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「接客マナー向上セミナー」を終えて…
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第２弾を
乞うご期待！

去る１１月１１日、「好感を持たれる接客マナー向上セミナー」を開催しました。
会員の皆様から多数のご参加をいただき、誠にありがとうございました。
今回は昨年までとはひと味違い、地元の観光施設などで日頃お客様と接している実務者をパネラーとして紹
介し、具体的な話も聞くことができるセミナーを実施しました。
９７名の参加者は、観光情報もお客様へのサービスの一つであることから、青森の良さを再認識し、お客様
に紹介できるような自分なりの「おもてなしの心」を見つけるため、真剣に講師の講演を聞き、各施設の具体
例に感心していました。
参加者からのアンケートでは、「役に立った」
「今まで行ったことがない施設だが、興味がわいたので是非行
ってみたい」
「初心に戻って勉強したい」と好評で、意欲的な意見をたくさんいただきました。
また、「もっと具体的に、踏み込んだ話が聞きたい」といったご意見もございましたので、次回のセミナーに
活かしていきたいと思います。
このセミナーはシリーズとして継続していき、次回第２弾は、来年２月上旬を予定しております。
詳細が決まり次第お知らせいたします。

講師

中崎良次さん

熱心に話を聞く参加者

＊はやて開業一周年記念＊

あったか北東北ミュージアム
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
ＪＲ東日本では東北新幹線「はやて」開業１周
年を記念し、冬の北東北を心感していただくため、
体感ブースや郷土芸能ステージなど様々なイベン
トで北東北の魅力をアピールします。
鉄道グッズ、駅弁、名産品などのイベントも同
時開催し賑やかなイベントになりそうです。
●と き １１月２８日(金)〜１２月１日(月)
●ところ ＪＲ東京駅 丸の内北口ドーム
※ミスねぶたによる観光ＰＲや、津軽三味線演奏
などを予定しています。

パネラーの皆さんを交えて

今度は福岡で、12 月にキャンペーン開催
青森の冬の魅力を紹介するため、１２月１０日(火)〜
１２日(金)の３日間、福岡市で青森市観光キャンペーン
を開催いたします。
ミスねぶたによる観光ＰＲやパンフレット配布、津軽
三味線のミニコンサートを行います。
また、旅行会社、報道機関へ表敬訪問し、旅行企画の提
案をして参ります。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 日 程 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
12/10
みちのく夢プラザでキャンペーン
12/11・12 キャナルシティでキャンペーン
12/11
ＮＨＫ福岡 テレビ番組出演
12/12
天神エフエム ラジオ番組出演

一番町三越デパート前

去る１１月１９日から２１日まで、東北新幹線八戸駅開業１周年を記念し、
仙台市の一番町三越デパート前での街頭キャンペーンや地元テレビ番組出演、
旅行代理店、出版社などを訪問し、青森市の観光キャンペーンを実施して参り
ました。
津軽三味線の演奏のほか、ミスねぶたの舘山久美子さんによる人気イベント
「八甲田ウォーク」、これから多くの旬を迎える「七子八珍」など冬の青森の紹
介や観光パンフレットの配布、来青を呼びかけました。

仙台あおもり応援隊員
小関省吾さんを訪問

小関さんよりご紹介いただいた、全国の中小企業家が集う「第３１回青
年経営者全国交流会」は、今年９月青森市で開催され、延べ９００人を
超える参加者となりました。ご紹介ありがとうございました。

仙台あおもり応援隊のメンバーである青森県出身の小関さん
のお店を訪問しました。青葉区・一番町通り近くの稲荷小路に３
軒のお店を持ち、それぞれの店で特徴があるそうです。
今回お邪魔した「北の一本店」は平日でも満席状態。料理は店
の名前通り、北海道・東北の美味しい物を厳選して出しており、
メニューは小関さん本人が各地へ足を運んで集めたこだわりの
素材を使ったものばかり。また、店の天井には樹齢１００年以上
にもなる柱が張り巡らされており、珍しい内装と美味しい料理に
楽しい時間を過ごさせていただきました。
皆さんも仙台へ行った際は、足を運んでみてはいかがでしょう
か。
●北の一チェーン「北の一本店」
「旬家酒燈北の台所」
「北の地料理じょじょや」
暖かい雰囲気の店内

北の一チェーン代表
小関省吾さん

「北の一本店」

★ 七子八珍ニュース ★
「七子八珍お食事モニター」今年も開催
七子八珍料理がお得な価格で食べられる「お食事
モニター」に参加しませんか？
昨年好評でした「お食事モニター」を今年も開催
します。お食事日時は平成１６年２月中旬を予定。
参加店・申込方法など詳細が決まり次第、お知ら
せいたします。

