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−２０１０年東北新幹線新青森駅開業に向けて−

今年の冬は「食」のイベントが目白押し！
★☆★ ２／２(土)１１：００〜１５：００ ｉｎ パサージュ広場 ★☆★

先着１，5００名様に、鍋・スープのふるまい!!

皆様お誘い合わせのうえ、ご来場ください♪
当日は、ジャッパ汁・ホタテ汁・海峡マグロ汁・りんごスープを用意してお待ちしております。

この冬、青森の冬の魅力を実感できる体験型のバスツアーを実施します。５コース設定しており、いずれの
コースも定員は４５名。乗車バスはアスパム発着となります。地元ならではの体験と食を味わった後、温泉で
くつろいでいただく企画となっております。ぜひ参加して、地元・青森の魅力を再発見してください。

①昭和大仏「座禅・精進料理」＆浅虫温泉コース
２月 ９日(土)６,０００円
②中世の里再発見＆豆御膳バイキングコース
２月１６日(土)４,９００円
③津軽半島冬景色＆水だこ味わいコース
２月１７日(日)６,３００円
④浅虫スノーハイキング＆浅所海岸白鳥ふれあいコース ２月２３日(土)６,３００円
⑤雲谷スノーハイキング＆そば御膳コース
２月２４日(日)６,３００円

※具体的なコース内容は同封チラシをご覧ください。また、詳細については当協会にお問い合わせください。

◎特選七子八珍セット
10,000 円分…3 名様
3,000 円分…35 名様
◎お食事券（指定店）
3,000 円分…62 名様

キャンペーン期間：２月１日〜２９日
キャンペーン参加店でお食事をすると、お店のス
タンプを押したチラシがもらえます。その応募ハガ
キを送れば、抽選で１００名様に「特選七子八珍セ
ット」または「会員店のお食事券」が当たります。
参加店は「七子八珍の会員店」３１店舗。同封の
チラシでご確認ください。

〈カーリング〉 トリノ冬季オリンピックの感動を体験！
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの指導により、ｶｰﾘﾝｸﾞを体験してみよう!!
◆カーリング指導◆
問合／青森県カーリング協会（イシダスポーツ内）
TEL.017‑741‑0544
〈スノートレッキング〉
スノーシューを使ったトレッキングで自然の力を体感！
一面の銀世界を歩いて散策。大自然を満喫しよう!!
◆八甲田スノーハイキング◆
問合／八甲田スノーハイキング・ガイド連絡会
（八甲田パーク内）TEL.017‑738‑8591
◆浅虫温泉周辺雪上散策◆
問合／青森観光コンベンション協会浅虫支部
TEL.017‑752‑3250
※詳しくは、同封チラシをご覧ください。

日本市民スポーツ連盟公認大会（３日間同一コース）

３／２９(土)・３０(日)・３１(月)
５,０００円(大人・子ども・各コース共通)

平成２０年

お一人様
※参加希望日・コースをお選びください。

＊＊＊ お申し込みは ３／２０(木)まで ＊＊
毎年３日間だけ行われる特別イベント『八甲田ウォーク』は、ただいま申込受付
中です。真っ白な雪の回廊（酸ケ湯〜谷地間約８km）を歩いた後は、疲れた体を温
泉入浴でゆっくり癒せます。また、浅虫地区で開催されているスノーシューを使っ
たスノーハイキングをオプションで申し込みできます。
（３／３０・３１・４／１）
今、大注目のウォーキングを、雄大な自然の中で行える貴重な機会です。ぜひ、
この３日間に雪の中でのウォーキングを体験してみてください。
お申し込みはこちら！

日専連旅行センター TEL.017-735-1154（受付時間 9:30〜18:30 日祝休み）

インターネットでも 24 時間受付してます♪「あおもり案内名人」http://www.atca.info/

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

1/1〜3/30 冬の展示「神仏の世界」

時間
9：00〜

参加人数

会場

主催・問い合わせ

- 棟方志功記念館

棟方志功記念館

1/19〜3/25 企画展「青函連絡船終航20年展 旅浪漫」

9：00〜

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

1/27〜3/23 森林博物館「白神山地写真展」

9：00〜

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

- 青森市民美術展示館

青森市小学校教育研究会
図画工作科研究部会

2/1〜3

青森市小・中学校美術展

10：00〜

海上自衛隊大湊音楽隊 第30回定期演奏会

14：00〜

第2回「雪を楽しむつどい」

10：00〜

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

2/7

シンポジウム「考えよう日本のエネルギー」

14：00〜

青森市民ホール

青森朝日放送

2/8

平成19年度 ピカピカあきんど育成事業報告会

13：00〜

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県商工労働部経営支援課

2/8

自然エネルギー講座「地球にやさしい電気を買う」

18：30〜

- アスパム９階「津軽」

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〜

2/2
2/2・3

2/9〜11 第20回棟方志功賞版画展

10：00〜

2,000 青森市文化会館
- 西部市民センター

各900 青森市民ホール
- 青森市民美術展示館

海上自衛隊大湊地方総監部

西部市民センター

NPO法人グリーンエネルギー青森

NHK青森放送局
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〜

700 青森市民ホール

2/11

海上自衛隊 LIVE 2008 inアウガ

11：00〜

300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 自衛隊青森地方協力本部

12：50〜

2/12

青森工業高等学校 第1回研究成果発表会

2/16

映像の日 −映画を無料で鑑賞「二十歳の死」「舞台の獣」 14：30〜

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〜

2/19

「あそびにおいでよ！青森市子育てひろば」

10：30〜

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〜

- 青森市民ホール
40 国際芸術センター青森
1,800 青森市文化会館

青森幼児音楽研究会
青森県立青森工業高等学校

国際芸術センター青森
青森放送㈱

300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市こども支援センター
1,600 青森市文化会館

2/22

介護保険事業者集団指導

14：00〜

2/22

平成19年度 青森市文化賞・スポーツ賞 表彰式

15：30〜

300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市生涯学習課

2/23

優良運転者表彰式

11：00〜

300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール (財)青森交通安全協会

2/23

東奥保育・福祉専門学院音楽発表会

13：30〜
10：30〜
15：00〜
10：30〜
15：00〜
14：30〜

700 青森市民ホール

3/1
ヤマハ音楽教室発表会キッズオンステージ
3/2
3/8

映像の日 −映画を無料で鑑賞「蝶採り」

3/12〜16 平成19年度 第4回青森市所蔵作品展
3/15

第30回第9師団定期演奏会

10：00〜

- 青森市民ホール

青森市中央市民センター

各500 青森市民ホール
40 国際芸術センター青森
- 青森市民美術展示館

14：00〜
各2,000 青森市文化会館
18：00〜

青森県高齢福祉保険課

東奥保育・福祉専門学院
ヤマハミュージック東北青森店

国際芸術センター青森
（財）青森市文化スポーツ振興公社

青森陸上自衛隊第9師団広報室

■平成２０年１月２１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。

