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忘・新年会は市内施設を利用しましょう！

「もりおか地鍋」決定しました！
「もりおか地鍋」は盛岡地方振興局管内の食材を使用し、観光施設や飲食店が編み出したオリジナル
鍋の試食発表会が１１月２８日に盛岡市内のホテルで関係者、マスコミなど約 300 名が出席して行われ
ました。地震などで減少した観光客の呼び戻しと地域食材の消費拡大のため、盛岡地方振興局などが行
った「岩手･盛岡いただきますキャンペーン」の一環で、八幡平エリアからは、道の駅にしね生産直売所
の「ニジマスの酒粕鍋」など２品、八幡平ハイツの「そばかっけオリエンタル鍋」、ホテル安比グランド
「郷土料理 七時雨」の「野菜たっぷりコラーゲン鍋」が認定され、出品しました。
試食発表会には、実行委員として髙橋(時)副会長が出席しました。他に
協会から次長が出席し、出品２８点の鍋に、八幡平市の食材がふんだん使
われていたことが報告されています。これらの地鍋はキャンペーン期間中
の１２月１日から２月１５日まで各施設で提供されますが、観光協会では
「健康･癒し滞在型観光」事業での取り組みと連携し、更なる展開を検討
していきたいと思います。

観光ガイド養成講座が始まりました。
１１月２１日から観光の担い手の育成とスキルアップを目指した観光ガイド養成講座が始まりまし
た。昨年のガイド養成講座受講者、宿泊施設関係者、現役ガイドの
方々など約 30 名が参加しています。第１回目は観光振興について
「数字で見る八幡平」と題し、㈱エムシーアール代表取締役 大滝
克美氏からお話を聞いたほか、安比高原ブナ二次林の現地散策など
を行いました。２回目は七時山の自然散策(現地視察)や、旧松尾鉱
山の歴史について学んでいただいたほか、これから１２月１７日ま
でに合計５回の研修を行い、八幡平の自然や歴史、温泉、観光振興
について講義を受けます。(⇒第２回講座１１月２６日「七時雨山の自然散
策」の写真です。当日は積雪があり安代側登山口から登り、同じコースを下山しました)

鮭・あわびまつりに参加しました。
11 月 22 日(土)と 23 日(日)の 2 日間、宮古市田老において「鮭・あわびまつり」が開催され
ました。八幡平市からは市職員や商工会などが参加し、山ぶどう製品、せんべい汁、バナジウム
天然水を使用した八幡平コーヒーの販売などを行いました。観光協会からは事務局長のほか、職
員 2 名が参加し、これからの八幡平市の観光 PR を行いました。
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12 月イベント情報
皆様でお越しの上、
★200９八幡平ゆきまつりオープニングセレモニー
オープニングセレモニーを
◆期日/12 月 19 日(金) 13：00〜14：30
盛り上げてください！！
◆会場/八幡平温泉郷森乃湯となり鉄塔前広場
◆内容/柏台保育所児による踊りと合唱、鏡割り、餅つき、杜仲茶ポーク豚汁＆餅の振舞い、
サンタとトナカイからのプレゼント、イルミネーシン点灯式

★クリスマス会

(参加家族募集中！)

〜大きな木下で、クリスマス会を一緒にしよう！！お友達を誘って参加してね〜
◆日

時：

平成２０年１２月１４日(日) 午後１時〜２時３０分

◆集合場所：岩手県県民の森

学習館(フォレストアイ)

★定

員：２０組

◆料

金：一家族３００円

◆内

容：キャンドルサービス・ハチマンタイラーとジャンケン＆撮影会、ツリー飾りつけなど

◆予

約：県民の森

森林ふれあい学習館フォレストアイ TEL78-2092

ミニツリー作り(12/13）
・ミニ門松作り（12/24・12/25）詳しくはフォレストアイまで

★スキー場オープン情報！（１２月 6 日現在）
◆安比高原スキー場/営業中 8：30〜16：00 ゲレンデダイヤル TEL73-5141
◆八幡平リゾートパノラマスキー場/12 月 19 日(金)オープン予定 TEL78-2577
◆八幡平リゾート下倉スキー場/12 月 19 日(金)オープン予定 TEL78-3456
◆市営田山スキー場/12 月２７日(土)オープン予定 TEL73-2650
※八幡平スキー場は今季休業 オープン予定は積雪状況により変更になる場合があります。各スキー場のゲ
レンデ状況、リフトの運行については観光協会でもご案内していますのでお問い合わせ下さい。

会員さんからのお知らせ

会報でお知らせしたい情報がありましたらお寄せ下さい。

岩手の布土ファッションショー
いわて そめ・おりネットワークでは、岩手の風土の育まれた染や織りの技を紹介し、全国に通用するブラ
ンドとすべく 2007 年 12 月、東京六本木にて「岩手の布土」を表題とするファッションショーを開催し、
首都圏では多くのお客様から好評を得て、大成功のうちに終了しました。
この度は地元岩手県の皆様に地場のすばらしい作品の数々をご紹介したく、岩手県のご協力を得て県庁にて
ファッションショーを開催します。東京でのショーの中から選りすぐりの作品をお楽しみ下さい。
★日

