
 

 青森ならではの「おもてなし」を感じさせる実践的

接客サービスの指導、また青森ならではの海の食材を

用いた「青森らしい商品＝七子八珍(ﾅﾅｺﾊｯﾁﾝ)」開発・

提供による「観光客受け入れ力」の向上のためのセミ

ナーを開催いたします。 
 

 日 時：１０月２５日(木)１４時～１６時 

 場 所：青森県福祉プラザ 県民ホール 

 講 師：中﨑 良次(人材開発センター 代表) 

 対 象：七子八珍の会会員、青森市内の飲食店 
 

※お申込は(社)青森観光コンベンション協会 

  (ＴＥＬ．０１７－７２３－７２１１)まで 
 

 

 

青森おでんの会会員の飲食店などを紹介した『おでん

マップ』。マップを手に、それぞれの“青森生姜味噌おで

ん”をお楽しみください。 

 

 
 

１０月１０日おでんの日を記念し、イベントを開催します。 

●日時 平成１９年１０月１２日(金) 午後６時～午後８時 

●場所 パサージュ広場 

生姜味噌おでんの振る舞い、バンド演奏♪ 

おでんの歌“しょうが味噌おでんラプソディ”他 

／演奏・うた：Ｆ－Ｐｏｔ 

皆様のお越しをお待ちしております！ 

 

【お問合】 青森商工会議所（ＴＥＬ．０１７－７３４－１３１１）

  
９月３０日(日)青森市中央卸売市場で開催された

『市場まつり』に七子八珍も参加しました。 

 市場開設３５周年記念の 

『市場まつり』とあって、 

大盛況で多くのお客様がご 

来場していました。 

「七子八珍めしあがれ」の 

曲に合わせ子ども達による 

ダンスをステージで披露し 

たり、七子八珍に関するク 

イズ大会をしたりと、より多くの人たちが七子八珍を

覚えてくれるようにアピールして参りました。 

 １０月１・２日に、ホテル・観光施設関係者や市観

光課と共にソウルの旅行社・雑誌社・新聞社１２社へ、

青森市をＰＲして参りました。 

 青森市の助成金制度や、「八甲田ウォーク」、浅虫温

泉・八甲田でのスノーハイキングなど冬の観光の説明

もし、青森への送客をお願いいたしました。 
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７月１４日(土)から期間限定で運行していた『青森市観光ルートバス』は、９月１７日 

(月・祝) に試験運行を終了しました。期間中は約５,０００名余りの方々にご利用いただき、 

また大変多くの方にアンケートのご協力をいただきました。誠にありがとうございます。 

アンケートの結果を見ると、利用者の８割が県外からの観光客で、特に関東からの来青が 

４割にもなります。年代は４０代～６０代が６割強を占め、中高年層の観光への興味の高さ 

がうかがえます。ルートバスについては、時間帯・ルート・サービス面 

では多岐に渡り改善すべき点など様々なご意見がある反面、「継続して 

ほしい」「便利で快適」「とても良い企画だ」という好評価が多く見られ 

ました。 

皆様の利用状況やいただいたアンケート結果を参考に、新幹線新青森 

駅開業に向けてより良いルートや方法を検討していきたいと存じます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆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/

 
 

第１位 青森山田学園「聖人 聖徳太子」北村隆 作 

第２位 に組・東芝「石川五右衛門 命の叫び」村元芳遠 作

第３位 日立連合ねぶた委員会「道成寺」北村蓮明 作
 

たくさんのご応募ありがとうございました♪ 

おもてなし力向上セミナー

おでんマップを作成 
七子八珍リーフレットが出来上がりました。旬カレンダ

ーも載っています。ぜひご活用ください。 



 
◆八甲田-------山頂…１０月上旬(現在１割程度)、中腹…１０月中旬、山麓…１０月中旬～下旬 

◆酸ケ湯温泉---１０月１０日前後      ◆田代湿原-------------１０月上旬 

◆城ヶ倉大橋---１０月上旬         ◆睡蓮沼---------------１０月上旬 

◆奥入瀬渓流---１０／２５前後       ◆十和田湖-------------１０／２５前後 

◆薬研温泉-----１０／１５以降       ◆中野もみじ山(黒石)---１０月下旬 

◆白神山地-----１０月中旬～下旬      ◆十二湖---------------１０月中旬～下旬 

（青森県観光総合案内所調べ 9/25 現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《会議情報》 
１１月１３日(火)東京･虎ノ門パストラルホテルにて「青森市経済懇談会･東京あおもり応援隊合同会議」を開催 

