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  青森の冬の魅力を実感できるバスツアーを、５コースご用意いたしました。いずれのコースも定員は４０名 

で、２回ずつ設定しています。皆様ぜひ参加して地元ならではの体験と食を味わってみませんか？ 

①八甲田山パノラマコース  ６,８００円 
               〈八甲田山空中散歩〉 

第１班 ２月１５日(日) 第２班 ２月２８日(土) 
 

②昭和大佛コース  ５,７００円 
〈昭和大佛・青龍寺座禅＆精進ランチ〉 

第１班 ２月８日(日) 第２班 ３月７日(土) 
 

③奥津軽コース  ６,９００円 
   〈太宰治生誕１００周年〉 

第１班 ３月１日(日) 第２班 ３月１４日(土) 
 

④津軽半島冬景色コース  ７,２００円 
〈厳冬の龍飛崎と水ダコの釜ゆで〉 

第１班 ２月２１日(土) 第２班 ２月２２日(日) 
   

⑤十和田湖冬物語コース  ７,５００円 
    〈冬の十和田湖体験〉 

第１班 ２月１日(日) 第２班 ２月１４日(土) 
 

  ※具体的なコース内容については、あおもり再発見情報誌「ＢＵＲＡＲＩ(ぶらり)」で詳しくご紹介して 

おります。また、当協会ＨＰ『あおもり案内名人』http://www.atca.info/ でも掲載中です。 
 

 

 

 
 

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、１月下旬より申込受付開始。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。 

皆様のご参加をお待ちしております!! 
 

★会 期 平成２１年 3/29(日)･30(月)･31(火) 

★参加料 一般 ５,０００円（各コース共通） 

※小学生以下 ４,５００円 

★コース  

青森出発Ａコース（酸ヶ湯→谷地）酸ケ湯温泉休憩 

Ｂコース（酸ヶ湯→谷地）蔦温泉休憩 

Ｃコース（酸ヶ湯⇔谷地）酸ケ湯温泉休憩 

弘前･五所川原出発コース(酸ヶ湯→谷地) 蔦温泉休憩 

八戸出発コース（谷地→酸ケ湯）酸ケ湯温泉休憩 
 

お申込はこちら！(１月下旬から) 

電話で♪日専連旅行センター TEL.017-735-1154 

ネットで♪あおもり案内名人 http://www.atca.info/ 

◆◇◆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/

 

 

 １２月１６・１７日に「第１８回国際ミー

ティング・エキスポ(ＩＭＥ2008)」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、今年は全国 

・海外から６５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

らっしゃった方へアンケート調査の実施、観 

光パンフレットの配布、 

クジによる地場産品の 

プレゼント等を行い、 

青森県の魅力をＰＲし 

ました。 

 



 
 

 今年度も参加者 1,000 名を越える全国大会など、多数のコ

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、大勢の方が青森市を訪れます。 

 ------- 平成２１年度の開催予定 ------  

6/27・28  第 19 回骨盤外科機能温存研究会 

7/2・3   東北高等学校ＰＴＡ連合大会 

7/3～5   第 42 回全国ホタル研究大会青森大会 

7/25・26  日本ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会東北･北海道ﾌﾞﾛｯｸ大会

8/19～27  ﾌｯﾄﾂｰﾘｽﾞﾑ 2009 津軽半島一周 200km ｳｫｰｸ 

9/10    第 54 回青色申告会東北ブロック大会 

10/3・4   第 24 回日本更年期医学会総会・学術集会 

10 月予定  全青協 秋の大会 

10/27～30  アジアプラズマ核融合学会２００９ 

11/5・6   第 57 回東北地区国語教育研究会 

(12 月 18 日現在の情報です)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ココンンベベンンシショョンンカカレレンンダダーー  
  

  

  

  

  

  
  

イイベベンントト情情報報  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■平成２０年１２月１８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。 

 

 
 

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。 

 当協会は１２月２７日(土)～１月４日

(日)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５日(月)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。

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

1/20 平成20年度　青森県介護予防支援従事者研修会 10：30～ - 青森市民ホール
青森県地域包括・在宅介
護支援センター協議会

1/22 平成20年度　農地・水・環境保全向上対策リーダー育成研修会 13：00～ - 青森市民ホール
青森県農地・水・環境保全
向上対策地域協議会

2/27・28
第26回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会
～ストーマ・排泄ケアの明日への飛躍～

9：00～ 1,300 青森市文化会館 青森県立中央病院外科

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

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

11/22～1/18 蓑虫山人（みのむしさんじん）と青森～放浪の画家が描いた明治の青森 9：00～ - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

12/23～1/25 企画展「野鳥写真・鳴き声展」 9：00～ - 青森市森林博物館 青森市森林博物館

1/5 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～ - ホテル青森 青森市・青森商工会議所

1/6 あおもりジョブ博 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ジョブカフェあおもり

1/10 映像の日　－映画を無料で鑑賞「天国への階段」 14： 30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

1/10～3/8 小島一郎 - 北を撮る - 　戦後の青森が生んだ写真界の ｢ミレー｣ 9：30～ - 青森県立美術館 小島一郎展実行委員会

1/11 平成20年度　青森市成人式 12：00～ 2,000 青森市文化会館 青森市教育委員会社会教育課

1/18 八甲田丸船内フリーマーケット 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

1/24 科学おはなし会「静電気のひみつを調べよう」 14：00～ - 青森県立図書館 青森県立図書館

1/31 13： 30～

2/1 14：00～

2/5 市民活動応援講座「民話かたりべ」とともに 14：00～ 50 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市男女共同参画プラザ「カダール」

2/7 ＡＣＣ ＣＭ ＦＥＳＴＩＶＡＬ　入賞作品青森発表会 13：00～ - 青森市民ホール 青森朝日放送

2/7～9 第21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 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

2/14 第27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

2/20
平成20年度　寿大学・寿大学院、女性大学・女性大学院
合同卒業式・修了式

13：30～ 915 青森市文化会館 青森市中央市民センター

2/24・25 ジューテック住まいるフェア2009 10：00～ 800 青森産業会館 ㈱ジューテック青森(営)

2/26 食と観光のＵＤ・セミナー～ユニバーサルデザイン・リーダー講習会～ 12：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県文化・ユニバーサルグループ

2/28 東奥保育・福祉専門学院　第26回音楽発表会 13：30～ - 青森市民ホール 東奥保育・福祉専門学院

ＮＨＫ青森放送局テレビ放送開始50年記念　第30回ＮＨＫ
東北民謡コンクール　青森県大会予選

- 青森市民ホール ＮＨＫ青森放送局


