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第５回理事会開催について
８月５日(火)に松尾八幡平ビジターセンターにおいて理事１４名の出席(欠席５名)により第５
回理事会を開催しました。はじめに、先の会報でお知らせしているとおり、新職員の採用、風評
被害に伴う市長への緊急要望書提出等ついて事務局から報告し、理事からは現況についてバスツ
アー客の減少などにより例年の３割減となっていること、従業員の勤務体制など見直し、人件費
削減を行っていることなどが報告されました。
風評被害対策については「岩手山･八幡平・安比高原 元気だ！キャンペーン」として、うちわ
などキャンペーン用印刷物の作成や県･関係機関と連携し首都圏に向けて八幡平エリアへの誘客
ＰＲを行うことが承認されました。

元気だ！
キャンペーン〜八幡平の元気を絵葉書で伝えましょう！
このたび、盛岡地方振興局では盛岡広域圏の知名度向上を図ることと、地震風評被害等による
観光産業への被害対策として、「観光絵葉書 元気です。八幡平(盛岡･雫石)」を作成しました。
今回の取り組みは県外の方々にダイレクトメールにより豊かな自然風景をお届けすることによ
り直接エリアの魅力と元気で営業して入ることを発信しようとする
ものです。
八幡平市は「八幡平の樹
氷」と「八幡平の紅葉」が
製作されています。会員の
皆様に見本としてお届け
しますので、是非、八幡平
の元気を県外の方に伝えてください。(切手代はご負担願います)
また、先にお知らせしているキャンペーン用のうちわは第２弾と
しては「焼走り溶岩流」(写真)と第３弾「八幡平の樹氷」を作成しております。どちらも裏面に
は盛岡駅からの自然散策バスのお知らせが掲載されておりますので、是非ご活用下さい。
観光絵葉書、うちわとも無料で配布しておりますので、ご遠慮なく、ご希望数を観光協会まで
お知らせ下さい。

〜〜八幡平山頂レストハウスから〜〜〜
元気だ！キャンペーン協賛商品として９月６日から「いっぷくセ
ット」を数量限定でレジ脇にて販売しています。山頂レストハウス
取引業者の皆様からのキャンペーン協賛商品をお待ちしておりま
すので、是非アイディア、企画をお寄せ下さい。
(写真：㈱千秋堂いっぷくセット特別価格 500 円)

名護さくらまつりへ「名護市交流の翼」参加者募集中！
八幡平市では友好都市沖縄県名護市を訪問する八幡平市民ツアー「名護市交流の翼」事業
を行います。期間は平成２１年１月３０日(金)〜２月２日(月)の３泊４日で、期間中には名護
市さくらまつりが開催されています。募集は八幡平市民、市内勤務者４５名、参加費は１人
９万８，０００円(税込)。
◆お申込期間/１０月１日〜１２月１９日(先着順、定員になり次第締切り)
◆お申込先/日本旅行日旅サービス㈱盛岡営業所(盛岡市肴町 3-30)TEL019-652-2356

これからのエリアイベント情報
★9/２０(土)･２１(日)･２２(月)

安比の、秋華火。

◆観覧場所：安比高原スキー場 ◆時間：１９時２０分頃〜（約１０分間）
※20(土)・21(日)はフリーマーケットも開催！
お問い合わせは安比高原まで（TEL0195-73-511）http://www.appi.co.jp
★9/20(土)〜21(日) ハイウェイコミュニケーション in 東北 2008
◆開催場所：仙台市 勾当台公園市民広場
◆時
間：午前 10 時〜午後 4 時
◆内
容：東北各地域の郷土芸能や東北６県のご当地グルメ、特産品、工芸品、観
光情報などを東北の魅力を十分に満喫し、生き生きとした新しい東北を
発見できること間違いなしのイベント！！
八幡平市物産振会が出展し、観光協会では２名が参加、観光 PR を行います。
★9/20(土)〜21(日)

