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観光コンベンションニュース
こころ、あったか。あおもり＊冬感動プロジェクト
「こころ、あったか。あおもり冬感動プロジェクト」を１１月２５日から２月５日まで実施します。
１１月２５日（金）１７時３０分からワ・ラッセ西の広場で開会式を行い、期間中さまざまなイベントを開催します
ので、ぜひ冬の青森をお楽しみください。

＊あおもり雪灯りまつり

＊あおもり灯りと紙のページェント

1/27(金) ～ 1/29(日)17:00～21:00
【ワ・ラッセ西の広場】
市民の皆様のご協力で制作した約 3,000 個の雪灯り

11/25(金) ～ 2/5(日)16:00～21:00
【A-FACTORY ～ワ・ラッセ周辺】
ねぶた技法による市民創
作の和紙オブジェ「雪だ
るま～る」がベイエリア

が街を優しく灯します。WISH キャンドル制作体験や、
写真コンテストも開催。

を照らします。

＊ザ・もつけ祭り＆冬花火

＊八甲田丸イルミネーション

2/4(土)17:30～19:00【ワ・ラッセ西の広場】
ふんどし姿の男たちによる雪上綱引き！

11/25(金) ～ 2/5(日)
16:00～21:00【八甲田丸】
八甲田丸を約 25,000 個の LED

冬の花火がフィナーレを飾ります。

＊第 39 回青森冬まつり

電球が照らします。

2/4(土) ～ 2/5(日)9:00～15:00
【青い海公園】
雪の大型すべり台が目玉の
冬恒例イベント。家族で楽

＊ こころ、あったか。あおもり冬感動メニュー
11/25(金) ～ 2/5(日)
【ベイエリア施設・中心商店街の飲食店】
お得なワンコインメニューを楽しめます。

しめるイベントがたくさん。
青森市観光キャラクター ねぶたん

１１月イベント情報
応募締切11月20日(日)必着

第６回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール作品募集中！

全国の小・中学生を対象にオリジナルねぶた下絵を大募集！
入賞作品はワ・ラッセで展示されるほか、最優秀賞を受賞した２作品は現役ねぶた師監修のもと中型ねぶたとミニね
ぶたに仕上げます。ご応募お待ちしております！
第５回全国小・中学生ねぶた下絵アンコール展を開催中！前回入賞作品２８点をご覧いただけます。
会期 /11 月 20 日（日）まで 場所 / エントランスホール

●やさしいねぶた学【11/6（日）】
時間 /13：45 ～ 14：45 場所 / 交流学習室（３）
ねぶた師諏訪慎さんを講師にお招きし、ワ・ラッセ館内に展示中のねぶたについて
解説していただきます。制作時のエピソード等ここでしか聞けない内容が盛りだく
さんです。

●ワ・ラッセ工房【11/13（日）
・11/27（日）】
時間 /①10：30 ～ 12：00 ②13：30 ～ 15：00
ミニ金魚ねぶたなど工作（材料費有料）。
ねぶたの家 ワ・ラッセ

申

場所 / エントランスホール

青森市安方 1-1-1

☎017-752-1311

諏訪慎さん制作（2016年）
「素戔嗚尊 八岐大蛇退治」ねぶた愛好会

http://www.nebuta.jp/warasse

青函観光プロモーションｉｎ大阪
昨年札幌市で開催した青森・弘前・八戸・函館の４市観光コンベンション協会合同によ
る観光プロモーションを今年は大阪市で１１月２８日（月）に実施いたします。
旅行社・メディア関係者に観光プレゼンテーションなどを行い、青森市や青森県・函館
広域観光の魅力をＰＲしてまいります。
１２月６日 火 ・７日 水

会場：パシフィコ横浜

国際ミーティングエキスポに出展
全国よりコンベンション関係の団体・企業が一堂に会
し行われる商談会・展示会「第２６回国際ミーティン
グエキスポ」に今年も
参加いたします。青森
県内でのコンベンショ
ン開催を誘致すべく、
助成金制度や支援内容
の説明、観光情報など
をＰＲしてまいります。

