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とことん青森ｉｎ東京
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青森港旅客船ターミナルビル２F
TEL.017-723-7211 FAX.017-723-7215

～東京を青森の雰囲気で埋め尽くす～

県は、東北新幹線全線開業オープニングキャンペーンとして、「とことん青森
ｉｎ東京」を平成２２年１０月２５日（月）～１１月２８日（日）まで開催いたします。
メインイベントとなる「とことん青森ＭＡＸｉｎ原宿表参道」を１０月２５日（月）～
１１月７日（日）に開催。「青森お祭り工房」や「青森ご当地グルメ屋台村」等、
本県の魅力と新幹線全線開業を印象付ける多彩なイベントを行います。
また１０月３０日（土）～１１月１日（月）には、明治神宮で「青森ねぶた」、「弘
前ねぷた」、「八戸三社大祭」、「五所川原立佞武多」の４大夏祭りが勢ぞろ
いします。各山車が夜間点灯され、それぞれのお囃子を順番に鳴り響かせ
る４大祭り競演を行う予定です。
「とことん青森ｉｎ東京」についての詳しい情報は、
http://www.aptinet.jp/ap_tokotonmax.html で！

とことん青森in東京
主なイベント
10/26～29
青森お祭り工房（山車制作）
10/30～11/3
青森ご当地グルメ屋台村
10/30～11/1
四大祭り競演（夜間点灯）
11/5～7 とことん青森ギャラリー

下記の場所でもPRして参ります

11/6～7 とことん青森交流広場

10月15日（金）～17日（日）青森県観光ＰＲキャンペーンin大宮駅
11月12日（金）～14日（日）青森県観光ＰＲキャンペーンin仙台駅

韓国でインバウンドセールスを実施してきました
去る９月５日（日）～９日まで、ホテル関係者、観光施設関
係者、市観光課と共にソウルの旅行社１２社を訪問し、青
森市をＰＲしてまいりました。青森市の助成金制度や、八甲
田スキー場・モヤヒルズ、また「八甲田ウォーク」と冬の観
光をメインに説明をし、青森への送客を依頼しました。
また、９月７日にはソウルプラザホテルで開催されたソウル
４道県事務所主催の商談会に参加いたしました。商談会に
は韓国側から７６の旅行社が参加。その中で５２社の方々
と面談をし、さまざまな青森のセールスができました。

事 務 所 移 転 の お 知 ら せ
この度、９月２７日(月)より(社)青森観光コンベンション協会の事務所を移転い
たしました。
何かとご不便をおかけしますが、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い
申し上げます。
●新住所 〒038-0012 青森市柳川1丁目4-1

青森港旅客船ターミナルビル2F
電話、FAX番号はこれまでと変わりありません。
2010年 １２月４日

東北新幹線新青森駅開業！

アンテナショップ販売商品商談会 参加事業所募集！！

８月６日～８日に台東区異業種交
流プラザ９１（代表幹事 水戸部
良三氏）の会員１６名の方々が来
青し、青森市中心市街地や「ねぶ
たの家ワ・ラッセ」、また青森市
とツインシティ提携のある函館市
を視察しました。
青森市内の視察では、駅前の再開
発ビル「アウガ」でコンパクトシ
ティの取組について青森市経済部
からレクチャーを受けたほか、夜
は青森ねぶた祭を見学し、祭の魅
力を堪能しました。

開催日
10/2・3

青森市物産協会では、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」内アンテナショップ販売商品商談会の参
加事業所を募集します。
○商談会日時 平成２２年１０月２１日（木） 午前９時～午後４時

○場
所
○申込締切

ラ・プラス青い森 ３Ｆプリムラ
平成２２年１０月１８日（月）まで

申込書の請求・お問合わせは青森市物産協会事務局（℡017-734-2402）まで。

あがしっこ

ウォーターフロントの夜を匠の技で魅せる

あおもり灯と紙のページェントの実施決定！
実施時期：平成２２年１２月３日（金）～平成２３年２月１３日（日）
実施場所：現青森駅～ねぶたの家ワ・ラッセ～八甲田丸を結ぶウォーター
フロントエリア（数年かけてアスパムまで結ぶ予定です。）
実施内容：紙と光の芸術であるねぶたの技術を活かし、大型オブジェのイルミ
ネーションでモノトーンの雪景色に色彩を与え、あたたかみのある
風景を作りだします。また、大型オブジェの中に入ってみることもで
き、見て、さわって、体感できる空間となる予定です。

