ATCA NEWS vol.92

February 2009

Aomori Tourism & Convention Association

平成 21 年 2 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/

青森駅前に「青森市観光交流情報センター」がオープンし、当協会で観光案内
カウンターを含む施設全般の管理・運営をいたします。このセンターは、観光及
び交通に関する情報のほか、地域イベントなどの情報も幅広く提供する新たな交
流・情報拠点です。観光案内カウンターのほか、市営バス及びＪＲバスの案内窓
口を設け、バス乗車券の販売や路線案内等も行います。
これから観光の拠点として、青森市の顔として頑張って参ります。
★オープン
★開館時間
★観光案内
★市営バス窓口
★ＪＲバス窓口

平成２１年２月１日(日)
６：００〜２２：００
８：３０〜１９：００（TEL.017‑723‑4670）
６：４０〜１８：００（TEL.017‑723‑1491）
６：４０〜１７：３０（TEL.017‑773‑5722）

観光案内カウンターは…
センター長 工藤 正之
スタッフ
藤田 紫乃、須藤 京、梅原 恵美子
以上４名で青森の観光をご紹介・ＰＲして参ります！
わからないことがございましたら、
お気軽にご相談ください。
センター内における自動販売機の設置に関するお問い合わせ・ご相談は２月１０日(火)までに当協会へお願いい
たします。(当協会会員に限ります。)

いよいよ『七子八珍食べある記』キャンペーンの季節にな
りました。今回は七子八珍の会会員店のほか、ホテルのスタ
ッフお薦め寿司店も加わり、３９店舗で実施します。参加店
でお食事をしてお店のスタンプを押した応募ハガキを送れ
ば、抽選でお食事券や特産品が当たります!!
さらに、定額お食事券「食うポン」が登場！参加ホテルの
フロントで購入し、お店に予約すると「食うポン」限定特別
メニューが食べられます。詳しくは同封のチラシをご覧くだ
（※チラシに掲載している｢南部屋魚心亭｣はお店の事情により
さい。
現在休業中となりご利用できませんので、ご了承ください。
）

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２６日より申込受付開始。真っ白な雪の回廊（酸ケ
湯〜谷地間約８km）を歩いた後は、温泉入浴でゆったり気分。
皆様のご参加をお待ちしております!!

平成２１年 3/29(日)･30(月)･31(火)
お一人様５,０００円 ※小学生以下 ４,５００円
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/

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〉
２月１５日(日)・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〉
２月８日(日)・３月７日(土)
③奥津軽コース
６,９００円
〈太宰治生誕１００周年〉
３月１日(日)・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〉
２月２１日(土)・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〉
２月１日(日)・２月１４日(土)
※詳細は、当協会ＨＰ『あおもり案内名人』
http://www.atca.info/ で

去る１月１５日(木)東京都の虎ノ門パス
トラルホテルにおいて、
「青森市経済懇談
会・東京あおもり応援隊合同会議」を開催
いたしました。当日は、両団体会員および
関係者約９０名のご出席をいただきました。
青森市長から青森市の近況報告、新幹
線新青森駅開業に向けた工事の進捗状況や駅
周辺の整備状況の説明がありました。当協会
は、今進めている「青森冬の旅バスツアー」
「七子八珍食べある記」などの事業について
説明をしました。
意見交換の場では、
新幹線新青森駅開業のためのＰＲや観光施
策についての提案など、青森の魅力を発信
していくべく貴重なご意見をいただきまし
た。

１月９日〜１２日まで、東京ドームで「ふ
るさと祭り東京２００９」が開催されまし
た。全国からふるさとのお祭りや特産品・
名物料理が大集合。期間中は１８万人もの
来場者が会場を訪れ、入場待ちの行列が出
来るほどの大盛況ぶりでした。
青森県の観光ブースでは、金魚ねぶた絵
付け体験や県産品が当たるクイズ大会、観
光アンケートを実施し、青森をＰＲして参
りました。

イベント・コンベンションカレンダー
開催日
10/27〜3/ 13

大会・イベント名
家族でチャレンジ！「全国縦断！クイズマラソン」

時間
要申込

参加人数

会場

- 青森県立図書館

主催・問い合わせ
青森県立図書館

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

1/31・2/1 フリーマーケットｉｎ縄文冬祭り

9：00〜

- 縄文時遊館

みちのくリサイクル運動市民の会

- 青森市民ホール

ＮＨＫ青森放送局

- 青森市森林博物館

青森市森林博物館

1/31
2/1

ＮＨＫ青森放送局テレビ放送開始50年記念 第30回ＮＨＫ 13：30〜
東北民謡コンクール 青森県大会予選
14：00〜

2/2〜3/30 企画展「白神山地生物写真展」

9：00〜

2/5

「民話かたりべ」とともに
〜むがーし昔の話っこ…民話で気づくわたしのキモ チ〜

14：00〜

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・8

第3回雪を楽しむつどい

10：00〜

- 西部市民センター

西部市民センター

2/7〜9

- 青森市民美術展示館

青森市教育委員会社会教育課

50 アウガ５階ＡＶ多機能ホール

第21回棟方志功賞版画展

10：00〜

2/11

ご入学おめでとう大会

13：00〜

2,000 青森市文化会館

2/14

第27回青森幼児音楽発表会

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

㈱東奥日報社

10：50〜

- 青森市民ホール

青森幼児音楽研究会

平成20年度 第3回青森市所蔵作品展〜伝統版画の世
2/18〜22
界〜棟方末華展

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

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〜

2/21

映像の日 −映画を無料で鑑賞「アラン・レネ／ジャン＝
リュック・ゴダール 短編傑作選」

14：30〜

2/24

平成20年度 青森市文化賞・スポーツ賞 表彰式

14：30〜

2/24・25 ジューテ ック住まいるフェア2009

10：00〜

915 青森市文化会館
40 国際芸術センター青森

800 青森産業会館

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

2/27

オール電化 賃貸住宅経営セミナー

13：00〜

70 アウガ５階ＡＶ多機能ホール

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〜

2/28

東奥保育・福祉専門学院 第26回音楽発表会

3/1

ウィンターフェスティバルｉｎモヤヒルズ

9：00〜
13：30〜
9：00〜
14：00〜
18：00〜

3/14

第９師団 第31回定期演奏会

3/14

映像の日 −映画を無料で鑑賞「幻影は市電に乗って旅をする」 14：30〜

3/22

第7回青森県民謡グランプリ

12：00〜

国際芸術センター青森

- アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市生涯学習課

2/26

2/27・28

青森市中央市民センター

1,300

青森市文化会館
ホテル青森

㈱ジューテック青森(営)
青森 県文化・ユニバーサル グループ
ＡＴＶ内「賃貸住宅経営セミナー」事務局

青森県立中央病院外科

- 青森市民ホール

東奥保育・福祉専門学院

- モヤヒルズ

モヤヒルズ

- 青森市文化会館

第９師団司令部広報室

40 国際芸術センター青森
1,800 青森市文化会館

国際芸術センター青森
ＲＡＢ青森放送

■平成２１年１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。

