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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
ぞくぞく 青森観光キャンペーン♪ぞくぞく 青森観光キャンペーン♪新幹線新青森駅開業カウントダウン！

　１１月１１日～１５日、仙台駅で青森県観光ＰＲキャンペ
ーンが開催されました。１４日・１５日には、津軽三味線や
八戸えんぶりの実演、観光クイズやミスねぶたによる青森市
のＰＲなど盛りだくさんのステージイベントが行われ、青森
の冬をＰＲいたしました。

　次いで、１２月２日～６日に大宮駅で青森県観光ＰＲキャンペーンが開催されます。観光ＰＲや物産販売
のほか、ステージイベントも行われ、５日・６日は津軽三味線などの郷土芸能の披露もあります。こちらで
も青森の冬の魅力をＰＲして参ります。

　２０１０年１２月の新幹線新青森駅開業から一冬が明け、本格的な観光シーズンを迎える春から夏にかけ
て、青森デスティネーションキャンペーンが実施される予定です。これにより、新幹線開業効果の持続・拡
大、さらなる誘客効果が期待されます。全県一丸となり、青森の魅力ＰＲを進めましょう。

行くたび、あたらしい。青森 ２０１１年４月２３日(土)～７月２２日(金)

　また、年明けの１月１１日～２４日には原宿表参道で「とことん青森２０１０」
が開催されます。伝統工芸品の展示、特産品の販売、ご当地グルメ屋台村ほか、
楽しい催しが目白押し。１月２３日には「表参道冬ねぶた」表参道初の大型ねぶた
運行も実施いたします。
　「とことん青森」情報は、 http://aptinet.jp/ap_tokoton.html でどうぞ！

青森県観光ＰＲキャンペーンin仙台駅　～大盛況でした～

青森県観光ＰＲキャンペーンin大宮駅

青森県初 単独デスティネーションキャンペーン実施!!　★キャッチフレーズも決定★

とことん青森2010 青森×原宿表参道 －原宿表参道が青森になっちゃった。－

　今年の『七子八珍食べある記』キャンペーンは、
１２月～２月まで丸３ヶ月間、４２店舗で実施い
たします。七子八珍の食材を使った鍋やスープな
どの温かい料理を中心にご紹介。期間中参加店で
お食事をし、アンケートを応募した方に、抽選で
特産品や参加店のお食事券が毎月６０名様に当た
ります!!
　詳しくは、当協会までお問い合せください。

◎特産品セット　　総計６０名様
　　　　　　　　　…２,０００円分(毎月２０名)
◎お食事券(指定店) 総計１２０名様
　　　　　　　　　…２,０００円分(毎月４０名)

平成２１年１２月１日(火)～平成２２年２月２８日(日)

あったかフェア
あったかい料理と、あったかい気持ちで、おもてなし！

特産品または会員店のお食事券が

抽選で総計１8０名様に当たる!!

①八甲田山パノラマコース～八甲田山空中散歩～
　〈６,８００円〉２/２０(土)･２８(日)
②十和田湖冬物語コース～冬の十和田湖体験～
　〈５,９００円〉２/６(土)･１４(日)
③津軽半島冬景色コース～厳冬の龍飛崎と水だこの釜ゆで～
　〈８,７００円〉１/３０(土)･３/７(日)
④奥津軽コース～太宰のふる里探訪～〈７,３００円〉
　１２/１９(土)･１/３０(土)・２/２０(土)･３/７(日)

冬の青森バスツアーに
　参加しませんか？
　観光バスで行く、冬の青森日帰りツアーを実施しま
す。４コースあり、各回定員４０名です。
　お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください！

　具体的なコース内容・お申し込みにつ
いては、当協会までお問い合せください。
　また、冬季観光情報誌『旬 冬のあおもり』を発行い
たしました。このバスツアーだけでなく、「食べる･観
る･体験」と青森の冬季観光を凝縮してご案内しており
ます。

 

ななこ はっちん



■平成２１年１１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
開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

