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１１月１３日(木)〜１５日(土)に鹿児島県を中心とした南九州で『全国商工
会議所観光振興大会 2008in 南九州』が開催されます。
この全国商工会議所観光振興大会を、平成２２年東北新幹線新青森駅開業に
合わせて青森で開催するため、青森商工会議所林会頭を団長とした招致団体一
行が今大会に参加します。大会が青森で開催されるよう、積極的にアピールし
誘致活動をして参ります。

４月からスタートした約半年間の認定乗務員養成講座
を修了し、実地試験・学科試験に合格した乗務員に９月
３０日認定証が交付されました。
ガイドタクシー乗務員が県内外からのお客様に青森の
魅力をＰＲし、イメージアッ
プに貢献するとともに、タク
シー業界の発展にも繋がって
いくのではと期待する人も多
く見受けられます。

東北新幹線新青森駅開業を前に、最初で最後の「新幹
線レール１０００人ウォーク」が１０月１９日に行われ
ました。
参加者は高田軌道基地から
細越トンネルまでの往復約２
㎞の道のりを歩き、線路の設
備を見たり、トンネル入口を
背景に記念撮影をしたりと普
段はできない体験を楽しんでいました。

青森地域雇用機会増大促進協議会と共催で「文
化観光施設見学研修会」
「接客セミナー」を開催。

文化観光施設見学研修会
「施設見学を通しておもてなしの心を感じてみませんか？」
◆日
時 １０月２９日(水)・３０日(木)
９時〜１６時３０分
◆見学施設 三内丸山遺跡・県立美術館
◆講
師 中﨑 良次 氏

文化観光施設見学研修会の様子

接客セミナー
「お客様に喜ばれる 接客・おもてなしとは？」
◆日
時 １１月１２日(水)１４時〜１６時
◆場
所 ラ・プラス青い森２階カメリア
◆講
師 桑田 美香 氏

今年も全国・東北規模の大きな大会が青森市でたくさん開催されました。このような大会に参加するため全
国各地から多くの人が訪れ、アフターコンベンションとして青森を観光したりと、大会参加者としてだけでな
く観光客としての経済効果ももたらしてくれます。
コンベンション開催支援説明会を開催し、当協会で行っている各種支援サービスをご理解
いただき、コンベンションの誘致活動を皆様と一緒に進めていきたいと考えております。
●日 時 １１月７日(金)１０：００〜１２：００
●場 所 ラ・プラス青い森２階「カメリア」

１０月２３日(木)、新潟県長岡市で東北地区コンベンション推進協議会定例総会が開催され、東北６県と新
潟のコンベンション団体の方々合わせて１０団体１６名が参加しました。
総会では、各都市ならではのユニークなコンベンション開催について各団体より説明があり、その後、国際
観光振興機構の小堀守氏による「国際会議誘致の取組み−現状と課題」の講演もありました。
今後も東北・新潟のコンベンションビューローが一丸となり観光客・コンベンション誘致を進められるよう
にと意見交換を行い、親睦を深めて参りました。

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

11/15・16 第39回東北地区子ども会育成研究協議会青森大会
11/18
11/27
11/28
12/23

第57回青森県社会福祉大会

参加人数

12：20〜

第40回食とみどり・水を守る全国集会
第46回青森市手をつなぐ育成会クリス マス大会

13：30〜
13：15〜
13：00〜

会場

200 ホテル青森

主催・問い合わせ
(社 )青森 県子 ども会育成連合会

- 青森市民ホール

青森県社会福祉協議会

- 青森市民ホール

食とみどり・水を守る青森
県民会議

- 青森市民ホール

青森市手をつなぐ育成会

イベント情報
開催日

イベント名

時間

参加人数

会場

主催・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

10/11〜11/16

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

10/24〜11/9

麻を着る歴史展 −麻から木綿へー

- 道の駅「ゆ〜さ浅虫」

道の駅「ゆ〜さ浅虫」

10/27〜3/ 13

家族でチ ャレンジ！「全国縦断！クイズマラソン」

要申込

- 青森県立図書館

青森県立図書館

10/31〜11/3

第38回青森県教職員美術展示会

10：00〜

- 青森市民美術展示館

（財）青森県教育厚生会
中央市民センター

9：00〜

11/1・2

中央市民センターまつり

9：00〜

- 中央市民センター

11/1・2

第16回 食・みどり・水のフ ェスティバル

9：30〜

- アスパム１階イベントホール 連合青森

11/1・2

第3回 浪打銀座商店街うましあおもりキャンペーン直売市 10：00〜

- 浪打銀座商店街

あおもり産品販売促進協議会

11/2

森林博物館 建築100年記念講演会
「青森市森林博物館・建物の歴史を語る」

11/3

生涯学習フェステ ィバル2008

9：30〜

- 青森市民ホール

市生涯学習課

11/4

全国環境公共セミナー
13：00〜
「豊かで 美しい農林漁村の環境を将来に引き継ぐために」

- 青森市民ホール

県農村整備課

11/5

着地型観光推進セミナー「〜今だから地域ができること、
すべきこと、しても らいたいこと〜」

13：30〜

100 青森国際ホテル

県観光企画課

11/8

映像の日 −映画を無料で 鑑賞「石の花」

14：30〜

2008すまいアップフェ ア

10：00〜

11/8・9

11/8〜10 コスモス 作品展

13：00〜

11/12

青森県「攻めの農林水産業」推進大会

13：00〜

11/13

霜月ウォーキング

12/5
12/6・7
12/7
12/12
12/13

平成20年度 青森県高等学校文化連盟東青地区美術・
書道・写真展
幼児のための音楽フェスティバル
第26回青森市私立幼稚園絵画展

㈱コモン

- 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

10：00〜

11/19・20 平成20年分年末調整等説明会

8,000 青森産業会館

国際芸術センター青森

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森障害者ともの会コスモス

八甲田丸ＢＩＧフリーマーケット

アーティ スト・イン・レジデンス2008秋
「月下の森 Luna Forest 」

40 国際芸術センター青森

青森市森林博物館

10：00〜

11/9

11/15〜12/14

50 青森市森林博物館

9：30〜
10：00〜
10：00〜
13：30〜
13：00〜
10：00〜
10：30〜
13：00〜
10：00〜

青森市民ホール

県農林水産政策課

50 国民保養 センター 花岡荘 国民保養センター 花岡荘
- 国際芸術センター青森

国際芸術センター青森

- 青森市民ホール

青森税務署

- 青森市民美術展示館

青森県高等学校文化連盟

1,500 青森市文化会館
- 青森市民美術展示館

青森県幼児音楽研究会
青森市私立幼稚園協会

■平成２０年１０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。

