青森一色になります

「第４回青森の物産と観光展」

ＪＲ東日本とタイアップし、東北新幹線の始発駅である東京駅で
青森県の観光地や祭り、食、物産等を広くＰＲし、東北新幹線を
活用した観光客の誘客促進を図ります。

青森の恵まれた海の幸・山の幸や民芸品等
物品販売のほか、観光コーナーではパンフ
レットの配布やエージェントカウンターを
設置し、冬季観光客誘致を図ります。

平成 14 年 11 月 19 日〜25 日まで

実施期間：平成１４年１１月２５日〜１２月２日
ねぶたの展示（本年度「ねぶた大賞」受賞ねぶた）、郷土芸能、
観光パンフレットの配布、名産品、特産品の販売など、青森県が
満載のイベントです。

会場：那覇市
「沖縄三越」
昨年の様子

取扱店との懇談会を開催
１０月１日青森国際ホテルにおいて七子八珍取扱店の方々と
意見交換会を開催しました。今後、当協会の「おもてなし委
員会」では、ご意見をもとに県内外の人にこの活動をもっと
知ってもらうためのイベントを企画する予定です。

七子八珍ニュース
◆ＪＲ東日本が発行する旅の情報誌
「トランヴェール」に 七子八珍
五十二変化 として１１ページの
特集が掲載されました。
掲載紙：１０月号
◆七子八珍取扱店マップを制作して
います。ご希望の方は事務局まで

接客マナー向上セミナー開催

１０月は青森市内で、１，０００名を超えるコンベ
ンションが７大会も開催されました。
特に、参加者３，０００名を超える「日本女性会議
２００２あおもり」を始め、「第１７回整形外科学会
基礎学術集会」、
「第３８回全国不動産会議青森県大会」、
「第３８回青森県ＰＴＡ研究大会青森大会」等、日本
各地から多くの人が青森を訪れ、
「食べ物がおいしい」、
「また青森へ来たい」という声をいただきました。
当協会では、観光パンフレットの提供や歓迎看板の
設置等、サポート体制を充実させ今後もおもてなしの
心で来青者を迎えたいと思います。
大会などコンベンションに関する情報がございまし
たら、是非事務局までお知らせくださいますようお願
いいたします。

第 13 回八甲田ウォーク
来年は 3/29，30，31 の３日間開催！

講師と参加者が演ずる・見る・考える・議論する参加型講座
です。１２月の新幹線八戸駅開業により、これから青森市へ
もたくさんのお客様が訪れます。
「お客様の求める満足感」
とは何かを講師と一緒に考えませんか？
○と き 平成 14 年 11 月 5 日(火) 13:30〜15:30
○ところ 青森国際ホテル
○受講料 1,000 円
※定員になり次第締め切らせていただきます。
ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

春の幕開けイベントとして定着してまいりました
「八甲田ウォーク」の開催日が決定しました。
会 期：平成１５年３月２９日〜３１日
参加料：５，０００円（大人/子ども共通）
今回は、①青森出発（酸ヶ湯→谷地）、②八戸出発
（谷地→酸ヶ湯）の２コースあります！！
※受付は３月上旬予定

11 月イベント・コンベンションカレンダー
開催日
〜5

大会・イベント名
第49回菊花展

時間 参加人数
10：00〜

会場

- 嵯峨の弥

主催
嵯峨の弥

〜10

特別展「青森県の近代文学・大正期」

9：00〜

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

〜10

平山郁夫展「ユネスコ世界遺産を描く」

9：30〜

- 青森県立郷土館

青森放送・平山郁夫展実行委員会

9：00〜

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

道の駅「ゆ〜さ浅虫」

- 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

〜17

ブルースの女王 淡谷のり子展
秋のアーティスト・イン・レジデンス「ジェン
〜24
ダーとグローバリズム/柔らかな普遍性」
小学生のための学習室「くらしの道具」〜大
〜12/8
正・昭和初期の民具
〜12/25 浅虫水族館図画展・版画展
1〜4・10・
第38回青森市民文化祭
16・17・23

