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◆◇◆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/

2/10(土)〜12(月・祝) 午前 10 時〜午後 4 時

ｉｎ 合浦公園

※今年から会場が移ります

今年の青森冬まつりは、会場をこれまでの青い海公園から合浦公園へ移して開催します。

◆大人気！大型すべり台は、６ｍもの高さで迫力満点♪
◆雪上運動会（大玉ころがし、スノーシューダーツ、ミニそりレース）にチャレンジ！
◆雪だるまコンテスト開催☆自分で作った雪だるまの写真を応募しよう（2/16 必着）
他にも、棒パンコーナー、親子で作れる雪だるま製作コーナー、協力団体ＰＲコーナーなど家
族そろってお楽しみいただけます。１０・１１日は恒例の雪合戦選手権大会も開催されます。
皆さまのご来場をお待ち申し上げます。

お申し込みはこちら！（受付時間 AM9:30〜PM6:00）

日専連旅行センター
毎年恒例となりました３日間だけ行われる特別イベ
ント『八甲田ウォーク』は、３月２０日(火)まで申込
を受付しています。
除雪したての高さ最高９ｍにも及ぶ雪の回廊（酸ケ
湯〜谷地間約８km）を歩いた後は、酸ケ湯温泉または
奥入瀬渓流グランドホテルにて温泉入浴で疲れた体を
癒せます。皆さまのご参加をお待ちしております。

◆会 期
◆参加料
◆コース

TEL.017‑735‑1154

３／２９(木)・３０(金)・３１(土)
５,０００円(大人・子ども・各コース共通)
○青森出発コース ○弘前出発コース
○八戸出発コース ○五所川原出発コース
○往復 16 ㎞コース（青森出発）

インターネットからも申込可能〜２４時間受付ＯＫ!!〜
協会ホームページ「あおもり案内名人」 http://www.atca.info/
リーフレット兼申込書がありますので、お問い合わせください。(社)青森観光コンベンション協会 TEL.017‑723‑7211

日
時
内
容
参 加 料
申込方法

１月１４日(日) １０：００〜１０：３０受付
田茂萢岳山頂ルートをスノーシューで散策 体験終了時間１５：３０予定
２,０００円（当日支払い。ロープウェイ往復料金・昼食代は各自負担）
１月７日(日)までに「八甲田パーク」
（TEL.017‑738‑8591）にお申し込みく
ださい（受付時間 ９：３０〜１６：００）

−八甲田＆浅虫のスノーハイキング 参加者募集−

雪にはまってみたり…

日
時 １月２１日(日) ９：００〜９：３０受付
内
容 浅虫森林公園をスノーシューで散策 体験終了時間１３：００予定
参 加 料 １,０００円（当日支払い。浅虫温泉入浴券を含む。汁物を準備しますの
で、おにぎりなどをご準備ください。
）
申込方法 １月７日(日)までに「浅虫温泉旅館組合」
（TEL.017‑752‑3259）にお申し
込みください（受付時間９：３０〜１６：００）

※スノーシュー・ポールは貸し出しいたします。ウェアー等は各自で準備願います。また、天候等によりコース変更がございます。
※スノーシューとは、日本の「かんじき」のような、雪上歩行具です。

『広報あおもり１月１日号』
（12/28〜30 配布予定）でも、詳細がお知らせされます。

今年度も参加者 1,000 名を越える全国大会など、多数
のコンベンションが開催されました。来年度も様々な全
国大会・東北大会などが開催され、多くの方が青森市を
訪れます。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑平成 19 度の開催予定‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
4/9〜12 「第 40 回原産年次大会」
4/19〜21 「第 93 回日本消化器病学会総会」
5/31〜6/1「第 56 回全国美術館会議総会」
7/13・14 「全国女性建築士連絡協議会」
7/14・15 「第 20 回ＪＣＯＡ学会」
7/21・22 「日本女性薬剤師会東北ブロック大会」
8/24・25 「第 12 回日本難病看護学会学術集会」
9/1・2
「日本家族看護学会 第 14 回学術集会」
9/13・14 「東北･新潟･北海道ﾌﾞﾛｯｸ点字図書館連絡協議会」
10/24〜26「全国工業高等学校長協会第 55 回研究協議会」
10/25・26「不動産公正取引協議会連合会 幹事会･理事会･総会」
11/23〜25「第 46 回日本網膜硝子体学会総会」
（12 月 18 日現在の情報です）

郷土の食文化の向上、地域活性化、並びに青
森のイメージアップを目指すとともに食の安
全・安心を提供することを目的に設立します。

４月１日スタート！会員募集中!!