詳細は次号で！

七子八珍アイディア料理コンクール
七子八珍を広く市民の方々に知っていただくために、
アイディア料理のレシピを募集します。応募締切は平成
１６年２月上旬、審査発表・表彰式は２月下旬を予定。
ご家庭で食べているおいしいレシピ、こんな食べ方もあ
るというオリジナルな料理など、たくさんのご応募お待
ちしております。応募方法など詳細が決まり次第、お知
らせいたします。

■来年の青森ねぶた祭に向け、基本方針の策定がスタート
平成１６年度のねぶた祭開催に向けて、運行に関することや観光客の受け入れ態勢など今年の反省点を協議し、
より良い祭りを目指すため検討していく拡大総務委員会が始動しました。
今後、各委員会での問題点を整理し、基本方針を作成していく予定です。

１２月コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間 参加人数

会場

主催
㈱富士通青森システムエ
ンジニアリング

5

7-dj.com無料セミナー 「あなたの会社を強くす
13：30〜
る！ブロードバンド活用術」

5

第9師団第26回定期演奏会

6

青森市手をつなぐ親の会 第41回クリスマス大会 13：00〜

500 青森市民文化ホール

青森市手をつなぐ親の会

12

第23回ＪＡ青森県大会

13：00〜

800 ぱ・る・るプラザ青森

青森県農業協同組合中央会

13

将来の夢フォーラム・子どもの創造性育成発表会 13：30〜

750 ぱ・る・るプラザ青森

(社)発明協会青森県支部

20

青森県精神病院協会設立４５周年記念講演

500 ぱ・る・るプラザ青森

青森県精神病院協会

20
21

18：00〜

第36回東北地区高等学校演劇発表会

14：00〜
9：30〜
10：00〜

100 アウガ５階・ＡＶ多機能ホール
2,000 青森市文化会館

1,500 青森市文化会館

第9師団司令部広報室

東北地区高等学校演劇協
議会・大会事務局

１２月イベント情報
開催日

イベント名

時間 参加人数

会場

主催

10/12〜14 収蔵資料展「うるしと器」−雑器・蒔絵・螺鈿−

9：00〜

- 青森市歴史民俗資料館「稽古館」

青森市歴史民俗資料館「稽古館」

11/13〜14 郷土館ギャラリー

9：30〜

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

9：00〜

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

9：00〜

- 「道の駅」ゆ〜さ浅虫

青森まんがフェスティバル
実行委員会

3〜7 ＮＨＫ青森文化センター「新日曜写真塾」写真展

9：00〜

- アスパム２階エネルギー館

ＮＨＫ青森文化センター新
日曜写真塾

6・7

9：30〜

- 中央市民センター

中央市民センター

9：00〜

- アスパム２階エネルギー館 エネルギー館

11/15〜2/15

小館善四郎展

木・草・果実を材料とした健康酒展

11/22〜14 青森まんがフェスティバル2003

中央市民センターまつり

9〜14 キャプテン・ジーオスペシャル Ｎｏ．25
13

2004シーズン モヤヒルズ・スキー場開き

13

映像の日 −映画を無料で鑑賞「イマジン ＩＭＡＧＩＮＥ」 14：00〜

13・14 フリーマーケットｉｎワンダーネスト

10：00〜
9：00〜

- モヤヒルズ
25 国際芸術センター青森
- ワンダーネスト

モヤヒルズ
国際芸術センター青森
みちのくリサイクル運動市民の会

14

未来デザイン県民会議「知事とのわいわいミーティング」 14：00〜

200 アウガ５階・ＡＶ多機能ホール 県政策推進室

16

第3回高校景観デザインコンテスト

300 アウガ５階・ＡＶ多機能ホール 県文化スポーツ振興課

18〜1/18 企画展 生誕100年記念 北畠八穂展

13：00〜
9：30〜

20〜23 トールペイント・絵画・木彫り・刺しゅう・やきもの 五人展 9：00〜
21〜23 パムパムくん登場！ハンドベルコンサート
28

ＰＫＪライブ2003

10：00〜
13：50〜
16：00〜

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

- アスパム２階エネルギー館 ニューショット文化部
- アスパム１階イベントホール 青森県観光物産館アスパム
400 青森市民文化ホール

ＰＫＪパワフルキッズ・ジャズダンス

■平成１５年１１月２１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１６年１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。

