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観光コンベンションニュース観光コンベンションニュース

　当協会と青森市タクシー協会が協同で進めている「青森市観光ガイドタクシー」ですが、９月１７・１８
日に、昨年認定乗務員となった１期生の更新講習が行われました。昨年受講した内容のバックアップセミナ
ーとして、またさらなるスキルアップを図るため、４１名の１期生が講習・試験を受けました。今年３月か
ら研修を開始し、７月２２日に新たに認定を受けた２期生４４名と合わせると、認定を受けているタクシー
乗務員は合計８５名となります。来年に迫った東北新幹線新青森駅開業に向け、おもてなしの心で県内外の
お客様をお迎え・ご案内できるよう努めて参ります。

　地元ホテルのフロントスタッフおすすめの寿司店２０
店舗でお使いいただける定額食事券「青森食めぐりクー
ポン」が登場！Ａコース(3,000円)とＢコース(5,000円)
があり、初めてのお店でも安心してお寿司を味わうこと
ができます。行きたいお店を決めて予約を入れてから、
クーポン持参でお店へＧＯ!!クーポンは青森市観光交流
情報センターや加盟ホテルでも販売中。

詳細は、青森商工会議所　新幹線プロジェクト推進課

 （TEL.017-734-1311）までお問い合せください。

 http://www.acci.or.jp/sushi/index.htmlでもどうぞ！

１０月１０日おでんの日を記念して、イベントを開催します。

◆日時　１０月１０日(土)午前１１時～午後５時

◆場所　パサージュ広場
【青森おでんの会事務局】
　㈱創芸企画(担当:石田)ＴＥＬ．０１７－７４３－６５６５

“安心”“お得”にお寿司を食べよう♪

ラーメンを食べて、おいしく当てよう☆
　あおもりラーメン協会による第５回ラーメンスタンプ
ラリーが開催中です。加盟店は全部で２６店舗。お食事
１回につきスタンプが１個もらえ、５店舗分集めてお店
に提出します。抽選で、青森の地場産品が当たります。
　加盟店のほか、ホテル、観光案内所等でマップ・スタ
ンプカードを配布しています。締切は１１月３０日(月)。

【あおもりラーメン協会・スタンプラリー事務局】
　　㈲いりしめ内　ＴＥＬ．０１７－７３４－３３１５

　９月７～９日まで、ホテル・観光施設関係者

や青森市観光課と共にソウルの旅行社１２社を

訪問し、青森市・青森県をＰＲして参りました。

　今回参加した八甲田ロープウェー、ねぶたの

里、弘前のねぷた村、五所川原の立佞武多の館、

十和田湖観光汽船、北都観光バス、ヴィラシテ

ィ雲谷、アップルランドと、それぞれの施設の

セールスポイントをアピールし、青森の最新情

報を提供いたしました。

  また、９月８日に開催されたソウル４道県事

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、「八甲田ウォーク」

八甲田山・モヤヒルズ

でのスキーと冬季観光

の魅力や、ホテル・観

光施設のセールスをい

たしました。

韓国でインバウンドセールス
 

韓国でインバウンドセールス

『青森市観光ガイドタクシー認定乗務員』85名走ってます

１０月１０日は『おでんの日』記念イベント

　ねぶた写真の絵柄の名刺台紙を新しく製作し
ました。表面が白無地で、裏面がねぶた写真と
なります。
　県内外の方々へねぶた祭のＰＲ、青森のＰＲ
に是非ご活用ください。

 １箱１００枚入
１,０００円(税込)

ねぶた柄名刺台紙 販売中!!New



■平成２１年９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。

イベント情報

コンベンションカレンダー

●八甲田………山頂 １０月上旬(現在７割程度)、中腹 １０月中旬(現在４割程度)、山麓 １０月下旬(現在２割程度)
●酸ケ湯温泉…１０月上旬　　　　　●睡蓮沼…………１０月上旬　　　　　●城ヶ倉大橋…１０月１０日前後
●田代湿原……１０月１０日前後　　●奥入瀬渓流……１０月中旬～下旬　　●十和田湖……１０月中旬～下旬
●薬研温泉……１０月中旬　　　　　●白神山地………１０月中旬～下旬　　●十二湖………１０月中旬
●中野もみじ山(黒石)…１０月下旬