大会名

参加人数

時間

第44回茶道遠州会全国大会

9：30～

会場

700 ホテル青森

10/10

第61回東北ろうあ者大会・第37回東北地区手話問題研究大会

10/18

第3回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット

10/26

第26回青森県私学振興大会

13：00～

- 青森市民ホール

青森県立高等学校保護者会連合会

10/27

第45回青森県養護教員研究大会

10：00～

- 青森市民ホール

青森県養護教員会

11/9

第59回青森県社会福祉大会

12：30～

1,400 青森市文化会館

青森県社会福祉協議会

11/11

平成22年交通安全青森県民大会

13：00～

1,500 青森市文化会館

青森県交通対策協議会

-

11/11・12 第28回地域づくり団体全国研修交流会
11/20

平成22年度第39回青森県看護学会

11/22

第54回青森県農業委員大会

開催日
10/1

イベント名
ピンクリボンウォーク IN あおもり 2010

10/1～20 修羅の画家 阿部合成展～生誕100周年記念～
10/5

青森・温故知新塾「青森県史・民俗編を読む－信仰・年中行
事を中心に－」

10/6～25 階段ギャラリー ノルウェーの伝統手芸～ハーダンガー刺しゅう～
10/8
10/9～11/21

青森県不動産鑑定士協会 講演会
竹内俊吉生誕110年展

10/9～1/10 スタジオジブリ・レイアウト展

10/9
10/9・10
10/11

-

- 青森市民ホール

主催・問い合わせ
茶道遠州会青森支部

100 ホテル青森

（社）青森県ろうあ協会
青森経済同友会

- ホテル青森

青森県市町村振興課

9：30～

- 青森市民ホール

（社）青森県看護協会

12：30～

950 青森市文化会館

時間
16：00～

参加人数

会場

青森県農業会議

主催・問い合わせ

- アスパム前

NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会

- 中世の館

中世の館

19：00～

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

9：00～

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

9：00～

12：30～

- アウガ5F AV多機能ホール 青森県不動産鑑定士協会

9：00～

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

9：30～

- 青森県立美術館

青森放送㈱/㈱東奥日報社

誰にもやさしい朗読詩吟入門

13：00～

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

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

みちのくリサイクル運動市民の会

青龍寺秋のコンサート2010 ニューヨーク・ジャズ・トリオ＋１

15：00～

- 青龍寺

昭和大仏 青龍寺

10/12・16 アコール学園 ステンドグラス・クリスマスの壁掛け

9：30～

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

10/16・17 縄文の杜 あおもりツーデーマーチ

8：00～

- 縄文時遊館

縄文の杜・あおもりツーデーマーチ実行委員会

17:30～

- 青龍寺

昭和大仏 青龍寺

-

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

10/17
10/21

青龍寺チャリティ・サロン・コンサート「ウィーンフィルメンバー
によるウィーンピアノ四重奏団」
第4回男・女（ひと）が輝くカダール講座「女性史と音楽史を歌
で彩るコンサート」

10/23・24 青森えきまえ産直市
10/31

農協まつり

11/1～28 階段ギャラリー 楽絵の会 秋冬展
11/6・7

第32回東青地区書道展

11/13・14 ぜ～んぶあおもり大農林水産祭

13：30～

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

10：00～

- 青森駅前公園

10：00～

2,000 青森産業会館

9：00～
10：00～
10：00～

現青森駅周辺活性化推進会事務局

青森農業協同組合

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

- 青森市民美術展示館

日本教育書道会東青地区連合会

20,000 青森産業会館

■平成22年9月22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。

青森県物産振興協会