参加
無料
青森地域雇用機会増大促進協議会では、観光事業者・創業希望者
を対象に、旅行先として選ばれるためのコツなどを解説するセミ
ナーを全３回開催します。詳細はチラシをご覧ください。
【申込・問合せ】Tel. 017-763-5236 Fax. 017-763-5239

観光客誘客手法セミナー参加者募集

あおもりツーリズム創発塾参加者募集

参加
無料

インターネットや SNS を活用し、キラーコンテンツや鮮度の高い
動画情報などを実践的に発信していく基本的な手法や技術を学び
ます。参加ご希望のかたは下記までお申込みください。詳細はチ
ラシをご覧ください。
【申込・問合せ】青森中央学院大学地域マネジメント研究所
TEL.017-728-0131 FAX.017-738-8333 csk@aomoricgu.ac.jp

イベント情報
開催日
～11/28

イベント名

開始時間

会場

主催・問い合わせ

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：30～

青森県立美術館

青森県立美術館

11/3

アコール階段ギャラリー 書道展「東川桃篁色紙展」
青森県立美術館10周年記念「生誕80周年澤田教一：故郷と戦
場」Sawada Kyoichi: From Home to Battle Zone
おでかけライブin青森

11：00～

青森産業会館

㈱ユウメディア

11/5～6

ABA秋のディーラー合同中古車フェア

9：30～

青森産業会館

青森朝日放送㈱

定
11/6

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

11/11

マタニティ・ハラスメント

18：00～

カダール研修室

青森市男女共同参画プラザカダール

11/12

女性メンター養成講座

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

11/12～13

第7回津軽海峡交流圏 大農林水産祭

10：00～

青森産業会館

ぜ～んぶあおもり大農林水産祭実行委員会

11/19

親子で楽しもう!木版画講座～彫ってみよう!刷ってみよう!～

10：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

10：00～

イオンタウン青森浜田

みちのくリサイクル運動市民の会

青森産業会館

あおもり林檎販売促進協議会

10：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

住まいの博覧会
親子木版画講座パネル展～子どもたちの愛らしい作品と講師
12/1～12/21
西村惠美子さんの作品を展示～
12/1～12/25 アコール階段ギャラリー「絵手紙のある暮らし展」

10：00～

青森産業会館

㈱協同

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

12/3～4

ワゴンショップ「プチマルシェ」

10：00～

アウガ1階正面フロア

青森市男女共同参画プラザカダール

12/6

2016世界最強タッグ＆決定リーグ戦

18：20～

青森産業会館

全日本プロレスリング(株)

～12/11

時

11/20

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

11/23

青森市産りんご大市

11/26

絵手紙講座～実りの秋を絵手紙に～

所

9：00～

11/26～27

9：00～

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

11/6

13:00

250 リンクステーションホール青森

11/8

第38回青森県更生保護大会

12:30

- リンクステーションホール青森

青森保護観察所

11/9

平成28年青森ブロック女性の集い

10:00

- リンクモア平安閣市民ホール

(一社)実践倫理宏正会

18:00

900 リンクモア平安閣市民ホール

9:40

- リンクモア平安閣市民ホール

(公社)青森県看護協会

12:45

- リンクモア平安閣市民ホール

(福)青森県社会福祉協議会

11/4～5

11/5

11/10

日専連青森創立80周年記念 伊集院静記念講演会

11/12

第45回（平成28年度）青森県看護学会

11/15

第65回青森県社会福祉大会

11/17
11/18
12/8～9

第53回全国衛生化学技術協議会年会
第64回東北ブロック高等学校家庭クラブ総会並びに研究発表大会

8:00

リンクステーションホール青森、
300
青森県総合学校教育センター

10:00

- リンクステーションホール青森

主催・問い合わせ

第66回東北六県英語教育研究大会および第64回東北六県中
学校英語暗唱・高等学校英語弁論大会
平成28年度第25回全国小学校生活科・総合的な学習研究協
議会青森大会 第23回東北小学校生活科・総合的な学習研究
協議会青森大会 第8回青森県生活科・総合的な学習教育研
究大会青森大会
第42回青森県身体障害者福祉大会