第 10 回ノスタルジックカー in

八幡平

（1975 年以前の車の展示や部品等販売を行います。
）
◆内容：20 日(土)・・八幡平ビッグラン(八幡平温泉郷〜)
21 日(日)・・クラシックカーイベント
（会場：さくら公園イベント広場）
◆主催：八幡平クラシックカー同好会
(お問い合わせ/会長 北田さん 78-2282)
★１０/11（土）〜

八幡平山賊まつり(八幡平市産業まつり)

〜13（月・祝） 会場/さくら公園イベント広場(八幡平市柏台一丁目)
八幡平を PR する恒例のイベント。地元産野菜、山菜、果物など秋
の味覚を販売するほか、姉妹友好都市宮古市田老の海産物などを販売
予定。今年は八幡平市産業まつりも同時開催！ステージイベントでは
12 日(日)に南部馬方節全国大会を開催します。◆山賊まつりに全般関
するお問い合わせ/実行委員会（市役所商工観光課 76-2111）

第 8 回八幡平市長杯南部馬方節全国大会
◆開催日：10/12(日)
・予 選：10:00〜
参加者募集中
・決 勝：13:30〜
◆会 場：八幡平山賊まつり会場内(八幡平市さくら公園)
◆参加料：2,000 円
※一般の部・シニアの部・ジュニアの部あり
お申込は、観光協会まで。
★９/27(土)〜28(日)

いわてまるごと秋の大収穫際☆2008

◆会場：小岩井農場まきば園
◆内容：出店４０ブース、ステージイベント(太鼓、手踊りと民謡ショー、YOSAKOI さん
さなど)、大型トラクター展示、岩手のめぐみ大収穫祭スタンプラリー など
◆お問い合わせ：いわて食と観光フェスタ実行委員会 TEL019-692-0303
★１０/6(月)〜７(火)

りんどう杯八幡平グラウンド・ゴルフ大会

◆会場：八幡平市松尾総合運動公園、八幡平リゾート
◆主催：八幡平市、八幡平市教育委員会、岩手日報社
◆募集人員：２８８人(定員になり次第締切り)
申し込み先着順
◆参加費：試合のみ参加・・・・
一人 2,000 円
試合･交換会参加・・・
一人 5,500 円
試合・交換会・宿泊参加 一人 10,500 円
◆申し込み･お問い合わせ：八幡平リゾート
TEL0195-78-4111 FAX0195-78-2058

参加者募集！

★１０／２６(日)2008 八幡平紅葉まつり(会場：岩手県民の森フォレストアイ周辺)
＜主な内容＞詳細は後日お知らせします。

・紅葉ウォーキング①松川渓谷観覧コースウォーキング(約 3km)
②七滝観賞コースウォーキング(約 5km)
・フリーマーケット・民謡ショー・屋台コーナー等（予定）詳細は後日お知らせします。
出店についてのお問い合わせは観光協会まで。
八幡平温泉郷エリアの会員の方々にご協力いただくイベントです。
エリア以外でもお手伝いいただける方は大歓迎です。

「いわて銀河プラザ」出店者募集中！
八幡平市物産振興会ではいわて銀河プラザにおいて１０月２２日(水)から２４日(金)まで
八幡平市観光物産フェアを開催することになり、ただいま出店業者を募集しています。出店
希望の方は９月 19 日までに観光協会へお問い合わせ下さい。
（八幡平市物産振興会会員は直
接事務局までお申し込み下さい）

おへれんせ入浴券の使用期限は９月末日まで！
盛岡広域共通温泉入浴券「おへれんせ入浴券」(４枚綴･1,800 円)の使用期限は９月３０日
です。すでにお求めの方は期限内のご利用下さい。なお販売も当日まで行います、お求めの
方は観光協会まで。八幡平市内で利用できる施設は下記のとおりです。
八幡平ロイヤルホテル･八幡平ライジングサンホテル・松川荘・松楓荘･峡雲荘
藤七温泉彩雲荘・岩手山焼走り国際交流プラザ・いこいの村岩手・APPI 温泉パティオ
岩畑の湯・あずみの湯

