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観光コンベンションニュース観光コンベンションニュース

東京＆仙台プレスが冬の青函を取材

　春の幕開けイベントとして毎年ご好評いただいております『八甲田ウォーク』は、
冬期間雪のために閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドライン」を、４月１日の
一般開通前にウォーキングできる特別イベントです。
　除雪したての高さ最高９ｍにも及ぶ雪の回廊（酸ケ湯～谷地間約８km）を歩いた後
は、温泉入浴で疲れた体をゆっくり癒せます。
　今、大注目のウォーキングを、雄大な自然の中で行える貴重な機会です。ぜひ、こ
の３日間に雪の中でのウォーキングを体験してみてください。　

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
 (税込、移動バス代･入浴料含む)

★お申込はこちら!!～3/19(木)まで★★お申込はこちら!!～3/19(木)まで★

日専連旅行センター  TEL 017-735-1154(9:30～18:30土日祝休み)

青森市新町2-7-16　日専連しんまちプラザ内

インターネットでも24時間受付中♪
「あおもり案内名人」 http://www.atca.info/

『青森冬の旅』バスツアー

◆奥津軽コース◆　３月１４日(土)　６,９００円
　〈奥津軽の観光名所　斜陽館・津軽三味線会館・
　　立佞武多の館・津軽金山焼窯場を巡るツアー〉

　２月１日･１４日｢十和田湖冬物語コース｣、２月
８日｢昭和大佛コース｣、２月１５日｢八甲田山パノ
ラマコース｣と実施された体験型バスツアー『青森
冬の旅』も残すところあと数本となりました。
　｢昭和大佛コース｣では和尚様の講話を聞き、座
禅体験や精進料理の昼食という普段できない体験
を、また｢十和田湖冬物語コース｣では雪の十和田
湖遊覧や十和田湖冬物語会場散策、｢八甲田山パノ
ラマコース｣では樹氷見学と冬ならではの体験を味
わいました。参加したお客様からは、地元ならで
はの体験ができるツアーということで好評でした。

　２月１１～１３日に冬の青函の魅力を取材していた
だくため、東京の雑誌社・旅行社と仙台の雑誌社合わ
せて６名をお招きしました。今回は函館国際観光コン
ベンション協会と共催で、前
半は青森を、後半は函館を取
材していただきました。
　青森では浅虫温泉のまちな
か散策やリース製作体験・か
んじきを履いてのスノーシュ
ー体験、また辰巳館での庭ね
　　　　　　　　　　　　ぶたや椿館での棟方志功画
　　　　　　　　　　　　伯の講話・海扇閣での津軽
　　　　　　　　　　　　三味線ライブ、その他にも
　　　　　　　　　　　　カーリング日本選手権や棟
　　　　　　　　　　　　方志功記念館を見学と盛り
　　　　　　　　　　　　だくさんの内容で、冬の観
　　　　　　　　　　　　光資源をＰＲいたしました。
　函館では、夜景やイルミネーションを視察したり、
湖上でのワカサギ釣り・スノーモービル・スノーバギ
ー・氷上島巡りソリツアー等
を楽しみました。
　これからもプレスの方々に
積極的に働きかけ、来年に迫
った新幹線新青森駅開業に向
けて、青森の魅力を広めてい
ただくよう努めて参ります。

今からでもお申込できます！～3/6(金)締切
 

お申込・お問い合わせは当協会までお願いします。

 地域
再発見



■平成２１年２月２０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。

イベント・コンベンションカレンダー
開催日 イベント名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

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

2/1～3/15 青森市所蔵　山内ゆり子展‐躍動する色彩と音楽、そして女たち 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

2/2～3/30 企画展「白神山地生物写真展」 9：00～ - 青森市森林博物館 青森市森林博物館

2/27～3/8 100,000人の「まちなかキラキラ」大作戦 各店 - 青森市中心商店街加盟店 ㈲ＰＭＯ

2/28～3/29 安田美代展「陶の椅子‐１脚と1編の物語」 10：00～ - 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/1 ウィンターフェスティバルｉｎモヤヒルズ 9：00～ - モヤヒルズ モヤヒルズ

