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◆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/
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今回で２５回目を迎えた青森冬まつりは、会場を中心市街地に移
し、２月７日(金)から１１日(火・祝)までの５日間、青森県観光物産
館アスパム「青い海公園」ならびに青森県庁隣り「青い森公園」を会
場に盛大に開催いたしました。
青い海公園では、子どもたちが「新幹線はやて」の雪像の中で遊ん
だり、スリルある雪のすべり台を何度も滑ったりと会場内は元気な声
が響き渡っていました。
青い森公園に飾った小学生の制作による約８００個のペットボト
ル灯籠は個性的な表情を見せ、見る人の目を楽しませていました。ま
た、２月８日の夜には「七子八珍まほろば鍋」がふるまわれ、１，０
００食以上があっという間になくなり、青森の味を堪能していまし
た。
両会場とも大勢の人で賑わい、期間中１１万４千人の人出を数える
ことができました。
これも偏に皆様のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
今後とも「冬でも楽しい青森市」創出の為、鋭意努力する所存でご
ざいます。

▲実物大の「新幹線はやて」の雪像

▲「おいしい」と大好評だった
七子八珍まほろば鍋

３／３(月)から受付開始！

参加者募集
４月１日の八甲田・十和田ゴールドライン一般開通を前に、除雪したての高さ最高９ｍにも及
ぶ雪の回廊(酸ヶ湯〜谷地間約８㎞)を歩くイベントです。コース内には数カ所展望台もあり、雄
大な八甲田連峰が望めます。ウォークの後は、お好みの温泉でゆっくり疲れを癒すか、ロープウ
ェーからの景色や、ねぶた体験を楽しむコースを選択できます。

3/29［土］30［日］31［月］
参加料：5,000 円（税込）

会期：平成１５年

大人・子ども、各コース共通

お申込受付は
3/3〜3/19
10:00〜17:00

※詳細は同封のチラシをご覧ください。
＊

『プレスツアー』で
貴社ＰＲをしませんか？

当協会では、３月２９日(土)、３０日(日)に首都圏・
仙台市等の出版社の方々に青森へお越しいただき、八甲
田ウォーク、三内まほろばパーク縄文時遊館を取材して
いただく『プレスツアー』を開催します。
このツアーは、冬季間の魅力を取り上げていただき、
青森への観光客誘致を目的としております。
３月２９日１７：３０より、プレスとの懇談会を開催
いたしますので、会員の皆様で参加希望の方は、是非事
務局までお問い合せください。（参加申込 3/15 迄）

当協会では、青森へ来ていただいたお客様へ提供する
ための各種パンフレットなどを作成しております。
広告協賛をいただいて作成しておりますので、広告に
ご協力いただける会員の方は、是非事務局までお問合せ
下さい。
①青森市内マップ「よぐ来たねしぃ」………年間 30 万部発行
エ ス マ ッ プ

②協会会員の飲食店マップ「Ｓ−ｍａｐ」…年間 7 万部発行
ラ

ッ

セ

③青森市総合ガイド「Ｒａｓｓｅ」…………年間 20 万部発行
④祭り健全化ＰＲうちわ「ねぶた祭」………発注本数 200 本〜

３月イベント・コンベンションカレンダー
■平成１５年２月２４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。
■掲載されている情報は、抜粋した情報になります。この他にもイベント等の情報がございますので、お気軽にお問い合わせください。
■平成１５年４月イベント・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。

