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１等賞 １０，０００円分…５名様
２等賞 ３，０００円分…１０名様
３等賞 １，０００円分…２０名様

加盟を希望される方は当協会までお問い合わせください。

☆★広告協賛のおねがい★☆
１月１９日、青い海公園において「青森冬まつり」
の安全祈願祭を行いました。２月１０日に開催する冬
まつりの会場作りが進んでいます。
恒例の大型すべり台、大型雪像、参加型スポーツイ
ベントの他にも、お楽しみイベントがいっぱいです。
皆様のご来場をお待ちしております。

当協会では、青森へ来ていただいたお客様や大
会・学会などのコンベンション参加者へ提供するた
めの各種パンフレットを作成しております。
広告協賛をいただき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、事務局までご一報
くださいますようよろしくお願いいたします。
①青森市内ガイドマップ「よぐ来たねしぃ」
…３０万部発行予定
エ

ス

マ

ッ

プ

②協会会員の飲食店マップ「Ｓ−ｍａｐ」
…７万部発行予定
２月１０日(金)〜１２日(日)

青い海公園 (アスパム裏)
吹雪の中行われた
安全祈願祭

９：００〜１９：００
2/10 のみ 10:00〜19:00

当協会ホームページ『あおもり案内名人』は月間トップページビュー数２０，０００件のアクセスをいただ
いております。トップページに設けている『お得情報』の紹介は、当協会会員だけが無料で投稿できます。
貴社のセール情報等といったイベント情報を、ホームページから入力し簡単に掲載することができますの
で、ぜひご利用ください。
※入力するためのパスワードを発行しておりますので詳細については、事務局までお問い合わせください。
『あおもり案内名人』http://www.atca.info/

２月七日・八日は⁝

「七子八珍の店」加盟店募集中!!

「七子八珍の店」でお食事・お買い物をして応募ハガキ付
きチラシをゲット。この応募ハガキを送れば、抽選で３５名
様に「七子八珍の店」共通お食事券が総額１０万円分
当たります！
参加店は、市内のホテル、和食店、中国料理店、
居酒屋、仕出し店などの２２店舗です。
ぜひ、この機会に七子八珍をご賞味ください。

﹁七子八珍の日﹂

寒さの厳しい２月は、「七子八珍」の多くの
食材が旬を迎えます。昨年も好評だった『七子
八珍食べある記』キャンペーンを今年も開催し
ます。詳細は同封のチラシをご覧ください。

◆◇◆お問い合せ◆◇◆
社団法人 青森観光コンベンション協会
〒030-0823 青森市橋本 2-2-17
青森県商工会館 4F
TEL 017-723-7211 FAX 017-723-7215
ホームページ http://www.atca.info/

開通前３日間限定特別イベント！酸ケ湯〜谷地間 8.1 ㎞を踏破！

施設内の案内表示を翻訳しました
宿泊・観光施設内で使用する案内表示用の２９単語
(例：大浴場、両替、非常階段 etc.)を、英語・韓国語・
北京語・ロシア語の４ヶ国語で
翻訳したものをＣＤ−ＲＯＭに
まとめました。ご要望があれば
無料でお分けいたしますので、
事務局までご一報ください。

参加申込受付中です
◆会 期 ３月２９日(水)・３０日(木)・３１日(金)
◆参加料 ５，０００円（大人／子ども共通）
詳細・お申込は協会ホームページ
「あおもり案内名人」http://www.atca.info/ で

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

会場

参加人数

14：00〜

主催

2/7

平成17年度 青森市納税貯蓄組合支会合研修会

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市収納課

2/10

平成17年度 病院業務改善研究会

12：30〜

150 ぱ・る・るプラザ青森

弘前市立病院

2/21

経営革新講演会「中小企業の販売力強化法」

14：00〜

100 ラ・プラス青い森

青森地域雇用機会増大促進協議会

イベント情報
開催日

イベント名

時間

参加人数

会場

主催

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

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

1/8〜3/12 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」

9：00〜

- 青森県近代文学館

1/20〜3/26
1/28〜2/26

「三ツ谷平治・新収蔵資料展」−青き大陸・青き森に
紡いだ抒情−

青森県近代文学館

第3回浅虫温泉ほたる湖冬祭り

10：00〜

- ほたる湖（浅虫ダム）管理棟前 ほたる湖冬祭り実行委員会

2/1

市民活動企画展 本とビデオと映画で出会うカダール

10：00〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ

2/3

市民活動企画展 登録団体学習会「男なるもの 女なるもの」

13：30〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ

2/4

市民活動企画展 音楽夢講座

13：30〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ

の土日のみ

2/4〜26 特別展 あおもり新発見2005展

9：00〜

- 青森県立郷土館

2/5

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

青森県立郷土館

2/5

第24回青森幼児音楽発表会

10：50〜

400 青森市民文化ホール

青森幼児音楽研究会

800 ぱ・る・るプラザ青森

青森県立青森工業高等学校

2/9

明日を拓く 平成17年度青工高「研究成果発表会」

12：50〜

2/11

映像の日 −映画を無料で鑑賞「スイング・タイム」

14：00〜

2/12

ご入学おめでとう大会

13：00〜

2/13

商店街活性化セミナー

14：30〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森地域雇用機会増大促進協議会

2/16

講演会「放射線・放射能について考える」＆「放射線
10：00〜
の人体への影響について」

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 日本原子力文化振興財団企画部

2/18

郵便貯金感謝の集い

13：30〜

2/19

第4回青森県民謡グランプリ

13：00〜

2/25

優良運転者・交通安全功労者表彰式

11：00〜

2/25

第23回東奥保育・福祉専門学院 音楽発表会

13：30〜

2/26

第30回アスパムフリーマーケット

9：00〜

- アスパム１階イベントホール他 青森県観光物産館アスパム

2/26

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

2/28

起業家育成セミナー＆個別相談会

3/10

東奥保育・福祉専門学院 平成17年度卒業証書授与式

40 国際芸術センター青森
2,100 青森市文化会館

未定

㈱東奥日報社

ぱ・る・るプラザ青森

ぱ・る・るプラザ青森

青森市文化会館

青森放送㈱

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール （財）青森交通安全協会
300 青森市民文化ホール

18：00〜
未定

国際芸術センター青森

東奥保育・福祉専門学院

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森地域雇用機会増大促進協議会
未定

青森市民文化ホール

東奥保育・福祉専門学院

■平成１８年１月２０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。

