ATCA NEWS vol.82
Aomori Tourism & Convention Association

April 2008
平成 20 年 4 月号

◆◇◆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/

「青森ねぶた祭団体観覧席」 受付開始は４月 8 日(火)から！
今年も団体観覧席の申し込みは、一次募集「買取」と二次募集
「予約」に日時を２回に分けて受付いたします。①一次募集は人
数が確定している団体向け、②二次募集は人数がまだ確定してい
ない団体向けとなります。
◆申込人員 １０名様以上
◆料
金 １名様２，５００円(パンフレット付、税込)
※８／７(昼)ねぶた＆(夜)花火大会・海上運行セット
料金は、１名様６，０００円【限定２，０００席】
①一次募集《買取》４月８日(火)午前９時〜４月１４日(月)
人数変更・キャンセルはできません。
②二次募集《予約》４月２２日(火)午前９時〜
６月２０日(金)まで人数変更可能です。
※定員を超えた場合はキャンセル待ちとなります。

※申込方法等詳細については、同封の要項をご覧ください。

平成２０年度ねぶた祭スケジュール
◇8/2・3 19:10〜21:00
子どもねぶた・大型ねぶた合同運行
◇8/4〜6 19:10〜21:00
大型ねぶた連合運行
◇8/7 13:00〜15:00
大型ねぶた連合運行
※但し 21:00（7 日は 15:00）前に各ねぶ
たが運行コースを一周した場合は、そ
の時点で祭り終了となります。
◇8/7 19:15〜21:00
第 54 回青森花火大会・ねぶた海上運行

※今年から海上運行のねぶたが、
今までの５台から２台増え
て、７台での運行となります。

個人観覧席の販売について
運行コースの沿線歩道に観光客や市民のための有料の観覧
席を設置します。観覧席の収入は、ねぶた小屋の設営や運行
団体への助成など運行するための経費となります。その他、
祭り期間中の清掃活動や臨時案内所、案内板誘導標識、仮設
トイレ設置など、祭り運営に係る経費にも充当されます。

３月２４日(月)ホテル青森において臨時総会を開催し、１００名
の会員の方々にご出席いただきました。平成２０年度の事業計画並
びに収支予算等について、原案どおりご承認いただきました。
１．青森ねぶた祭の運営組織並びに受入態勢の充実・強化
２．東北新幹線新青森駅開業に向けた具体的な取り組み
(①観光ルートバス試験運行 ②観光ガイドタクシー乗務員養成
③冬季観光活性化の推進 ④広域観光商品の開発
⑤七子八珍事業の推進
⑥旅行社・マスコミ招聘）
を重点に平成２０年度は事業を展開して参ります。
通常総会は５月１９日に開催し、平成１９年度の事業報告をする
予定となっております。

１０名様未満の個人観覧席は、６月２８日
(土)より全国のコンビニエンスストア他
で発売予定です。詳しくは６月中旬頃にお
問い合わせください。

県新幹線開業対策推進本部は、２０１
０年度の東北新幹線新青森駅開業へ向け、
県民が一丸となって取り組んでいこうと
統一テーマを「結集!!青森力」とするこ
とに決定しました。新幹線を活かした元
気な青森県創りに、県民みんなが同じ目
標・同じ認識のもとに結集し行動を起こ
そう、と呼びかけます。
また、県内外に開業をアピールするロ
ゴマークとキャッチフレーズは、２００
２年度の八戸駅開業時から活用され定着
している「今が旬 すぐ、そこ、青森」
を継続して使用して
いきます。

(社)青森観光コンベンション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実施すること
になりました。
各タクシー会社より候補者を推薦してもらい、４月〜９
月まで研修、その後の試験に受かった方が「青森市観光ガ
イドタクシー乗務員」として認定されます。
青森を訪れたお客様が、楽しく、気持ち良く
過ごせるようにガイドタクシーのスキルアップ
を図って参ります。

〜登録者 100 組を突破！まだまだ募集中!!〜
当協会では、主にコンベンション（会議・大会）
で青森へお越しになったお客様への心温まるお
もてなしとして、街中に歓迎ポスターを掲示する
協力隊「ようこそＡＯＭＯＲＩ歓迎隊」を組織す
ることになりました。
こちらから定期的に送付された歓迎ポスター
を、掲示してくれる協力者を募集しています。コ
ンベンション施設・宿泊施設・観光施設・商店街、
飲食店などの店舗の皆様、是非ご参加ください!!

