ATCA NEWS vol.101 November 2009
Aomori Tourism & Convention Association

◆◇◆お問い合わせ◆◇◆
社団法人 青森観光コンベンション協会

平成21年11月号
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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/

観光コンベンションニュース
ら
月か
１２ 場！観光バスで行く
観光バスで行く
登
今冬も、冬の青森を観光するバスツアーを実施します。４コースあり、各コース定員４０名で設定してい
ます。地元ならではの体験と食を味わえる企画です。青森の冬の魅力を、ぜひ体感してください！

の青森ツアー 〜ぶらり青森
〜ぶらり青森 冬の旅〜
冬の旅〜

①八甲田山パノラマコース《６,８００円》
ロープウェーから八甲田のモンスター(樹氷)を見学する空中散歩を体験。
ねぶたの里で雪国の遊びや生活、ねぶた曳き体験もお楽しみいただけます。

②奥津軽コース《７,３００円》
太宰治生誕１００周年で盛り上がる金木に向かい、斜陽館・津軽三味線会館を
見学。五所川原立佞武多の館、津軽金山焼窯場なども探訪します。

③津軽半島冬景色コース《８,７００円》
龍飛漁港で旬の水だこの疑似漁体験や釜ゆで見学。階段国道や津軽海峡
冬景色の歌謡碑、龍飛崎展望所など極寒の地を体験できます。

④十和田湖冬物語コース《５,９００円》
乙女の像・十和田湖神社を訪れ、遊覧船で十和田湖を堪能。青森県の冬の三大
祭りの一つに数えられている「十和田湖冬物語」会場を散策。
具体的な日程・コース内容・お申し込みについては、冬季観光情報誌『旬 冬のあおもり』で詳しくご紹介
します。『旬 冬のあおもり』は１１月中旬に完成予定。次号のニュースで同封いたします。乞うご期待!!
また、当協会ホームページ「あおもり案内名人」http://www.atca.info/ でもアップ予定です。

あったかフェア

平成２１年１２月１日(火)〜平成２２年２月２８日(日)

あったかい料理と、あったかい気持ちで、おもてなし！
冬は『七子八珍食べある記』キャンペーンの季節。第６回目を迎える今回は、何と１２月〜２月までキ
ャンペーンを実施いたします。「冬のあおもり 七子八珍あったかフェア」をテーマに、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５０名様に当たります。
詳しくは、次号のニュースでご紹介いたします。お楽しみに!!
特産品または会員店のお食事券が抽選で総計１５０名様に当たる!!
◎特産品セット
２,０００円分(毎月２０名)…総計６０名様
◎お食事券(指定店) ２,０００円分(毎月３０名)…総計９０名様

−青森観光コンベンション協会会員の皆様へ−
青森市文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」レストラン事業者募集について
当協会は、青森市より青森市文化観光交流施設の指定管理者に選任され、現在平成２３年１月のオープ
ンを目指し準備を進めております。この施設にふさわしい青森の特産品を活用したメニューを提供し、継
続的に営業できるレストラン事業者を募集いたします。つきましては、１１月１０日に募集説明会を開催
いたします。協会会員の方々には、別途ご案内をお送りいたします。

あおもりツーリズム 人づくり大学「はやて」
新幹線の青森開通を視野に入れた観光人材の養成
と新たなビジネスチャンスの発見のため、「観光青
森を彩る地域の文化と歴史」を取り上げた講座が開
催されます。１１月５日〜来年２月２５日まで全８
回行われ、青森の観光を研究していきます。

青森中央学院大学地域マネジメント研究所
TEL.017‑728‑0131

◆中村公英氏 初出版本 ご紹介◆
当協会の元副会長 中村公英氏(㈱中三
代表取締役会長)が『バサラの海へ』と
題した言文集を上梓いたしました。３０
年以上に及ぶ寄稿や発言、中村氏の都市
論・文化論が凝縮された一冊です。

２,０００円(税込)
アスパム物産・成田本店ほかで発売中!!

コンベンションカレンダー
開催日
11/5
11/6
11/10・11

大会名

時間

第57回東北地区国語教育研究協議会青森大会

参加人数

10：00〜
9：30〜

第29回東北地区小中教頭会青森大会・
第43回青森県小中学校教頭会研究大会

‑

会場

主催・問い合わせ

‑ 三内小学校・中学校、青森高校
大会事務局（戸山中学校）
1,800 青森市文化会館
1,000 ホテル青森

青森県小中学校教頭会

11/10

平成21年度 交通安全青森県民大会

13：00〜

1,000 青森市文化会館

青森県交通対策協議会

11/17

第58回青森県社会福祉大会

12：30〜

‑ 青森市民ホール

青森県社会福祉協議会

11/18

第53回青森県農業委員大会

12：30〜

950 青森市文化会館

11/23

社団法人表千家同門会青森県支部総会・一般講習会

10：00〜

1,000 青森市文化会館

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

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

青森県農業会議・青森県担い
手育成総合支援協議会

社団法人表千家同門会
青森市手をつなぐ育成会

㈱東奥日報社

イベント情報
開催日

イベント名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

10/10〜11/23

企画展「生誕100年 菊岡久利の世界」・「鳴海要吉没後50年」

9：00〜

‑ 青森県近代文学館

11/1〜23

アコール 階段ギャラリー 写真展「ふくろうに魅せられて
〜蛯沢博行モノクロの世界〜」

9：00〜

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

11/5〜8 第77回東奥児童美術展
11/7
11/7・8
11/9

第4回 男･女（ひと）が輝くカダール講座2009 「いつか
おくられびと になる日のために ｉｎ浪岡」
中央市民センターまつり
第13回知的障害児・者音楽活動発表会
チャレンジオンステージ2009

11/12〜15 第9回公募青森県書道展

10：00〜
14：00〜
9：00〜
12：45〜

‑ 青森市民ホール

こぶし園

10：00〜

‑ 青森市民美術展示館

青森県書道振興会議

14：30〜

11/15

ストップ温暖化大作戦2009青森県大会

10：00〜

11/21

第5回アコール学園「症状別おたすけクッキング」
11/27
②嚥下のトラブルに、飲み込みやすい調理の工夫
11/27〜29 全日本写真連盟青森支部写真展示会
11/29
11/30〜12/21

12/5

幼児のための音楽フェスティバル
アコール 階段ギャラリー 川柳風の会「思い出の句」
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」

12/18〜20 第4回あおもり環境まんが展

青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」
中央市民センター

第26回東北北部三県警察音楽隊演奏会

11/20

60 浪岡中央公民館

㈱東奥日報社

‑ 中央市民センター

11/14

第5回アコール学園「症状別おたすけクッキング」
①肌荒れ・疲れ目・冷え性を回復させる素材のチカラ
映像の日 −映画を無料で鑑賞「ミスター・ロンリー」

‑ 青森市民美術展示館

青森県近代文学館

2,000 青森市文化会館

青森県警察本部

‑ アウガ５階ＡＶ多機能ホール ストップ温暖化センターあおもり

10：00〜

20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

14：30〜

40 国際芸術センター青森

10：00〜

20 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」

10：00〜
10：30〜
9：00〜

‑ 青森市民美術展示館
1,000 青森市文化会館

国際芸術センター青森

全日本写真連盟青森支部
青森幼児音楽研究会

‑ 働く女性の家「アコール」 働く女性の家「アコール」
青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」

10：00〜

‑ 「カダール」研修室

10：00〜

‑ 青森市文化会館 大会議室 NPO法人 青森編集会議

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

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」

国際芸術センター青森

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」

■平成２１年１０月１６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。

