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平成 20 年度通常総会を開催しました。
5 月 27 日(火)午後 1 時 30 分から平成 20 年度通常総会を八幡平市友好都市交流促進センタ
ーにおいて開催しました。（本人出席 50 人、委任出席 70 人 合計 120 人の出席）
第 1 号議案から第 5 号議案まで原案のとおり可決承認され、また、任期満了に伴う役員の改
選については 19 人の理事と 2 人の監事が選任され、
新会長には米川次郎氏が選任されました。
新役員は下記のとおりです。（敬称略･50 音順)
会 長
副会長
理 事

米川 次郎
高橋 俊彦
髙橋 時夫
安藤
茂
小山田繁雄
加藤 勝美
小瀬川善忠
工藤 正人
齋藤
均
髙橋 富一
富井 哲
倍賞 善祐
古川 勝雄
本田 哲也
三上 金昭
山田 孝男
吉田 幸雄
渡邊 正一
小林 順一（八幡平市副市長）
監
事 石坂
勇 勝又 弘子
当日出席できなかった会員の皆様にはすでに総会資料を送付しておりますが、届いていない場
合にはお知らせ下さい。なお議事録原本は、社団法人八幡平市観光協会事務室で閲覧ください。
また、八幡平市役所商工観光課と八幡平市安代総合支所産業振興課内には議事録写しを備え付け
てあります。

就任のご挨拶

会長 米川 次郎

四方の新緑が一際映え、農(みのり)と輝(ひかり)の大地が益々輝きを増
す季節となりました。
日頃、会員各位におかれましては、協会の運営にご尽力を賜り深謝いたしております。
さて、私はこの度の役員改選で、はからずも横澤前会長の後を受け、その重責を担うこ
ととなりました。素より無知蒙昧ですので、会員各位のご指導ご支援を従来以上にお願い
しなければなりません。
幸い当協会エリアは、有形無形の歴史的に価値のある文化や、雄大で風光明媚な大自然
等多くの観光資源に恵まれております。
当協会は多士済々の会ですので、この誇れる郷土の資源を広く、より多くの方々に認知
していただけるよう英知を結集し、事業遂行にあたれば所期の目的は成せるものと確信し
ております。
課せられた重責を全うするため、粉骨砕身の努力をする所存ですので、会員各位の更な
るご尽力とご協力を重ねてお願いし、就任のご挨拶といたします。
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八幡平エリアトレッキング協議会からのお知らせ
八幡平エリアトレッキング協議会では今年度も八幡平エリアの人気の高いコースを選定し
た「日帰りモニターツアー」と、協賛施設に宿泊していただき、３つのコースを楽しんでいた
だく「名峰３日間トレッキング」を実施します。
同協議会は今年度通常総会をまだ開催しておりませんでしたが、新年度早々に参加希望者か
らの問い合わせが増えたため、総会前ではありましたが、コース・日程など昨年１２月の幹事
会で決定した内容により、今年度事業を開始したことをご報告いたします。協賛施設の皆様に
はチラシ掲載について事務局が電話確認を行っておりますが、予約受付からの一連の流れにつ
いて説明（再確認）が不足しておりましたことを詫びいたし、総会時にあらためてお知らせい
たします。また、協議会の会員も随時募集していますので、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。
八幡平エリアトレッキングの日程は、チラシのほか、ホームページにも掲載しておりますが、
集客状況は３日間トレッキングが５組（９名）
、日帰りモニターツアーが６月２２日の 9 名を
含め計１3 名の申込があります。まだ定員に余裕がありますので、お客様へのご案内をお願い
申し上げるとともに、会員の皆様の参加も大歓迎です。
《７月までの日帰りモニターツアー予定》
◆ ６月１８日（水） 裏岩手縦走 （参加費 5,500 円）
◆ ６月２０日（金） 三ツ石馬蹄縦走（参加費 5,500 円）
◆ ６月２２日（日） 裏岩手縦走（参加費 5,500 円）
◆ ７月１８日（金） 岩手山（参加費 6,500 円）
（参加費には入浴料・おにぎり弁当代含む）
《3 日間トレッキングは毎週火・土曜日出発で随時受付中》

「いわて地産地消自動販売機」100 台達成記念セレモニー開催のお知らせ
岩手県では平成 19 年 1 月から民間企業と連携し、県産飲料を取り扱い販売する「いわて地
産地消自動販売機」設置に取り組んできましたが、このたび目標の１００台目の節目を迎えるこ
ととなりその記念すべき１００台目を八幡平山頂レストハウスに設置することになりました。そ
こで八幡平観光エリアの拠点「八幡平山頂レストハウス」開設５周年の節目と併せ、記念セレモ
ニーと、八幡平自然散策バスで山頂を訪れるお客様の歓迎セレモニーを行うことになりました。
■日時：平成２０年７月６日（日）
■場所：八幡平山頂レストハウス地上１階ホール
■内容：11：00
盛岡さんさ踊り清流会による伝統さんさ踊り披露
11：15
いわて地産地消自動販売機 100 台記念セレモニー
11：30
八幡平自然散策バス歓迎イベント
・先頭乗客に花束贈呈、乗客にバナジウム天然水プレゼント
12：00
名物杜仲茶ポーク汁のお振舞い（150 名）
セレモニーに関する詳しいお問い合わせは観光協会（TEL0195-78-3500）
、または岩手県商
工労働観光部地域産業課（TEL019-629-5531）まで。
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今年も走ります。「八幡平自然散策バス夏号」
盛岡発着のお得なバス「八幡平自然散策バス夏号」を 7 月 1 日から運行します。東北新幹線
はやて 1 号に接続しており、日帰り入浴や八幡平トレッキングに便利です。
【夏号】案内人付自然散策の２コースが無料で楽しめます。(参加自由)
２コースとも途中休憩
を含みます。
黒谷地コース黒谷地バス停出発 黒谷地から八幡平への 3 時間コース
山頂散策コース山頂レストハウス出発 八幡平を一周する 2 時間 30 分コース
★運行期間：7 月 1 日（火）〜9 月 19 日（金）の毎日運行
(９月２０日(土)から１０月２６日(日)までは秋号になります。)
3 乗り場 9:40 分発
★出発時間：盛岡駅前○
※乗車券は大人 1,２00 円、小人６00 円(当日限り有効)
八幡平自然散策バス・観光拠点周遊モニターバス出発式を行います。
平成２０年７月１日 午前１０時２０分〜さくら公園バス停前

