
 

 

７月２６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３０日(火)で試験運

行を終了いたしました。期間中は昨年並みの利用者 

数を数え、多くの方々に 

アンケートのご協力をい 

ただきました。また、今 

年は市内小学校に夏休み 

期間中の無料利用券を配 

布したこともあり、小学

生の利用が大幅に伸びました。 

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。 
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  当協会と青森市タクシー協会は、２０１０年東北新幹線新青森駅開業に伴い、 

おもてなしの心で豊富な地元情報の提供や多様な要望に応える観光ガイドタクシ 

ー乗務員を養成する事業を共同で進めております。 

  おもてなしに関する基本的な講座の他、実際に観光ガイドをしているボランテ 

ィアの方・観光案内所の職員の方に講師をしていた 

だいたり、ロールプレイによる実習など具体的な研 

修を４月より月一回ずつ、全１０講座を開催して参りました。その講座を修了後、 

お客様を観光施設にご案内する想定での実技試験と観光知識・接客の心構えにつ 

いての学科試験を行い、９月３０日に開催した講座の修了式で合格した乗務員に 

認定証を交付しました。 

  これから認定乗務員として講座で勉強したことを 

実践し、県内外からの観光客をお迎え・ご案内する 

ことになります。お客様の要望に適宜に対応し、旅 

の案内役として楽しんでいただけるよう、精進して 

参りますので、応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆八甲田-------山頂…１０月上旬(現在２割程度)、中腹…１０月中旬、山麓…１０月中旬～下旬 

◆酸ケ湯温泉---１０月上旬         ◆睡蓮沼---------------１０月上旬 

◆城ヶ倉大橋---１０月中旬         ◆田代湿原-------------１０月中旬 

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

◆薬研温泉-----１０月中旬         ◆中野もみじ山(黒石)---１０月下旬～１１月上旬 

◆白神山地-----１０月中旬         ◆十二湖---------------１０月中旬～１１月上旬 

（青森県観光総合案内所調べ 9/30 現在） 

◆◇◆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/

 ９月２２～２６日まで、ホテル・

観光施設関係者や県新幹線交流推

進課と共にソウルの旅行社を中心

に雑誌社も含め１３社を訪問し、青

森市をＰＲして参りました。八甲田

山・モヤヒルズでのスキー、八甲田

や浅虫温泉のスノーハイキング、

「八甲田ウォーク」と冬季観光の魅

力を説明し、青森への送客を依頼い

たしました。 

 また、９月２３日に開催された北

東北三県・北海道ソウル事務所主催

の観光商談会にも参加し、旅行社・

マスコミ関係社等の方々に、様々な

青森のセールスができました。 

 



  

 

10/11･12｢全国心臓病の子どもを守る会全国総会青森大会｣、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・第 43回青森県養護教員研究大会｣など様々な会議・大会が開催されます。 

いらっしゃったお客様を歓迎ポスターの掲示で、おもてなししませんか？是非ご参加ください!! 
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イイベベンントト情情報報  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■平成２０年９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。 

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/8 第55回国民健康保険東北大会 13：30～ 1,500 青森市文化会館 青森県国民健康保険団体連合会

