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桜前線が北上し春の光を感じる今日この頃、会員の皆様におかれましてはお変わりなく、益々
ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素は当協会の事業運営に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、三町村の合併により待望の新生(社)八幡平市観光協会が設立し、4 月 1 日より八幡平市
のご配慮をいただき、局長以下 7 名の職員で皆様方の期待に応えられる様決意を新たにいたし
ました。この転機を活かして地域の新しい観光資源を発掘し、行政と一体になりその他観光関係
団体とも連携し観光振興に取り組んでまいる所存です。
更なる皆様方のご指導をいただきますよう、役職員共々よろしくお願い申し上げます。
以下、新しい事務局機構および職員を紹介いたします。

事務局機構
（社）八幡平市観光協会
八幡平市柏台一丁目 28 番地
（松尾八幡平ビジターセンター内）
(0195-78-3500

（社）八幡平市観光協会安代支所
八幡平市安代総合支所
（担当：産業振興課 遠藤）
(0195-72-2111 内線 3147

旧西根町観光協会、旧安代
町観光協会会員の方は、引き
続き（社）八幡平市観光協会

（社）八幡平市観光協会西根支所
八幡平市産業建設部
（担当：商工観光課 遠藤）
(0195-76-2111 内線 1265

の会員となります。
また、左記のとおり八幡平
市役所、および安代総合支所
内に(社)八幡平市観光協会
の窓口を設けておりますの
で従来どおりご利用下さい。

事務局員

工藤竹松
事務局長
八幡平市派遣

海藤美香
事務局次長
旧松尾八幡平観光協会

伊藤孝治
主事
八幡平市派遣

田村正寛
主事
八幡平温泉開発
（移籍）

1

斎藤かよ子
主事補

千葉 望
主事補

富田優子
事務員

旧安代町観光協会 旧松尾八幡平観光協会 旧松尾八幡平観光協会

八幡平アスピーテライン・
樹海ライン 26 日に開通予定
4 月 26 日(水)午前 10：00 に八幡平アスピーテライン・樹海ラインが開通する予定です。
開通後しばらくの間、凍結などにより午後 5 時から翌朝 8 時 30 分までの夜間規制が想定され
ます。天候及び道路状況により日中も通行できない場合がありますので、お出かけの前にはご確
認をお願いします。（4/14 秋田県側アスピーテライン開通予定）

八幡平山頂レストハウス 26 日よりオープン予定
八幡平アスピーテラインの開通により八幡平頂上レストハウスの営業を再開いたします。29
日は見返り峠駐車場において「八幡平山開き」セレモニーも開催予定です。
今年は下記の方々に働いていただくことになりましたので、よろしくお願いします。
伊藤

兼孝

幸子

工藤

範子

佐々木道子

白岩美枝子

工藤

美雪

松尾香保子

工藤

祐子

畠山

恵

金本

渡部

歩

大樹

軽込

『八幡平さくらと残雪まつり』
の開催について
合併後初のイベントとして、今年も 5 月 3 日(水)〜7 日(日)までの 5 日間開催します。会員
の皆様にも広くＰＲいただき、お出かけいただきますようお願いいたします。なお、チラシは現
在製作中ですが、主な内容(予定)は下記のとおりです。
《本会場》八幡平さくら公園イベント広場松尾八幡平物産館・ビジターセンター前特設会場
・日替わり特設物産販売コーナー ・日替わり特設茶屋コーナー
・ボンネットバス運行（無料） ・ヘリコプター遊覧 ・観光ＰＲコーナー
など
《安代会場》桜松公園 【不動の滝まつり】 ※5 月 3 日(水)のみ
・ ステージイベント(民謡ほか) ・公園内ウォークラリー抽選会
・ ちびっ子お楽しみコーナー(風船プレゼント・ジャンケン大会 など)
・ 特設茶屋コーナー(軽食・喫茶) ・特産品販売コーナー
・ 観光ＰＲコーナー
など
※ＪＲ荒屋新町駅から桜松公園までの無料シャトルバスを運行します。
例年地域の皆様のご協力により実施している桜松公園の清掃奉仕作業今年は下記のよう
に実施します。会員の皆様のご協力をお願いします。
日：4 月 26 日（水）