安比〜岩手山焼走りを結ぶ観光拠点モニターバスが運行されます。
八幡平市産業振興協議会では盛岡からの直行バス「八幡平自然散策バス」に接続する「観光拠
点周遊モニターバス」（岩手山焼走り⇔さくら公園⇔ホテル安比グランド）を計画しています。
このモニターバス運行によりこれまで不便だったエリア内の二次交通を確保し、滞在してゆっく
り八幡平を楽しんでいただけるものと期待し県内外に PR してまいります。
●期間：平成 20 年 7 月 1 日（火）から 10 月 26 日（日） 毎日運行
●行程： 往路
さくら公園始 9：30 発 ⇒ホテル安比グランド 9：50 着、10：00 発 ⇒さくら公
園 10：20 着（自然散策バス八幡平頂上行きに接続）、10：35 発

⇒岩手山焼走り国際交流村

10：50 着
復路

岩手山焼走り国際交流村 16：00 発

ス盛岡駅行に接続）
、16：30 発

⇒さくら公園 16：15 着（八幡平市自然散策バ

⇒ホテル安比グランド 16：50 着、17：00 発

⇒さくら

公園着 17：20

●料金：一乗車大人 500 円、小人 250 円
●特典：観光拠点周遊モニターバスに乗車された方には安比高原アイスクリームの割引（通常
280 円⇒200 円）や安比ゴンドラ遊覧料割引（通常 1,100 円⇒840 円）
、国際交
流村焼走りの湯入浴券料割引（通常 500 円⇒350 円）など協賛施設で割引が受け
られます。

これからのイベント情報
7/1(火)

岩手山山開き
神事：焼走り登山口(午前 6 時〜)、山頂交歓会(12 時〜12 時 30 分)
友情交換会(午後 5 時〜午後 7 時)岩手山青少年交流の家

7/ 1(火)

お問い合わせ/八幡平市産業建設部商工観光課 TEL0195-76-2111）
八幡平自然散策バス・観光拠点周遊モニターバス出発式
時間/１０時２０分 さくら公園バス停
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7/ 6(日)

いわて地産地消自動販売機１００台記念セレモニー
八幡平山頂レストハウス５周年記念セレモニー
時間/１１時 八幡平山頂レストハウス
7/11（金）〜13（日）2008 みちのくステージレース in いわて
11 日安比高原コース（個人山岳タイムトライアル）
12 日八幡平温泉郷コース（個人ロードレース）
（13 日は紫波東部コース）
お問い合わせ/岩手県自転車競技連盟事務局 TEL019-684-3569
7/12(土)･13（日）第 1 回岩手県高校ラグビー交流大会(旧県民体育大会)
会場/上寄木グランド 他(予定)
お問い合わせ/岩手県ラグビーフットーボール協会 TEL019-643-8286
7/19(土)･20（日）ラグビーフェスタ 2008 in Hachimantai
第 45 回東日本都道府県対抗ラグビー大会
主催／岩手県ラグビーフットボール協会 TEL019-643-8286
お問い合わせ/(社)八幡平市観光協会 0195-78-3500
7/26(土)・２７(日)八幡平パノラマウォーキング

7/27(日)

参加者募集中(期限 7/18)

26 日七滝コース・岩手山焼走り熔岩流コース
27 日県民の森と松川玄武岩コース・松川温水路コース
お問い合わせ/八幡平リゾート TEL0195-78-4111
第 17 回岩手山焼走りマラソン全国大会 参加者募集中(期限 6/27)
会場/岩手山焼走り国際交流村
日程/午前９時 開会式 スタート/9：30〜
お問い合わせ/八幡平市体育協会 TEL0195-76-4141

パンフレットをお待ちしております。
観光協会事務所のある松尾八幡平ビジターセンターは八幡平岩
手山の情報発信拠点として平成１６年に誕生しました。八幡平・岩
手山のハイビジョン映像や標本、模型などを展示しており、年間５
万人以上の来館者があります。
館内には観光情報コーナーを設けてあり、エリア内のパンフレッ
トやチラシなどを来館者の皆様が、自由にお持ちいただけるように
配置しております。会員施設の資料や掲示物がありましたら、是非お持ちくださるようご案内い
たします。観光協会発行のパンフレットがご入用の場合もご連絡下さい。
＜あとがき＞
役員改選に伴い、横澤会長が退任されました。精力的に観光振興にご尽力いただきましたが、
これからは会員の１人としてさらに八幡平を応援いただけるとのことです。横澤前会長をはじめ、
このたび退任された役員の皆様に事務局一同よりお礼と感謝を申し上げます。
（S）
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