12/5 第47回青森市手をつなぐ育成会クリスマス大会 13：00～ - 青森市民ホール 青森市手をつなぐ育成会

12/8 第25回JA青森県大会 10：30～ - 青森市民ホール 青森県農業協同組合中央会

12/9 平成21年度　青森県農薬管理指導士研修 13：00～ - 青森市民ホール 社団法人青森県植物防疫協会

12/23 第57回クリスマスこども会 13：00～ 2,000 青森市文化会館 ㈱東奥日報社

1/21 平成２１年度　青森県介護予防支援従事者研修会 未定 未定 青森市民ホール
青森県地域包括・在宅介
護センター協議会

開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

11/14～12/13 秋のアーティスト・イン・レジデンス展「ＨＯＭＥ（ホーム）」 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

11/30～12/21 アコール　階段ギャラリー　川柳風の会「思い出の句」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

12/4 第1回青森県産業技術センター研究成果報告会 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森県産業技術センター

12/5
第5回　男･女（ひと）が輝くカダール講座2009「青森県史
にみる女性像」

10：00～ - 「カダール」研修室
青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」

12/11 13：00～
12/12 10：00～

12/12 第2回映画の街あおもりショートフィルムコンテスト 14：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール NPO法人 青森フィルムコミッション

12/13 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

12/18 平成21年度　連隊年忘れ行事 13：30～ - 青森市民ホール 陸上自衛隊第５普通科連隊広報班

14：00～
16：00～

12/18～20 第4回あおもり環境まんが展 10：00～ - 青森市文化会館 大会議室 NPO法人　青森編集会議

12/18～20 第5回青森市中学生美術展 10：00～ - 青森市民美術展示館 市教育委員会社会教育課

12/19 映像の日　－映画を無料で鑑賞「亀も空を飛ぶ」 14：30～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

12/19・20 フリーマーケットｉｎ青森コロナワールド 11：00～ - 青森コロナワールド みちのくリサイクル運動市民の会

12/20 第7回 北の太鼓衆・あおもり 13：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 北の太鼓衆・あおもり実行委員会

12/22 アコール　サークル体験講座「クリスマスのいけばな」 10：30～ 25 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

12/27
NPO法人「音楽ネット青森」第45回コンサート
口笛と室内楽とピアノパラリンピック

14：00～ - 青森市民ホール
NPO法人音楽ネット青森・
サンネット青森

12/28 アコール　サークル体験講座「お正月のいけばな」 10：30～ 25 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

1/5～30 アコール　階段ギャラリー　「仲良しトリオ展～押し花絵の世界」 9：00～ - 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

1/9 映像の日　－映画を無料で鑑賞「市民ケーン」 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 平成21年度　青森市成人式 12：00～ 2,000 青森市文化会館 青森市成人式実行委員会

1/11
命を大切にする心を育む県民運動　推進会議総会フォー
ラムならびに同年代応援メッセージ大会

10：30～ - 青森市民ホール 青森県青少年男女共同参画課

1/12・26 アコール　サークル体験講座（手芸）「ちりめんでつくるお雛さま」 9：30～ 20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

1/16～3/22 企画展「新収蔵資料展」 9：00～ - 青森県近代文学館 青森県近代文学館

1/20～24
平成21年度　第4回青森市所蔵作品展～伝えたい　ふる
さとの舞・祭・童の遊び～佐藤米次郎・山口晴温　版画展

10：00～ - 青森市民美術展示館 (財)青森市文化スポーツ振興公社

1/27 「地デジで元気」フェア 18：30～ - 青森市民ホール ㈱青森テレビ

1/29～31 青森市小・中学校美術展 10：00～ - 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

1/30 第31回NHK東北民謡コンクール青森県大会予選
1/31 第32回NHK東北民謡コンクール青森県大会

青森市民ホール NHK青森放送局未定 未定

第27回青森市私立幼稚園絵画展 - 青森市民美術展示館 青森市私立幼稚園協会

青森中央文化専門学校12/18 Bunka Fashion Live 2009 - アウガ５階ＡＶ多機能ホール

　１１月１１～１５日に韓国で開催された『ソウルランタン
フェスティバル』に、青森のねぶたも展示されました。展示
された中型ねぶたは、柳谷優浩氏制作の「暫(しばらく)」。
ソウルの清渓川(チョンゲチョン)の川上に設置され、ほかの
色とりどりの灯篭と共に幻想的な夜を演出していました。
　灯篭の並んだ美しい景色は、ソウル市長も感動して急遽１
週間延長して展示をさせたほど、素晴らしいものでした。

川上に設置されたねぶた 「暫」柳谷優浩 作

『ソウルランタンフェスティバル』で青森ねぶた展示