本年も、当協会の事業活動にご支援・ご協力い
ただき誠にありがとうございました。
これからもコンベンションニュースでは、当協
会の活動状況、イベント情報等を掲載して参りま
すので、今後ともご活用いただければ幸いです。
当協会ならびに青森駅前の青森市観光案内所
は、１２月２９日(金)〜１月３日(水)まで年末年
始のお休みとさせていただきます。来年は１月４
日(木)より業務を開始いたします。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様、良いお年をお迎えくださいませ。

イベント･コンベンションカレンダー
開催日

イベント名

11/19〜1/28 企画展「帰化植物標本展」

12/9〜1/14 大西伸明展「Desktop,Dress,Gray」
12/19〜1/14 特別展「郷土玩具展−北彰介コレクションを中心に」

時間
9：00〜
10：00〜
9：00〜

参加人数

会場

主催・問い合わせ

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

- 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

- 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

1/1〜8

アスパムお正月イベント

9：00〜

1/2

モヤヒルズもちつき大会

13：00〜

250 モヤヒルズ

1/4

平成19年 新年祝賀会

15：00〜

- ホテル青森

青森市・青森商工会議所・
青森市浪岡商工会

1/4〜4/1 冬の展示「版画の中のものがたり」

9：30〜

- 棟方志功記念館

棟方志功記念館

1/7

平成18年度 青森市成人式

1/14

アスパムフリーマーケット

1/18

2007・冬 日本原燃ふれあいコンサート

18：30〜

1/19

第2回とうほく食育トーク （東北地域食育シンポジウム）
「食は生きる力のみなもと」

13：00〜

1/27

第8回「男・女（ひと）が輝くカダール講座」
「かけがえのないわたし・あなた」〜絵本の中の主人公たち〜

11：30〜
9：00〜

10：00〜

3,000 青森産業会館
-

アスパム１階イベントホール他

2,000 青森市文化会館

モヤヒルズ

市教育委員会社会教育課
青森県観光物産館アスパム
日本原燃㈱

250 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 東北農政局青森農政事務所
- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市

1/27

筒井南小学校吹奏楽部ニューイヤーコンサート

未定

1/28

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

9：00〜

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール

ＮＰＯ法人あおもり男女共同
参画をすすめる会

1/29〜3/25 「新収蔵資料展」

1/30

市民活動企画展 公開講座
心と体のリフレッシュ「気功太極拳にチャレンジ！」

10：30〜

1/30

ＪＡ共済「親と子の交通安全ミュージカル」

10：30〜

2/1〜28 七子八珍食べある記キャンペーン
2/3〜25の
土日祝のみ

2/11
2/18
2/24
2/24

各々

200 青森市民文化ホール

1,000 青森市文化会館

ＪＡ共済連 全国本部

- 七子八珍キャンペーン参加店 (社)青森観光コンベンション協会

第4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

ご入学おめでとう大会
第5回 青森県民謡グランプリ
東奥保育・福祉専門学院 第24回音楽発表会

13：00〜
12：00〜
13：30〜
14：00〜

2,000
2,000
300
2,031

青森市文化会館
青森市文化会館
青森市民文化ホール
青森市文化会館

東北電力 親子名曲コンサート オーケストラにでかけよう

青森市立筒井南小学校吹奏楽部

ほたる湖冬祭り実行委員会
㈱東奥日報社
青森放送㈱
東奥保育・福祉専門学院
東北電力㈱青森営業所 総務課

■平成１８年１２月１８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。