★「秋の八幡平トレッキング＆ブナ林散策の旅」モニターツアー実施！
雲上の楽園再生委員会(事務局/特定非営利活動法人いわてＮＰＯセンター)では首都圏在住
の方を対象とした八幡平へのモニターツアーを実施します。錦に
染まった八幡平でリフレッシュウォーキングと近代産業遺産松
尾鉱山跡地の歴史を知り、のんびり温泉に浸かる・・安比高原で
は大自然のじゅうたん「ブナの二次林」でのウォーキングと牧場
の中でのバーベキューなど、実りの秋ならではのお料理と大自然
や歴史に触れる２泊３日のリフレッシュスローステイツアーです。
首都圏在住のお知り合いの方に是非、ご紹介下さい。
◆出発日/平成２０年１０月２２日(水)
◆見学先/岩手山焼走り溶岩流･松尾八幡平ビジターセンター・松尾鉱山跡地・国立公園八幡平
松川温泉・安比高原ブナの二次林･安比高原牧場・安比高原直売センター・ふうせつ花

◆宿 泊/八幡平ライジングサンホテル
◆旅行代金/東京駅発着 大人お一人様３９，０００円(２〜４名１室利用)
◆申し込み/ＪＲ東日本盛岡支社びゅう予約センターTEL019-622-8251〜3
◆問い合わせ/(社)八幡平市観光協会

観光協会の主な動き（７月〜9 月）
★７/1(火)八幡平自然散策バス･観光拠点周遊モニターバス出発式
（松尾八幡平ビジターセンンター前 会長出席）
★7/6(日)岩手地産地消自動販売機１００台目設置記念セレモニー
（八幡平山頂レストハウス 会長･事務局出席)
★7/7(月)二役会議(観光協会 会長･副会長出席)
★7/10(木)八幡平エリアトレッキング協議会総会（観光協会 高橋（俊）副会長出席）
★７/11(火)二役･事業委員長会議(観光協会 会長･副会長･事業委員長出席)
★7/12(土)縄文街道セミナー(澤口酒店 次長出席)
★7/14(月)八幡平市市民憲章推進協議会総会(西根地区市民センター 髙橋(時)副会長出席)
★7/16(水)八幡平市遭難対策委員会総会(市役所 髙橋(時)副会長出席)
★7/17(日)白坂観音大祭･ご開帳法要儀式(聖福寺 会長出席)
★７/19(土)ラグビーフェスタ 2008 ウェルカムパーティー(トラウトガーデン 高橋(俊)副会長出席)
★７/22(火)市長への風評被害要望(市役所 会長･副会長)
★７/23(水)岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会(県民の森フォレストアイ 会長出席)

★7/25(金)商工会松尾地区懇談会(中山荘 局長出席)
★７/25(金)国際交流協会理事会(西根地区市民センター 髙橋(時)副会長出席)
★７/27(日)第６０回岩手山焼走りマラソン全国大会（焼走り国際交流村 副会長･事務局参加）
★７/30(水)八幡平市山賊まつり総会(西根地区市民センター 会長･事務局長出席)
★8/1(金)岩手県県央広域観光推進会議(盛岡地区合同庁舎 局長出席)
★8/2(土)世田谷区民まつり(東京都 安藤理事参加)
★8/4(月)二役会議(観光協会会長･副会長出席)
★8/5(火)第５回理事会(観光協会 理事１４名出席)
★8/8(金)全国中学校体育大会･スキー大会岩手県実行委員会設立総会
★8/12(火)〜１３(水) 岩手山・八幡平･安比高原 元気だ！キャンペーン
(岩手日報社ほかマスコミ関係 岩手山 SA 下り線・盛岡駅・八幡平山頂レストハウ
ス 会長･髙橋(時)副会長・会員施設の皆様・事務局)
★8/20(水)〜２１(木)元気です！いわてキャンペーン(東京都 事務局２名参加)
★8/22(金)八幡平自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 事務局出席)
★8/24(日)北東北を結ぶ「未来型観光」を考える勉強会(八幡平ハイツ 理事･事務局長出席)
★8/28(木)法人制度改革説明会(県民会館 髙橋(時)副会長･局長･次長出席)
★8/29(金)第３２回出光イーハトーブトライアル大会前夜祭（安比高原 会長出席）
★8/29(金)風評対策会議(盛岡地方振興局 局長・次長出席)
★9/1(月)二役会議(観光協会 会長・副会長出席)
★9/4(木)〜５(金)「岩手県手県観光客誘致説明会」および「おでんせ観光王国いわて in 東京」
（東京都 髙橋(時)副会長・局長出席）
★9/5(金)第２０回火神念まつり(西根温泉ゲンデルランド 髙橋(時)副会長出席)
★9/12(金)13：30〜 事業委員会（観光協会）紅葉まつりとゆきまつりの開催が承認されました。
＜風評被害対策キャンペーンより＞
①