 

    ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

イイベベンントト情情報報  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■平成１９年９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。 

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/6 ふれあいフェスティバル全国大会ｉｎ青森 13：00～ 1,000 青い森アリーナ ＮＰＯ法人車椅子レクダンス普及会

10/10 10：30～

10/11 9：30～

10/18 13：00～

10/19 9：30～

10/20 13：00～

10/21 8：40～

10/24 平成19年交通安全県民大会 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県交通対策協議会

10/25 10：00～

10/26 9：00～

10/25・26 不動産公正取引協議会連合会　第5回通常総会 15：30～ 120 ホテル青森 東北地区不動産公正取引協議会

11/1 青森県老人クラブ芸能発表会 10：00～ 1,200 青森市文化会館 (財)青森県老人クラブ連合会

11/8 第56回青森県社会福祉大会 12：30～ 1,500 青森市文化会館 青森県社会福祉協議会

11/22～25 第46回日本網膜硝子体学会総会 未定 900 青森市文化会館 弘前大学医学部眼科学講座

平成19年度全国工業高等学校長協会　第55回研究協議
会青森大会

全国工業高等学校長協会 研
究協議会青森大会事務局

ホテル青森300

国際ロータリー第2830地区　地区大会 700 青森市文化会館
国際ロータリー第2830地区
青森東ロータリークラブ

第21回全国浄化槽技術研究集会 2,000 ホテル青森 (財)日本環境整備教育センター

第23回東北六県高等学校教頭会研究協議大会 400 青森グランドホテル 東北六県高等学校教頭会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

8/25～11/11 生誕100年記念「ブルースの女王淡谷のり子展」 9：00～ - 道の駅「ゆ～さ浅虫」 道の駅「ゆ～さ浅虫」

9/15～10/21 きのこ標本・写真・図譜展示会 9：00～ - 青森市森林博物館 青森市森林博物館

10/2 認知症予防シンポジウム「認知症と介護保険」 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 東奥日報社

10/3
東奥保育・福祉専門学院創立40周年記念　東奥学園高
等学校創立77年記念　記念講演会

14：30～ 1,000 青森市文化会館 東奥保育・福祉専門学院

10/6 交通安全の集い 12：50～ 500 青森市文化会館 (財)青森交通安全協会

10/6 市民公開講座～骨髄移植を知ろう～ 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ファイザー㈱

10/9 青森山田学園　第52回学園ラリー 12：30～ 1,500 青森市文化会館 青森山田学園

10/12 12：00～

10/13・14 9：30～

10/13
青森県「運動器の10年・骨と関節の日」市民公開講座～骨粗鬆
症や下肢間接障害の関係、日常生活への影響について」

13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県臨床整形外科医会

10/13 映像の日　－映画を無料で鑑賞「緑色の髪の少年」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

10/17 秋の食品フェア 10：00～ 1,000 青森産業会館 ㈱ヤマイシ

10/20・21 青森公立大学学園祭フリーマーケット 10：00～ - 青森公立大学学生食堂 みちのくリサイクル運動市民の会

10/27～11/25 放浪の天才画家　山下清展 9：00～ - 青森県立郷土館 東奥日報社・青森県立郷土館

10/28 第5回　呼吸療法セミナー 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県臨床工学技士会

10/30
乳がんについての啓発フォーラム「あなたとあなたの大切
な人のために」

13：15～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール
青森市男女共同参画都市宣
言記念月間事業実行委員会

11/4 フリーマーケットｉｎ青い森セントラルパーク 10：00～ - 青い森セントラルパーク みちのくリサイクル運動市民の会

11/17 映像の日　－映画を無料で鑑賞「雨に唄えば」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

地域ＩＴＣ未来フェスタ2007ｉｎあおもり - 青い森アリーナ
地域ＩＴＣ未来フェスタ2007ｉ
ｎあおもり実行委員会


