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冬の恒例イベント『青森冬まつり』の開催日が決定しました。今回の大型雪像は童話の

のお城とかぼちゃの馬車・「３匹のこぶた」のお家が登場。夜はライトアップされます。

他にも、みんなで作れる「雪だるま製作コーナー」など家族で楽しめるイベントも 

たくさんあります。 

    開会式        

2/10 午前 10 時～ 

大型雪像前で開催 

ペットボトル灯籠＆   
  イルミネーション  

夜は灯りで楽しもう 

  大型すべり台   
大人気！高さ６ｍの 

スベリ台は迫力満点！

   大型雪像    

高さ３ｍ×横３ｍの 

雪像が６基登場

  棒パンコーナー   
みんなで食べよう！ 

１本２００円 

雪上運動会・ザ・雪王
大玉ころがし等参加型

スポーツイベント

 

 

 

 

*** お申込は *** 

平成１７年12/1～ 

平成１８年3/20 

日本市民スポーツ連盟公認大会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：平成１８年３／２９(水)・３０(木)・３１(

参加料：5,000 円（税込） 大人・子ども、各コース

【弘前出発コース】【往復 16 ㎞コー

４月１日の八甲田・十和田ゴールドライン一般開通を

れる特別イベント『八甲田ウォーク』の申込がいよいよ

除雪したての高さ最高９ｍにも及ぶ雪の回廊(酸ヶ湯

きます。ウォークの後は、酸ヶ湯温泉または奥入瀬渓流

温泉入浴で疲れた体をゆっくり癒せます。 

今回から、青森・八戸出発の他、弘前からの出発コー

ースが加わり、日本市民スポーツ連盟公認大会となりま

 ※詳細は同封のチラシをご覧くださ

平成１８年２／１０日(金)～１２

会場：青い海公園 時間：午前９時

        ※２／１０は午

 

 

 

 ◆◇◆ 今冬の開催日決定!! ◆◇◆
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月７・８日に「第１５回国際ミーティング・エキスポ(ＩＭＥ2005)」が東京国際

ます。ＩＭＥとは日本で唯一のコンベンション総合見本市です。青森県コンベンション

青森での全国大会・学会の開催誘致につながるようＰＲして参ります。 

第１５回 国際ミーティング・エキスポ（ｉｍｅ２００５） 
新鮮な出会い、そして未来への挑戦 ～コンベンションの明日が見える～ 

２００５

会場：東京国
◆◇◆お問い合せ◆◇◆ 

人 青森観光コンベンション協会

0823 青森市橋本 2-2-17 

  青森県商工会館 4F 

7-723-7211 FAX 017-723-7215 

ページ http://www.atca.info/
ターネットからも

申込可能！ 

tp://www.atca.info/

世界より「シンデレラ」

 

金) 

共通 

ス(青森出発) 】

前に３日間だけ行わ

始まります。 

～谷地間約８㎞)を歩

グランドホテルにて

スと、往復１６㎞コ

した。 

い。 

日(日) ３日間 

～午後７時 

前１０時～

中心商店街 

 

１２月１日(木) 

～２月１４日(火)

 
 

２月１０日(金) 

～１４日(火) 

 縄文スタンプ加盟店

２倍セール 

 光のプロムナード

フォーラムで開催され 

推進協議会として出展し、

年１２月７日(水)・８日(木) 

際フォーラム 展示ホール



韓国でインバウンドセールス
 

 

 

観光キャンペーンｉｎさいたま
～青森の冬季観光をＰＲ～ 

去る１１月６日～９日まで、ホテル関係者・市観

光課と共にソウルの旅行社を中心に訪問し、青森市

をＰＲして参りました。青森市の助成制度や、八甲

田山スキー場・モヤヒルズの説明をし、青森への送

客を依頼いたしました。 

また、１１月８日にはロッテホテルで開催された

ソウル４道県事務所主催の商談会にも参加いたしま

した。商談会は旅行社・マスコミ関係社が６４社参

加しており、そのうち２８社ほどの方々と面談し、

様々な青森のセールスができました。 

 １１月５・６日に、さいたま市のショッピングモー

ル「ステラタウン」で、冬の青森と八甲田ウォークを

ＰＲして参りました。津軽三味線ライブとミスねぶた

による観光ＰＲを、２日間で５ステージ行いました。

野外ステージであいにくの雨模様にもかかわらず、

最後まで熱心にステージをご覧いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催

12/3 青森市手をつなぐ親の会　第43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

12/3 裁判員制度全国フォーラムｉｎ青森 13：30～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール ㈱東奥日報社

12/20 有機農業＆バイオマスフォーラム 13：00～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県食の安全・安心推進課

12/22 第3回青森県地方分権シンポジウム 13：00～ - 青森グランドホテル 青森県政策調整課

12/23 クリスマスこども大会 13：30～ 2,100 青森市文化会館 ㈱東奥日報社

1/28 平成17年度　読書活動推進県民大会 10：30～ - ぱ・る・るプラザ青森 青森県生涯学習課

  

イイベベンントト情情報報 

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催

9/13～12/27 企画展Ⅱ「棟方志功と青森」 9：30～ - 棟方志功記念館 棟方志功記念館

10/30～12/18 企画展「埋蔵文化財が語る青森市の歴史」 9：00～ - 青森市歴史民俗展示館「稽古館」 青森市歴史民俗展示館「稽古館」

11/20～2/26 帰化植物標本店 9：00～ - 青森市森林博物館 青森市森林博物館

12/3 初級学習者のための「話してみよう韓国語」青森大会 13：00～ - 青森市文化会館　大会議室 青森県文化観光部国際課

12/4 平成17年度　人権作文コンテスト発表会・映画上映会 13：00～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県人権擁護委員連合会

12/5 エネルギーと環境に関する講演会 15：30～ - ホテル青森 青森商工会議所

12/9～1/18 特別展　十腰内文化展 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

12/10 2006シーズン　モヤヒルズ・スキー場開き 10：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

12/11 緑と花のまちづくりをテーマとしたコンクール表彰式 14：00～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール
青森市緑と花のまちづくり推進市
民協議会・青森市緑と花推進課

12/13
家計講習会　－ライフプランをしっかりたてて実りあ
る暮らしを！ー

10：00～ 100 中央市民センター３階大会議室 青森市消費生活課

12/15 第5回高校景観デザインコンテスト 13：00～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県都市計画課

12/17 映像の日　－映画を無料で鑑賞「チャイコフスキー」 14：00～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

12/18 八甲田丸船内フリーマーケット 9：00～ - 八甲田丸船内多目的ホール みちのくリサイクル運動市民の会

1/4～3/26 企画展Ⅲ「棟方志功と佛（ほとけ）」 9：30～ - 棟方志功記念館 棟方志功記念館

1/8 平成17年度　青森市成人式 11：30～ 3,000 青森産業会館 青森市教育委員会

1/8～3/12 寄贈資料展　－昭和のくらしを支えた品々－ 9：00～ - 青森市歴史民俗展示館「稽古館」 青森市歴史民俗展示館「稽古館」

1/14 映像の日　－映画を無料で鑑賞「パパってなに？」 14：00～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

1/20～3/26 「新収蔵資料展」 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

1/21 2005　45ｔｈＡＣＣ　ＣＭ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ 13：00～ 500 ぱ・る・るプラザ青森 全日本シーエム放送連盟

 

■平成１７年１１月２２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。 

■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。 