10/9 東北・北海道計量大会 13：00～ 200 ホテル青森 (社)青森県計量協会

10/9・10 平成20年度　全国盲学校校長会 9：00～ 70 青森グランドホテル 青森県立盲学校

10/10 東 北地 区歯科医師会歯科医師青色申告会連合会総会 14：00～ 50 ホテル青森 (社)青森県歯科医師会

10/11 交通安全の集い 13：00～ 2,000 青森市文化会館 (財)青森交通安全協会

10/11 9：30～

10/12 9：00～

10/13～18
第16回環太平洋原子力会議（16PBNC）
－持続可能な 原子力の将来に向けた環太平洋協力－

600
青森市文化会館、
ホテル青森

(社)日本原子力産業協会
(社)日本原子力学会

10/18 第37回青森県看護学会 10：15～ - 青森市民ホール (社)青森県看護協会

10/18・19 第5回日本循環器看護学会学術集会 9：30～ 900 青森県立保健大学 青森県立保健大学

10/19 第17回青森県老人保健研究会 10：00～ - 青森市民ホール (社)青森県医師会

10/22 第42回日専連全国青年会 青森会議 14：00～ 137 アウガＡＶ多機能ホール 日専連青森青年会

10/30 全国都 道府県情報管理主管課長秋季会議 11：00～ 100 ホテル青森 (財)地方自治情 報センター

10/30 平成20年度　交通安全青森県民大会 13：00～ 1,500 青森市文化会館 青森県民生活文化課

10/31
第28回全国教養教員会研究協議会
第43回青森県養護教員研究大会

10：00～ 1,000 青森市民ホール
全国養護教員会研究協議
会実行委員会

11/27 14：00～

11/28 12：30～

全国心臓病の子どもを守る会全国総会青森大会 400 全国心臓病の子どもを守
る会青森県支部

アラスカ

第 40回 食とみ どり・水を守る全国集会 - 青森市民ホール
食とみどり・水を守る青森
県民会議

開催日 イベント名 時間 参加 人数 会場 主催・問い合わせ

10/3～ 11/ 30 森 林鉄 道写真 展 9：00～ - 青森市 森林 博物 館 青森市 森林 博物館

10/4 市 民公 開講座 「運 動器 の10年・骨 と関 節の 日」 14：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県 臨床 整形外科 医会

10/5 八 甲田 丸ＢＩＧフリーマーケット 10：00～ - 八甲田丸前電車のひろば みちのくリサイクル運動市民の会

10/11 映 像の 日　－ 映画 を無 料で 鑑賞「炎の アンダル シア」 14：30～ 40 国際芸 術セ ンター青森 国際芸 術セ ンター青森

10/11・12 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

10/11～11/16 企 画展 「ジュディ・オング　倩玉 　木 版画 の世界」 9：00～ - 青森県 立郷 土館 東奥 日報社、青森 県立郷土館

10/11～11/24 企 画展 「葛西 善蔵 　没後80年 展」 9：00～ - 青森県 立近 代文 学館 青森県 立近 代文学館

10/12 “うましあおもり”青森市中 央卸 売市場食育祭 8：00～ - 青森市 中央 卸売 市場 青森市 中央 卸売市場

10/12
平 成20年度　日本 習字 文化講演 会
「それって ホントに正しいことば？ 敬語 増強 板」

13：30～ 300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール (財 )日本習字教 育財団

10/16 りんどうウォーキング 9：30～ 50 国 民保養センター　花 岡荘 国民保 養セ ンター　花 岡荘

10/16・17 ＩＣ Ｔユビキタス ・フェア2008 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森県情報サービス産業協会

10/18 社 団法 人 青森 県不動産鑑定 士協 会講演 会 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール (社)青森 県不動産鑑定士協会

10/18 もったいな い・あおもり県民 運動推進大会 13：00～ - アピオあおもり 青森県 環境 政策課

10/18 「青 函の食」フォ ーラム 13：30～ - 八甲田 丸 多目的 ホール 青函 ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ交 流圏構想 推進協議 会

10/18・19 第 6回 縄 文の杜・あおもりツーデーマーチ コース毎 - 縄文時 遊館 あおもりツーデーマ ーチ実行 委員 会

10/19 新 幹線 レール1000人 ウォーク 8：30～ 1,000 青森市 役所 （集 合） 新幹線レール1000人ウォーク事務局

10/21 すまい職人 きらりアップフォーラム 2008 13：15～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県 建築 住宅課

10/24～26 第 2回あおもりらーめん博 覧会 10：00～ - 青森産 業会 館 青森朝 日放 送㈱

10/25 市 民気 象講演 会 13：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 弘前大学大学院寒地気象実験室

10/26 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

11/8・9 2008すまいアップフェ ア 10：00～ - 青森産 業会 館 ㈱コモン

11/15～12/14
アーティスト・イン・レジデンス2008秋
「月 下の森　 Luna Forest 」

10：00～ - 国際芸 術セ ンター青森 国際芸 術セ ンター青森