④

②

③

①8/12 岩手日報社訪問
②8/12 岩手山 SA(八幡平ライジングサンホ
テルさん･ゲンデルランドさん・温泉民宿
小瀬川さん参加)
③8/13 盛岡駅(八幡平ハイツさん参加
④8/13 山頂レストハウス（八幡平ロイヤル
ホテルさん・安比高原さん参加）
⑤8/20 元気ですいわて東京キャンペーン
(熊のはっちゃん→協会 田村主事)

⑤

９月の主な予定
★9/18(木)13：30〜 総務委員会(観光協会)
★9/24(水)14：00〜 輝振興連絡調整会議(観光協会)
★9/25(木)9：00〜二役会議

会員さんからのお知らせ
八幡平市産業振興㈱

山里のめぐみ

TEL78-3132

山ぶどう 飲んでみなぎる元気かな

山ぶどうはさま里の栄養源として古くから愛されてきました。
「山の舞童」
は岩手で採れる山ぶどうの実をぎゅっと絞ったすっきり飲料です。昔から滋養
に富む山ぶどうは貴重な栄養源として脈々と受け継がれてきました。
「山の舞
童」はそんな山ぶどうを手軽に取り入れられる新習慣です。
お求めは市内小売店・スーパーで！
会議にも
ぶどう

山頂レストハウス
でも販売中！

やまぶどうジュース「
山の舞童」

ご利用下さい！

標準小売価格 157 円(税込)（果汁 10％無香料･無着色 清涼飲料 280ml）

県民の森ふれあい森林学習館 TEL0195-78-2092
＜10 月の県民の森行事＞
10/12(日) 県民の森 滝めぐり〜魚止めの滝 七滝〜 （9 時〜１３時半）
10/12(日) 秋の星空観察会（１７時半〜１９時）
10/13(祝) 果実ジュース＆果実酒作り(９時半〜１５時)
10/19(日) 自然散策会〜松川コース(渓谷対岸)〜(１０時〜１３時)
10/26(日) EM の講習会＆相談会(１３時〜１５時)
※参加希望の方は、上記まで直接お申し込み下さい。

観光情報をお待ちしています。
紅葉シーズンを控え、施設の情報提供をお願いいたします。松尾八幡平ビジターセンター
には観光パンフレットやポスター・チラシ掲載スペースがありますので、ぜひご活用下さい。
また、会員さんから皆さんにお知らせしたいことがありましたら情報をお寄せ下さい。でき
るだけ HP や会報で告知いたします。

オリジナルＴシャツ：Ｌサイズ(黒)が残りわずかとなりました。
ご希望の方はお早めにお知らせ下さい。
（会員特別価格：1,600 円）

（あとがき）秋はスポーツ大会が目白押し。高校野球はすでに秋季大会がはじまっており、
連日、熱戦が繰り広げられています。来週は我が家の子供たちも「新人戦」に出場します。
みんな、がんばれ！（S）