（青森県観光総合案内所調べ　9/29現在）

紅葉情報 今年の色づきはどうかな!?　　平年並み～やや早めの見頃紅葉情報

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

10/2 とうほく街道会議　第5回交流会青森大会 13：00～ - 県民福祉プラザ とうほく街道会議青森大会実行委員会

10/3 13：30～
10/4 9：20～

10/3・4 第24回日本更年期医学会総会・学術集会 - 700 ホテル青森 弘前大学医学部産婦科学教室

10/6 平成21年度　全青協第41回秋の東北・青森大会 13：30～ 200 ホテル青森 十和田青果㈱

10/17 平成21年度　第38回青森県看護学会 - - 青森市民ホール (社)青森県看護協会

10/18 第53回青森県農業委員大会 12：30～ 950 青森市文化会館
青森県農業会議・青森県担い
手育成総合支援協議会

10/18 第18回青森県長寿研究会 - - 青森市民ホール (社)青森県医師会

10/22 全国民間空港所在都市議会協議会　第76回臨時総会 13：30～ 120 ホテル青森 青森市議会事務局

10/27～30 アジアプラズマ核融合学会２００９ - 200 アウガ５階ＡＶ多機能ホール 日本原子力研究開発機構

11/6 第57回東北地区国語教育研究協議会青森大会 9：30～ 2,000 青森市文化会館 大会事務局（戸山中学校）

11/9～11 東北地区小中教頭会 - 700 ホテル青森 県小中学校教頭会

11/17 第58回青森県社会福祉大会 12：30～ - 青森市民ホール 青森県社会福祉協議会

第20回東北作業療法学会
第20回東北作業療法学会
事務局

- 青森市民ホール

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

9/5～10/12
アートフェスティバル2009 松村泰三×森田多恵 展 「未
視感－光の皮膜・呼吸する箱」

10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

10/2 「グリーンエネルギーキャラバンｉｎ青森」グリーンエネルギーセミナー 13：30～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県・東奥日報社

10/3 交通安全の集い 13：00～ 1,000 青森市文化会館 (財)青森交通安全協会

10/3 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

10/3 10：00～

10/4 9：30～

10/6～30
アコール　階段ギャラリー　写真展「市民が集まる場所～
戦後青森市の街並みから～」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10/8～12 第39回青森県教職員美術展覧会 10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森県教育厚生会

10/9 講演会「よくわかる競売不動産」 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県不動産鑑定士協会

10/10 映像の日　－映画を無料で鑑賞「モンド 海をみたことがなかった少年」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

10/10・11 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内 みちのくリサイクル運動市民の会

10/13・27 手芸サークル体験講座　パッチワークでつくる「うさぎのポーチ」 9：30～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10/16 2009秋　日本原燃ふれあいコンサート 18：30～ 2,000 青森市文化会館 日本原燃「ふれあいコンサート」事務局

10/18 青森幼児鼓笛フェスティバル 12：00～ 1,000 青森市文化会館 青森幼児鼓笛連盟

10/20
冴木杏奈　ワールドコンサートツアー2009～あなたに愛を
贈ります～タンゴとフォルクローレ

19：00～ - 青森市民ホール ＡＴＶ青森テレビ

10/24・25 フリーマーケットｉｎ縄文秋祭り 9：00～ - 縄文時遊館 みちのくリサイクル運動市民の会

10/26・27 生涯学習セミナー 18：30～ - 青森市民ホール 青森モラロジー事務所

10/27 青龍寺チャリティーサロンコンサート　ベルリンフィル弦楽四重奏団 19：00～ - 昭和大仏 青龍寺 金堂 昭和大仏 青龍寺

11/1～23
アコール　階段ギャラリー　写真展「ふくろうに魅せられて
～蛯沢博行モノクロの世界～」

9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

11/9
第13回知的障害児・者音楽活動発表会
チャレンジオンステージ2009

12：45～ - 青森市民ホール こぶし園

11/10 平成21年度　交通安全青森県民大会 13：00～ 1,000 青森市文化会館 青森県交通対策協議会

11/12 ＪＡ共済　親と子の交通安全ミュージカル　魔法園児マモルワタル 10：30～ 800 青森市文化会館
全国共済農業協同組合連
合会青森県本部

11/14 第26回東北北部三県警察音楽隊演奏会 14：30～ 2,000 青森市文化会館 青森県警察本部

11/15 ストップ温暖化大作戦2009青森県大会 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ストップ温暖化センターあおもり

11/20
第5回アコール学園「症状別おたすけクッキング」
①肌荒れ・疲れ目・冷え性を回復させる素材のチカラ

10：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

11/23 社団法人表千家同門会青森県支部総会・一般講習会 10：00～ 1,000 青森市文化会館 社団法人表千家同門会

11/27
第5回アコール学園「症状別おたすけクッキング」
②嚥下のトラブルに、飲み込みやすい調理の工夫

10：00～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

11/29 幼児のための音楽フェスティバル 10：30～ 1,000 青森市文化会館 青森幼児音楽研究会

「アコールフェスタ2009」～来てきて　見てみて　ふれてみて～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」


