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観光コンベンションニュース
１月４日(月)より申込開始！
記念価格で気軽に参加できます!!
毎年３日間だけ行われる特別イベント『八甲田ウォーク』。第２０回を迎える今回は、「雪の回廊」と「温泉」
という２つの魅力がより伝わる言葉をイベント名称に追加し、参加料も大きく値下げいたしました。
除雪したての高さ９ｍにも及ぶ雪の回廊（酸ケ湯〜谷地約８㎞）を歩いた後は、酸ケ湯や蔦の温泉入浴を楽しめ
ます。従来の青森・八戸・弘前出発コース、往復コースのほか、スノーシュー散策コースも登場。酸ケ湯から睡蓮
沼まで歩き、スノーシュー散策を楽しんだ後、酸ケ湯に歩いて戻ります。また、３月３０日には青森県ウォーキン
グ協会主催で「せっかくウォーク」も開催されます。ご家族揃って、ぜひご参加ください！

◆会 期
◆参加料
◆コース

平成２２年３/２９(月)･３０(火)･３１(水)
大人３,９００円 小学生２,５００円
○青森出発コース
○八戸出発コース
○弘前出発コース
○往復１６㎞コース ○ウォーク＆スノーシューコース

コース内容の詳細・お申込は、あおもり案内名人 http://www.atca.info/ でどうぞ♪

とことん青森２０１０
冬にねぶたが運行!!
青森県は、東京・表参道で郷土芸能披露や特産品販
売など青森を体感できるイベント「とことん青森２０
１０」を１月１１日から２４日まで開催いたします。
ＪＲ原宿駅近くに設けられるお祭り工房では、今年
本番の青森ねぶた祭に参加した『楠木正行 四條畷の
合戦』のねぶたを１５日から組み立て、その工程を見
せながら展示されます。
完成したねぶたは２０〜
２４日の日没から点灯さ
れ、幻想的な夜を演出し
ます。また、２３日は午
後５時から６時まで、冬の表参道を総勢５００人のハ
ネト、ねぶた囃子とともに練り歩き、本番さながらの
ねぶた運行が楽しめます。
ほかにも、「青森ご当地グルメ屋台村」「とことん
あおもり交流広場」など多彩なイベントが満載。
「とことん青森」情報は、
http://aptinet.jp/ap̲tokoton.html で！

大宮駅で冬の青森をＰＲしました
１２月２日〜６日、大宮駅で青森県観光ＰＲキャン
ペーンが開催されました。５・６日には、津軽三味線
や八戸えんぶりの披露、ミスねぶたによる青森市ＰＲ
などのステージイベントが行われ、青森の魅力をＰＲ
して参りました。観光ＰＲコーナーや物産販売コーナ
ーもあり、たくさんの人
で賑わっていました。

皆さん、食べましたか？ 『のっけ丼』
１２月１日より古川市場(青森魚菜センター･青森公
益魚菜市場･青森生鮮食品セン
ター)で、丼ご飯に好きな具材
をのせてつくる『のっけ丼』
がスタートしました。
まず、オレンジ色の丼マー
クが目印のお店でご飯を購入。
あとは、紺色の丼マークのお店でお好みの具材を好き
なだけ購入し、ご飯にのせてもらう。これで自分だけ
のオリジナル丼が完成！海鮮、惣菜、肉など様々なお
店があるので、豪華海鮮丼やお惣菜丼など好みや予算
に合わせてトッピングできま
す。サービスは午前７時から
午後３時まで。
おいしいだけじゃなく楽し
く食べられる『のっけ丼』。
ぜひお試しください。
※12/16〜1/2はサービス休止。1/3〜再開します。
【問合】青森市新幹線開業対策課 TEL.017‑734‑2319
日本で唯一の総合コンベンションイベント

IME2009で青森をＰＲ
１２月８･９日に「第１９回国際ミーティング･エキス
ポ(ＩＭＥ2009)」が東京国際フォーラムで開催されまし
た。今年も全国・海外から７７団体・企業とい多くの出
展があり、当協会は、青森県観光連盟、弘前･八戸･むつ
のコンベンションビューローとともに青森ブースで大会
主催者・関係者に青森県での大会開催を呼びかけました。

