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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/

★☆★オプション（別料金で申込できます）★☆★
浅虫でのスノーハイキング 3/30(日)･31(月)･4/1(火)
毎年恒例３日間だけ行われる特別イベント『八甲田
ウォーク』は、申込受付中！３月２０日(木)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、
温泉入浴で疲れた体を癒せます。皆様のご参加をお待
ちしております。

＊会 期 ３／２９(土)・３０(日)・３１(月)
＊参加料 ５,０００円（大人･子ども･各コース共通）
＊コース ●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)

◆申込受付中!!◆
日専連旅行センター TEL.017-735-1154（AM9:30〜PM6:30 日･祝休み）
インターネットからも申込可能♪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。事務局までお問い合わせください。TEL.017‑723‑7211

毎年好評をいただいている『七子八
珍食べある記』キャンペーンを今年も開催しま
す。七子八珍を使った温かい汁物を食べて、こ
の寒い季節を乗り切りましょう♪
キャンペーン参加店でお食事をして応募ハガ
キ付きチラシをゲット。お店のスタンプを押し
た応募ハガキを送れば、抽選で「七子八珍の店」
お食事券や七子八珍食材詰め合わせセットが当
たります。
参加店は市内のホテル、和食店、中国料理店、
居酒屋などの３１店舗です。
ぜひ、この機会に七子八珍
をご賞味ください。
※詳細は次号でお知らせします。

１２月１８・１９日に「第１７回国際ミーティング・エキス
ポ(ＩＭＥ2007)」が東京国際フォーラムで開催されました。
ＩＭＥとは毎年開催されている日本で唯一のコンベンショ
ン総合見本市で、全国・海外から
７４団体が出展しました。青森県
コンベンション誘致協議会も出展
し、大会主催者・関係者に青森県
での大会開催を呼びかけました。
青森ブースにいらっしゃった方
には、アンケート調査を実施。観光パンフレットを配布したり、
スピードくじで地場産品をプレゼン
トしたりと、青森県の魅力をアピール
しました。
東京ビッグサイトで開催された昨
年よりも来場者数が多く、より多くの
方々にＰＲができたと思います。

１２月１日〜２日まで、東京のＪＲ上野駅ガレリアで青森県冬季観光ＰＲキャンペー
ン「冬の青森・あったか体感ミュージアム」が開催されました。
期間中は津軽三味線・八戸えんぶりの披露、ミスねぶたによる冬の青森の観光ＰＲ、
県産品のプレゼントなどといったステージイベントが８ステージ
行われました。他にも県内各地の観光ＰＲコーナーの展示もあり、
青森の温泉の魅力を体感できる「手湯」コーナーは人垣が出来る
ほどの大変な人気でした。
駅を利用する多くのお客様が興味深くステージイベントや展示
コーナーをご覧になったりと、キャンペーンは大盛況でした。

当協会では青森へいらっしゃったお客様や大会・学会などのコンベンション参加者へ
提供するためのパンフレットを作成しております。
「青森市内ガイドマップ『よぐ来たね
しぃ』」は年間３０万部発行予定。広告協賛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お願いいたします。

今年度も参加者 1,000 名を越える全国大会など、多くのコンベ
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、たくさんの方が青森市を訪れます。

平成 20 年度の開催予定
5/16〜18 「第 81 回日本内分泌学会学術総会」
6/13・14 「(社)茶道裏千家淡交会第 52 回東北地区大会」
6/19〜21 「第 7 回核融合エネルギー連合講演会」
7/26〜28 「
『保健室からの発信』2008 夏の全国交流集会」
7/30〜8/1「高等学校生活指導研究協議会第 46 回全国大会」
8/2・3 「第 9 回メイシス全国大会＠青森」
8/2・3 「第 21 回全国有床診療所連絡協議会総会」
8/22〜25 「空襲･戦災を記録する会第 38 回全国連絡会議大会」
8/23・23 「全国特別支援学校知的障害教育校 PTA 連合会全国研究協議会」
9/20・21 「日本看護技術学会 第 7 回学術集会」
10/11・12「全国心臓病の子どもを守る会全国総会」
10/13〜18「第 16 回環太平洋原子力会議」
10/18・19「第 5 回日本循環器看護学会学術集会」
10/22
「日専連全国青年会 青森会議」
10/31
「第 28 回全国養護教員会研究協議会青森大会」

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(土)〜１月３日(木)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(金)より業務を開始いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
皆様、良いお年をお迎えくださいませ。

（12 月 18 日現在の情報です）

イベント・コンベンションカレンダー
開催日

イベント・大会名

12/1〜1/20 生誕100年記念 淡谷のり子展
12/20〜1/20 企画展「野鳥の写真・鳴き声展」

1/2

モヤヒルズ 新春イベントもちつき大会

時間
9：00〜
9：00〜
13：00〜

1/4

青森市・青森商工会議所・青森市浪岡商工会共催「新年祝賀会」 15：00〜

1/12

映像の日 −映画を無料で鑑賞「嘆きの天使」

14：30〜

1/13

平成19年度 青森市成人式

12：00〜

1/19〜3/25 企画展「青函連絡船終航20年展 旅浪漫」

1/20

八甲田丸船内フリーマーケット

1/22

平成19年度 青森県介護予防支援従事者研修会

1/23〜27 平成19年度 第3回青森市所蔵作品展
1/25〜27 日専連全国児童版画コンクール〜青森地区選〜

参加人数

会場

- 青森県立郷土館
- 青森市森林博物館
200 モヤヒルズ
- ホテル青森
40 国際芸術センター青森
2,000 青森市文化会館

主催・問い合わせ
青森県立郷土館
青森市森林博物館
モヤヒルズ
青森市・青森商工会議所
国際芸術センター青森
青森市教育委員会社会教育課

9：00〜

- 青森県近代文学館

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

10：00〜
10：00〜

青森市民ホール
- 青森市民美術展示館

青森県近代文学館
青森県社会福祉協議会
(財)青森市文化スポーツ振興公社

9：00〜

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

2007 47th ACC CM FESTIVAL入賞作品発表会

13：00〜

700 青森市民ホール

ＲＡＢ青森放送㈱

1/27

青森幼児鼓笛フェスティバル2007

12：00〜

1,800 青森市文化会館

青森幼児鼓笛連盟

2/2

海上自衛隊大湊音楽隊 第30回定期演奏会

14：00〜

2,000 青森市文化会館

海上自衛隊大湊地方総監部

1/26

2/3

ご入学おめでとう大会

13：00〜

2,000 青森市文化会館

㈱東奥日報社

2/9
2/10

第29回NHK東北民謡コンクール青森県大会 予選会
〃
青森県大会

13：30〜
14：00〜

各900 青森市民ホール

NHK青森放送局

2/9〜11 第20回棟方志功賞版画展

10：00〜

- 青森市民美術展示館

青森市教育委員会社会教育課

2/11

第25回青森幼児音楽発表会

10：50〜

青森市民ホール

青森幼児音楽研究会

2/17

第54回RAB民謡王座・第38回RAB手踊名人決定戦
第6回青森県民謡グランプリ

12：30〜

1,800 青森市文化会館

青森放送㈱

2/20

寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院合同卒業式・修了式式典

13：30〜

1,600 青森市文化会館

青森市中央市民センター

■平成１９年１２月１９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。