開催日

大会・イベント名

時間 参加人数
10：00〜

会場

〜10

かまくら村

〜16

収蔵資料展「器とその形」〜籠・壷・鉢〜

9：00〜

-

〜30

収蔵資料展「青森県の川柳誌」

9：00〜

- 青森県近代文学館

主催

- ねぶたの里

ねぶたの里

青森市歴史民俗展示館
「稽古館」

青森市教育委員会
青森県近代文学館

1

男女共同参画センターオープンカレッジ「女性の
13：00〜
からだと健康〜心身の総合医療から〜」

230 アピオあおもり

青森県男女共同参画センター

1

第５回ウィンターフェスティバルinモヤヒルズ前夜
18：15〜
祭 花火大会

500 モヤヒルズ

ウィンターフェスティバル実
行委員会

1・2

2003みみの日市民の集いinあおもり

300

青森市ろうあ協会

1・2

総合福祉センターカルチャー展

13：00〜

1〜30 棟方末華と版画大賞入賞作品展

青森県聴覚障害者情報センター

9：00〜

- 総合福祉センター

9：00〜

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

道の駅「ゆ〜さ浅虫」
ウィンターフェスティバル実
1,500 モヤヒルズ
行委員会
120 アウガ5階・AV多機能ホール 国際ロータリー第2830地区

2

第５回ウィンターフェスティバルinモヤヒルズ

2

ロータリー情報後期研修会

2

NHK青森放送局 FM番組公開収録「あおもりクラ
14：00〜
シックアヴェニュー」

2

八甲田丸船内フリーマーケット

5

青森県都市計画カンファレンス２００３

13：00〜

270 アウガ5階・AV多機能ホール 青森県県土整備部都市計画課

9

エッセイコンテスト２００２表彰式・地球色の報告会 13：00〜

50 ウエディングプラザアラスカ 国際協力事業団東北支部ほか

9

スノーボードチャンピオンシップボーダークロス大会 10：00〜

14

３・１３重税反対全国統一行動青森集会

15

市民参加懇談会in青森（エネルギーシンポジウム） 13：00〜

15

第９師団第２５回定期演奏会

18：00〜

15

ホスピス・緩和ケアフォーラム

13：00〜

800 ぱ・る・るプラザ青森

14：00〜

1,000 ぱ・る・るプラザ青森

13：30〜

9：00〜

13：30〜

21・22 第１５回日本消化管撮影研究会青森大会
21〜23 自然石（水石）展示会

9：00〜

総合福祉センター

9：00〜

500 ぱ・る・るプラザ青森
- 八甲田丸

300 モヤヒルズ
1,000 青森市文化会館

NHK青森放送局
みちのくリサイクル運動市民の会

モヤヒルズ
青森民主商工会

200 アウガ5階・AV多機能ホール 内閣府原子力委員会
2,000 青森市文化会館

陸上自衛隊第９師団司令部

（財）日本ホスピス・緩和ケ
ア研究振興財団
青森県総合検診センター

- アスパム２階 エネルギー館 青森県にしき石愛好会

22

健康あおもり２１県民公開講座「糖尿病の管理と
15：20〜
眼の健康」

300 アウガ5階・AV多機能ホール （社）青森県医師会

22

就学前の子どもを持つ親の子育て学習講座「学
10：00〜
校って何だろう？」

100 アウガ5階・AV多機能ホール 青森市教育委員会社会教育課

23

環境講座「母なる太陽がなくなると」

11：00〜
13：30〜

23

平成１４年度三内丸山遺跡報告会

10：30〜

24

「青森県漁船海難防止大会」「第11回活力と魅力
10：30〜
あふれる漁村づくり青森県大会」

800 ぱ・る・るプラザ青森

25

「国の財政を考える」セミナー

100 アウガ5階・AV多機能ホール 東北財務局青森財務事務所

29〜31 第１３回八甲田ウォーク

13：30〜
8：30〜

各120 青森市中央市民センター 青森市環境政策課
300 青森県総合社会教育センター 青森県

2,160 酸ヶ湯〜谷地

●当協会ホームページ「あおもり案内名人」でも、観光コンベンションニュースを閲覧できます。ＵＲＬ

青森県漁村協同組合連合会

八甲田・十和田ゴールドラ
イン開通フェア実行委員会

http://www.atca.info/

●「あおもり案内名人」では当協会員のホームページを紹介しています。掲載をご希望される会員の方はお手数ですが、
①事業所名 ②担当者名 ③連絡先（住所・TEL・FAX） ④URL ⑤ホームページに掲載するコメント
を FAX またはメールにてお知らせください。

E‑mail aokanko4@jomon.ne.jp