期

午前 9 時 30 分〜

集合場所：桜松公園駐車場
清掃用具：ホウキ・スコップ等、各自持参してください。
：荒屋新町駅発 9：00 のマイクロバスが出ます。

その他

※昼食準備の都合上、ご参加いただける方は観光協会 78-3500 または安代支所
72-2111（内線 3147）までお知らせ下さい。
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北緯 40 度トレッキング倶楽部からのお知らせ
北緯 40 度トレッキング倶楽部では「七時雨山＆名峰トレッキング」2 日間コースを開催し
ます。日程は下記のとおりです。また、同倶楽部では、会員を随時募集しています。詳しいお
問い合わせ、入会申し込みは TEL78-3500 観光協会事務局までお知らせ下さい。
◆期 間：2006 年 6 月 3 日（土）〜10 月 28 日（土）
木 〜２０日○
日 は除きます)
(８月１０日○
※1 日目は七時雨山、2 日目はお好みのコースを選べます。参加者には特製バンダナプレゼント！

１日目
２日目

七時雨山/
・岩手山コース ・八幡平コース・裏岩手縦走コース
・三ツ石山コース・姫神山コース・安比ブナの二次林コース
・秋田駒ケ岳コース からお好みのコースが選べます。

観光協会ホームページについて
合併に伴い新しいホームページを製作中です。しばらくの間は旧松尾八幡平観光協会のホー
ムページを継続しその中に西根地区、安代地区の情報を盛り込んでいます。
ホームページ http://www.hachimantai.or.jp
※旧安代町観光協会のホームページ http://www.ashiro.net/˜kankou
/はそのまま見ることができます。

イベント情報・会員情報
安比高原

（TEL73-5111 ホームページ WWW..appi.co.jp）
北海道 ｖｓ 九州 美味いもの＆物産展
G・W の 9 日間、安比に北海道と吸収の美味いものが大集合！

期間：4/29(祝・土)〜5/7(日) 安比プラザ
森林ふれあい学習館フォレスト i（あい） （TEL78-2094）
5/3（水）
春の森をみつけよう「バッケ味噌作り」
5/13（土）・14（日）
桜を見ながら 1 句「野点」
6/4（日）
山菜教室
6/11（日）・18（日）
新緑の七滝を訪ねて
松尾八幡平物産館アスピーテ （TEL78-3480）
5/3(水)〜7（日）八幡平エリアご当地うまいもの大集合
日替わり特設販売コーナー、茶屋コーナー など
松っちゃん市場（TEL78-3002）
4/29（土）〜30（日）・5/3（水）〜7（日） 産直市場開催
道の駅「にしね」（TEL75-0070）
5/5（金）産直春まつり開催
八幡平トラウトガーデン（TEL78-2147） オープン 4/25（火）
安比高原ゴルフ場（TEL73-5311）オープン 4/15（土）※予定 要問い合わせ
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空室状況および観光情報の提供について
行楽シーズンを迎えるにあたり、お客様への最新情報提供のため、宿泊施設の空室状況、およ
び観光情報につきましてお気軽に事務局までお知らせ下さい。
（西根支所・安代支所は、土・日・
祝日はお休みです。)

会員情報の変更について
会員の皆様の名称、代表者、住所、連絡先等の変更がありましたら、お早めに事務局までお知
らせ下さい。また、ご都合により退会の場合には用紙による届出が必要ですのでご連絡下さい。

《あとがき》
3 月までは七時雨山を眺めながら通勤していました
が、4 月より雄大な岩手山と八幡平の美しい山並み
を間近にし、朝の通勤時間を楽しんでいます。交通
事故には十分に気をつけて勤めたいと思っていま
す。よろしくお願いします。（S）
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