10：00〜
9：00〜
9：00〜
各々

青森市歴史民俗展示館 青森市歴史民俗展示館「稽古
「稽古館」
館」
- 青森県営浅虫水族館
青森県営浅虫水族館
-

19,000

青森市文化会館、青森市民文化 青森市、青森市文化団体協議会、
ホール、青森市民美術展示館
(財)青森市文化スポーツ振興公社

1

市民まちづくりフォーラム

13：30〜

1・2

あおもりデジタルワールド

10：00〜

1,000 青森国際ホテル

青森県中小企業団体中央会

2〜4

全国ろうあ青年研究討論会

14：00〜

1,200 県民福祉プラザ 他

（財）全日本聾唖連盟青年部

3

第49回日本鱗翅学会大会

9：30〜

100 ぱ・る・るプラザ青森

3

てんかん講演会

13：30〜

- 古川市民センター

5

接客マナー向上セミナー「おもてなしの心」 13：30〜

150 青森国際ホテル

目で見る初級心電図セミナー

13：00〜

250 青森市民文化ホール

日本てんかん協会青森県支部
青森県商工会議所連盟、(社)青
森観光コンベンション協会
心臓病看護教育研究会

6

青森県社会保険大会

13：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森

社会保険事務局

7

麻薬・覚せい剤乱用防止運動青森大会

13：30〜

600 ぱ・る・るプラザ青森

青森県健康福祉部薬務衛生課

8

第37回青森県養護教員研究大会

10：00〜

400 ぱ・る・るプラザ青森

青森県養護教員会

8

東経連フォーラムＩＮ青森「観光が地域（まち）を変える
〜新幹線と新しい地域産業としての観光を考える」

13：30〜

100 青森国際ホテル

（社）東北経済連合会

8・9

第1回青森県中学校総合文化祭

10：00〜

2,000 青森市文化会館

9・10

平成14年度北日本地域放射線技師学術大会 13：30〜

5・6

10

第42回はたらく女性の青森県集会

10〜12/15 特別展「帰化植物標本展」

10：00〜
9：00〜

200 アウガ5階・AV多機能ホール 青森市都市整備部都市政策課

300 ぱ・る・るプラザ青森
80 アピオあおもり
- 青森市森林博物館

青森県農業試験場

青森県中学校文化連盟
青森市民病院治療放射線部
第42回はたらく女性の青森県集会実行委員会

青森市森林博物館

11

第46回青森県農業委員大会

12：30〜

1,200 青森市文化会館

青森県農業会議

12

第51回青森県社会福祉大会

12：30〜

1,600 青森市文化会館

(福)青森県社会福祉協議会

平成14年交通安全青森県民大会

13：00〜

1,800 青森市文化会館

青森県交通対策協議会

平成14年度全国地下水利用対策団体連合会秋季大会 13：00〜

300 青森国際ホテル

13
13・14

特別展「今純三・今和次郎展 ふたりが描い
15〜1/19
9：30〜
た大正・昭和のくらしと風景」
16
赤十字ハートフルフェア2002
11：00〜

- 青森県立郷土館

全国地下水利用対策団体連合会

青森県立郷土館

500 アウガ5階・AV多機能ホール 日本赤十字社青森県支部

17

日本保健福祉学会第15回学術集会

10：00〜

- アウガ5階・AV多機能ホール 日本保健福祉学会第15回学術集会

18

青森県中山間地域活性化推進大会

13：00〜

300 アウガ5階・AV多機能ホール 青森県農林水産部構造政策課

東北定通制校長会

13：00〜

21・22
21・22

第32回こころの健康展

9：00〜

40 青森グランドホテル

青森県立北斗高校

1,000 アウガ5階・AV多機能ホール 青森市精神保健福祉親交会

22

平成14年度オープンカレッジ「家族の中の暴力と
13：00〜
は〜ドメスティック・バイオレンスを考える」

240 アピオあおもり

青森県男女共同参画センター

23

日本内科学会創立100周年記念市民公開講座 14：00〜

300 青森市文化会館

日本内科学会東北支部

23

東北地区子ども会育成研究協議会

13：30〜

300 ホテル青森

子供会育成連合会

平成14年度青森県農林水産祭

9：30〜

10,000 青森産業会館

23〜12/15 青森まんがフェスティバル2002

9：00〜

23・24
24

子供会育成研究協議会

24〜27 第18回寒地技術シンポジウム
25

9：00〜
9：00〜

住みよいまちづくりセミナー2002
13：00〜
2002あおもり伝統工芸・クラフト展「あおもり
29〜12/1
10：00〜
クラフトコンペ2002」
30
第4回アルツハイマーフォーラムＩＮ青森
13：30〜

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」
400 ホテル青森
2,400 青森市文化会館

青森県農林水産祭実行委員会
青森まんがフェスティバル実行委員会

子供会育成連合会
青森市雪総合対策課

260 アウガ5階・AV多機能ホール 青森県企画振興部市町村振興課
青森県・2002あおもり伝統工
- アウガ5階・AV多機能ホール
芸・クラフト展実行委員会
400 ぱ・る・るプラザ青森
エーザイ(株)

※平成１４年１０月２８日現在の情報です。都合上、日程・人数等が変更になる場合があります。