来年度開催予定のコンベンションは… 『旬 冬のあおもり』で冬を満喫♪
今年度も全国大会や東北大会など、多数のコンベンシ
ョンが開催されました。来年度も1,000名を越える全国大
会など様々な大会が開催される予定です。

＊＊＊平成２２年度の開催予定＊＊＊
4/8
8/3・4
8月予定
9/16・17
10/2・3
10/9
12月予定
2/3・4

第7回国内観光活性化フォーラム
第10回レジデンシャルケア研究会議
(仮称)全国龍馬ウォーク2010
吉田松陰・宮部鼎蔵津軽遊歴ウォーク
東北ブロック老人福祉施設研究会
第43回茶道遠州会全国大会
第18回法政大学全国卒業者の集い青森大会
(仮称)全国まちづくり商店街サミットあおもり大会
全国商工会議所観光振興大会2010inあおもり
（12月18日現在の情報です）

冬季観光情報誌『旬 冬のあおもり』では、冬の
青森観光バスツアーの案内や「食べる・見る・体験」
と青森の冬季観光をまるごとご紹介しています。
インターネットでも！ http://www.atca.info/

青森観光コンベンション協会 事務局より
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。
当協会は１２月２９日(火)〜１月３日(日)まで年
末年始のお休みとさせていただきます。新年は１月
４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。

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

1/21

平成２１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

1/28

青森県農地・水・環境保全向上対策リーダー育成研修

13：00〜

‑ 青森市民ホール

2/18
2/19

ゆきみらい2010 ｉｎ青森 〜いにしえから未来へ〜
北のまほろば 青森から発信する北国の新時代

14：00〜
9：30〜

1,800 青森市文化会館

主催・問い合わせ
青森県地域包括・在宅介
護センター協議会
青森県農地･水･環境保全
向上対策地域協議会
「ゆきみらい2010 ｉｎ青森」
実行委員会

イベント情報
開催日
1/4

イベント名

時間

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」 17：00〜

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〜

参加人数

会場

‑ ホテル青森

主催・問い合わせ
青森市・青森商工会議所

‑ 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〜

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
10：30〜
ラムならびに同年代応援メッセージ大会

‑ 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」
1/16〜3/22 企画展「新収蔵資料展」

1/17

八甲田丸船内フリーマーケット

9：30〜

1/27

「地デジで元気」フェア

1/29〜31 青森市小・中学校美術展
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
2/2〜17 アコール 階段ギャラリー「津軽裂織サクリ会」作品展

国際芸術センター青森

20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

9：00〜

‑ 青森県近代文学館

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

平成21年度 第4回青森市所蔵作品展〜伝えたい ふる
1/20〜24
10：00〜
さとの舞・祭・童の遊び〜佐藤米次郎・山口晴温 版画展
人権啓発フォーラム「みすゞさんのうれしいまなざし−まな
1/22
13：30〜
ざしを変えると見えてくるもの−」
1/23・24 フリーマーケットｉｎ青森コロナワールド

40 国際芸術センター青森

‑ 青森市民美術展示館

青森県近代文学館

(財)青森市文化スポーツ振興公社

青森市男女共同参画プラ
300 アウガ５階ＡＶ多機能ホール
ザ「カダール」

11：00〜

‑ 青森コロナワールド特設会場 みちのくリサイクル運動市民の会

18：30〜

‑ 青森市民ホール

㈱青森テレビ

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

13：30〜

‑ 青森市民ホール

NHK青森放送局

9：00〜

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

2/6

2009 49th ACC CM FESTIVAL 入賞作品発表会

13：30〜

‑ 青森市民ホール
2,000 青森市文化会館

㈱青森テレビ

2/7

ご入学おめでとう大会

13：00〜

2/13

映像の日 −映画を無料で鑑賞「新しい土」

14：30〜

2/14

第28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

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

東奥保育・福祉専門学院

平成21年度 第5回青森市所蔵作品展
2/17〜21
〜女性像〜 関野準一郎・小館善四郎・山内ゆり子展

40 国際芸術センター青森

㈱東奥日報社
国際芸術センター青森

2/20

東奥保育・福祉専門学院 第27回音楽発表会

13：30〜

‑ 青森市民ホール

2/21

第8回青森県民謡グランプリ

12：30〜

2,000 青森市文化会館

ＲＡＢ青森放送

2/24

平成21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〜

1,500 青森市文化会館

青森市中央市民センター

■平成２１年１２月１７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。