コンベンションカレンダー
開催日

大会名

時間

4/22

平成20年度全国簡易水道協議会 東北・北海道ブロック会議

14：30〜

5/16〜18 第81回日本内分泌学会学術総会

-

5/22・23 全国都市清掃会議
5/30

全国調理師養成施設協会全国総会

参加人数

会場

60 ホテル青森
1,500

青森市文化会館・
ホテル青森

主催・問い合わせ
日本水道協会青森県支部
第81回日本内分泌学会運
営事務局

10：00〜

300 ホテル青森

(社)全国都市清掃会議

12：00〜

100 ホテル青森

(社)全国調理師養成施設協会

イベント情報
開催日

イベント名

3/20〜 4/20 2008あおもり新発見展

時間

参加人数

会場

9：00〜

- 青森県立郷土館
1,000 青森市文化会館

4/6

日本民踊舞踊連盟 青森大会

10：00〜

4/12

映像の日 −映画を無料で鑑賞
バレエ映画「ピーターラビットと仲間たち／ザ・パレエ」

14：30〜

4/13

八甲田丸船内フリーマーケット

9：00〜
9：30〜

40 国際芸術センター青森

主催・問い合わせ
青森県立郷土館
日本民踊舞踊連盟
国際芸術センター青森

- 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

4/13

第7回青森県ジュニアピアノコンクール青森地区大会

4/16

春の食品フェア

10：00〜

1,000 青森産業会館

500 青森市民ホール

㈱ヤマイシ

4/16

平成20年度 寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院
合同入学式・始業式式典

13：30〜

1,600 青森市文化会館

青森市中央市民センター

㈱ヤマハミュージック東北青森店

4/18〜20 第4回日中水墨交流協会 青森県支部水墨画展

10：00〜

- 青森市美術展示館

日中水墨交流協会青森県支部

4/25〜27 第41回東奥書道展

10：00〜

- 青森市美術展示館

青森県書道連盟

4/26・27

ペットフェスティバル2008inあおもり

10：00〜

4/26・27

建築展2008

10：00〜

5,000 青森産業会館
- あおもり建築プラザ

㈱第一プランニング
青森建築倶楽部

4/26〜5/6 国絵図特別公開

9：00〜

- 青森県立郷土館

青森県立郷土館

4/26〜6/8 没後100年 − 鳥谷部春汀と『太陽』

9：00〜

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

4/26〜6/8 寺山修司 − 孤独な少年ジャーナリストからの出発 −

9：00〜

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館・
国際寺山修司学会

レストラン ア･エ･ア（雲
谷･あおもり建築プラザ）

4/27

ｄｉｓｋ Ｌｉｖｅ inモヤヒルズ−大隅寿 男トリオ＆市原ひかり−

14：00〜

4/30

県下高等学校応援団幹部講習会

10：00〜

500 青森市民ホール

5/2・3

第2回津軽三味線日本一決定戦

10：00〜

各2,000 青森市文化会館

5/2〜6

平成20年度 第1回青森市所蔵作品展

10：00〜

5/3〜6

沖館市民センター切り絵クラブ展示会

9：00〜

3/8

映像の日 −映画を無料で鑑賞「タンゴ ガルデルの亡命」 14：30〜

5/11

2008年「看護の日・看護週間」 中央行事「看護フォーラム」 12：30〜

5/16〜7/6 青函連絡船なつかしの百年−海峡を渡る船と人
5/18
5/21・22
5/25

第7回青森県ジュニアピアノコンクール本選

-

- 青森市美術展示館

2,000 青森市文化会館

9：00〜

- 青森県立郷土館
500 青森市民ホール

あおもり外食産業フェア2008

10：00〜
13：00〜

青森県高体連応援団部
津軽三味線日本一決定戦
実行委員会
(財)青森市文化スポーツ振興公社

- アスパム２階エネルギー館 沖館市民センター切り絵クラブ
40 国際芸術センター青森

9：30〜

青森県おかあさん合唱連盟「春のフェスティバル」

ｄｉｓｋ

4,000 青森産業会館
300 青森市文化会館

国際芸術センター青森
(社)青森県看護協会
青森県立郷土館
㈱ヤマハミュージック東北青森店

㈱青森洋食器
青森県おかあさん合唱連盟

■平成２０年３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。