3/1
NPO法人「音楽ネット青森」　第37回コンサート　メンバー
ズコンサート（青森県出身者）

14：00～ 700 青森市民ホール NPO法人「音楽ネット青森」

3/1 ヤマハ　大人のための音楽会 15：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール ヤマハミュージック東北青森店

3/4～8
平成20年度　第4回青森市所蔵作品展　～光景～油彩画
家　織田重信展

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

3/6 わらべうたであそぼう＆ミニコンサート 10：00～ - アウガ５階ＡＶ多機能ホール 青森市新町商店街振興組合

3/7
クローズアップ現在(いま)
「恋人なのになぜ殴るの？」～束縛は愛じゃない～

13：00～ 50 アウガ５階ＡＶ多機能ホール
青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」

11：00～
15：30～
11：00～
15：30～

3/8 八甲田丸船内フリーマーケット 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

14：00～

18：00～

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～ 40 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

3/14・15 第24回県下小・中学生あおもり版画まつり 10：00～ - 青森市民美術展示館 ㈱陸奥新報社

3/18～22 平成20年度　第5回青森市所蔵作品展 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

3/20 第9回青森県市民バンドブラスフェスタ 14：00～ - 青森市民ホール 青森県市民バンド協議会

3/22 第7回青森県民謡グランプリ 12：00～ 1,800 青森市文化会館 ＲＡＢ青森放送

3/29 糖尿病オープンセミナー 13：30～ - 青森市民ホール 武田薬品工業㈱

4/4・5 すまいのエコロジー体験　Nisshoリフォームフェア 10：00～ 1,000 青森産業会館 日昭アルミ工業㈱

4/8 春の食品フェア 10：00～ 1,000 青森産業会館 ㈱ヤマイシ

4/26 NPO法人「音楽ネット青森」　第38回コンサート 14：00～ 700 青森市民ホール NPO法人「音楽ネット青森」

4/28 第55回県下高等学校応援団幹部講習会 10：00～ 500 青森市民ホール 青森県高体連応援団部

4/28
平成21年度　寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院
合同入学式・始業式式典

13：30～ 1,500 青森市文化会館 青森市中央市民センター

各500 青森市民ホール ヤマハミュージック東北青森店
3/7

3/8
ヤマハ音楽教室発表会　ヤマハキッズオンステージ

第９師団司令部広報室3/14 第９師団　第31回定期演奏会～新生・躍動・前進～ 各2,000 青森市文化会館

　昨年より開催した「あおもり検定」は、５月３１日に基
礎的知識を問う「第２回初級試験」に加え、接客や案内に
役立つやや高度な知識を問う「第１回中級試験」を実施い
たします。青森県内各地のほか、東京でも受験できます。
　ぜひこの機会に受験して、「青森通」度を試してみませ
んか？

●申込期間：４月３日(金)～５月７日(木)
●受 験 料：初級　一般　３,０００円
　　　　　　中級　一般　４,０００円

《問い合わせ先》
　青森商工会議所・あおもり検定事務局
　TEL.017-734-1311(土日祝を除く９～１７時)
　ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ　http://www.acci.or.jp/kentei/

　　　　平成２１年

５月３１日(日)１０：００～

3/26(木)に臨時総会を開催3/26(木)に臨時総会を開催
　平成２１年度の事業計画ならびに収支予算等を
議案に臨時総会を開催いたします。
　総会終了後、新幹線開業に向けた講演会も開催
いたしますので、是非ご出席ください。

３月２６日(木)　青森グランドホテル
　臨時総会　１３：３０～１４：１０
　講 演 会　１４：１５～１５：００

【講演会テーマ】
　「結集!!青森力…新幹線効果を勝ち取るために」
　　青森県商工労働部観光局長　小笠原 裕 氏

キャンペーン
終了しました
キャンペーン
終了しました

　１月３０日～２月２８日までのキャンペーン期
間中、ご来店いただき、またアンケートにご協力
いただき、誠にありがとうございました。

七子八珍＆寿司

「初級」に加えて「中級」も開催!!