11:00
9:00
9:30

青森県中学校教育研究会英語部

事務局（浦町小学校）
(一財)青森県身体障害者福祉協会

(協)日専連青森

280 ホテル青森

青森県環境保健センター

250 青森県総合学校教育センター

東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟

■平成２８年１０月２４日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、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。

青森中央学院大学
AOMORI CHUO GAKUIN UNIVERSIT Y

地域マネジメント研究所

あおもりツーリズム創発塾2016

「インターネットを活用した 参加
観光情報の効果的な発信」 無料
次世代の成長産業のひとつとして、観光産業が注目を集め始めている。インバウンドの増大やインターネット・
SNS などの情報メディアの進展、ニューツーリズムの台頭など、観光産業を巡る動きが慌ただしい。反面では、東
日本大震災の風評被害は依然として残っており、また熊本地震の被災影響も長引きそうである。観光産業は非常に
イメージ性が高い産業であり、その時々の状況に左右される傾向が強い。
成長産業として安定的に市場拡大を継続していくためには、潜在的な顧客に的確な観光情報を提供し、観光地の
ブランドイメージを育み、観光客を地域に取り込んでいく戦略が期待される。そのためには、観光情報ないし地域
情報を明確な意図をもって発信すると共に、ターゲット顧客に効果的に発信するための技術・手段が求められる。
そこで、このセミナーではインターネットや SNS を活用し、キラーコンテンツや鮮度の高い動画情報などを実践
的に発信していく具体的な手法や技術を学ぶことを目的とする。

第１回

第２回

第３回
第３回

第４回
第３回

１１月8日 火

平成28年

16：30～18：00

テーマ 「
「旅プラン下関ダービー」にみる情報発信」
講

師 下関商工会議所 経営支援部

内

容

佐々木

弘治 氏

・ホームページとSNSが連動した情報発信事例
・ブレイクスルーと運用上の問題ないし課題

１１月15日 火

平成28年

16：30～18：00

テーマ 「若者から社会に広がる
講

師

SNS の波動」
圭介
青森中央学院大学 経営法学部 専任講師 新免

内

容

・SNSの歴史と現況

・社会インフラとしてのSNS（観光現場での利用など）

１１月29日 火

平成28年

16：30～18：00

テーマ 「ＨＰの動画情報メンテナンス方法」
講

師 青森中央学院大学 経営法学部 専任講師

内

容

・ホームページの構造とメンテナンス

１2 月6日 火

平成28年

木村

隆雄

・動画情報の更新作業

16：30～18：00（予定）

テーマ 「美しく、
印象的な景観情報の発信・動画で見る観光スポット」

ワークショップ

・「ドローン」を利用した動画情報の撮影体験を実施します。なお、一度に体験できる
人数に限りがあるため 第１回講座の場で体験日程の調整を行います。

青森中央学院大学 ７号館１階 フリースペース（青森市大字横内字神田12番）
定 員 30名
申 込 み 青森中央学院大学 地域マネジメント研究所

開催場所

参加料

主催

無料

問合せ先

TEL 017-728-0131 FAX 017-738-8333
Email：csk@aomoricgu.ac.jp

青森県、青森中央学院大学

ＦＡＸ ０１７―７３８―８３３３

あおもりツーリズム創発塾 2016 参加申込書
団体名
担当者

電話番号

ＦＡＸ

E メール
NO

氏

名

所

属

11/8

11/15

11/29

12/6

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

セミナー会場
7 号館 1 階
フリースペース