時：

平成２０年１２月 10 日(水) ①12：00〜13：00

②15：30〜16：30

★場

所：岩手県庁 12 階講堂

★出

展：㈲草紫堂・㈱みちのくあかね会・㈲染屋きたうら・㈱地熱染色研究所
★入場について：当日予約なしでも入場できますが、開場の都合、立ち見やご観覧いただけ
ない場合もありますので、下記事務局へお申し込み、お問い合わせ下さい。
いわて そめ・おりネットワーク事務局/㈱地熱染色研究所 TEL0195-78-2451
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これまでの観光協会の動き(11 月７日〜１
２月 3 日)
★11/7(木) 第５回ＩＡＴジュニアカップ第１回組織委員会（安比高原 次長出席）
★11/8(土) 北東北エリア雪崩事故防止研究会レクチャー＆フォーラム
(フォレストアイ 局長・次長出席)
★11/11(火) 八幡平市グリーン・ツーリズム協議会運営委員会(観光協会 局長ほか事務局出席)
★11/17(月) 岩手県土木事務所岩手出張所訪問(岩手町 髙橋(時)副会長、局長対応)
★11/18(火) 八幡平市グリーン・ツーリズム協議会役員会(観光協会 局長ほか事務局出席)
★11/18(火) 二役会議(観光協会 会長、副会長、事務局出席)
※風評被害対策、観光ガイド養成講座の開催、雲上の楽園再生協議会、安比高
原除夜の花火協賛支援などについて協議されました。
★11/19(水) 輝振興連絡調整会議（八幡平市商工会 局長、次長出席）
★11/21(金) 観光ガイド養成講座開校式・第１回講座(観光協会 会長ほか事務局出席)
★11/22(土)〜２３(日) 鮭あわびまつり(宮古市 局長ほか事務局２名参加)
★11/26(水) 観光ガイド養成講座②（七時雨山ほか 髙橋(時)副会長、事務局出席）
★11/27(木) 八幡平市グリーン・ツーリズム協議会総会・会員交流会
（フォレストアイ 会長ほか事務局出席）
★11/28(金) 安比高原スキー場安全祈願祭（安比高原 髙橋(時)副会長、局長出席）
★11/28(金) 盛岡地鍋発表・試食会（盛岡市 髙橋(時)副会長、次長出席）
★12/ 1(月) 雲上の楽園再生協議会会議(観光協会 会長ほか事務局出席)
★12/ 3(火) 二役会議(観光協会 会長、副会長、事務局出席)
※八幡平市幹部との懇談会開催、観光ガイド養成講座、八幡平ゆきまつりなど
について協議されました。
★12/ ３(火) 八幡平市長との意見交換会（なかやま荘、会長、副会長、局長、次長出席）
※忘・新年会などでの地元施設の積極的利用を八幡平市に要望しました。また、
スポーツ合宿の誘致、風評被害対策キャンペーン活動、秋田県も含めた広域
連携などについて、意見交換を行いました。

八幡平市中小企業振興資金融資制度のご案内
八幡平市では、中小企業を振興、育成するため、市が指定する金融機関に融資枠を設け、一般の融
資制度より低金利の融資斡旋を行っています。融資限度額は 2,000 万円、利子の一部及び補償料の全
額を市が補給します。
◆対象：市内に事業所を有している法人又は個人で、すべてに該当する方が対象となります。
①中小企業基本法第２条に定める会社及び個人
②市内において、原則１年以上同一事業を営んでいること
③納期限内に市税などを納めていること
④保証協会の信用保証対象業種を営んでいること
◆取り扱い金融機関：岩手銀行（平舘支店、安代支店）、北日本銀行平舘支店、盛岡信用金庫西根支店
その他の融資条件、
お申し込みなど詳細は取り扱い金融機関窓口、または市役所商工観光課(電話 76-2111
内線 1264)まで。
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ハチマンタイラーも応援！
「第８２回全日本学生スキー選手権大会」
平成 21 年 1 月 12 日から 18 日まで、安比高原スキー場、田山ジャンプ場などを会場と
して第 82 回全日本学生スキー選手権大会が行われます。八幡平市商工会と観光協会では歓迎
看板を作成し、選手・関係者をお迎えします。会員の皆様に歓迎看板をお送
りしますので、施設内や人の目に触れる場所にご掲示いただき、大会開催を
周知いただきますようようご協力をお願いいたします。

今年も販売中「ふたりde 入浴券」
いわて湯雪王国実行委員会（事務局：盛岡市役所観光課）では地元の方にもっと温泉施設を
利用していただこうと、
「ふたり de 入浴券」を販売します。八幡平市内 8 施設のほか、つな
ぎ温泉、鶯宿温泉など 21 施設で利用できるお得な入浴券です。
◆料金/１枚８０0 円(２名まで利用できます)
◆販売及び利用期限/平成 21 年 3 月 31 日（火）まで
◆チケット販売先/観光協会窓口
または八幡平市役所本庁 2 階産業建設部商工観光課
2008 いわて湯雪王国イメージガール
「いわてのゆきうさぎちゃん」の一人に
八幡平市役所安代総合支所 1 階地域振興課
選ばれた羽沢笑子さん（八幡平市）

観光情報をお待ちしています。
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、会員施設のパンフレット･チラシ等ご持参の上、ご活用下さい。
また、協会製作のパンフレット、ポスターをご入用の方はお気軽にお申し出下さい。

訃報

野口悦男さんご逝去

温泉達人とし八幡平市にもお迎えしたことのある温泉ジャーナリスト野口悦男さん(６１歳)が 11
月 23 日、ご病気のため急逝されました。昨年１１月には「健康と温泉」をテーマに講演会をお願
いし、今年も観光ガイド養成講座の講師としてお話を伺う予定としていた矢先の訃報でした。謹ん
で皆様にお知らせするとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

（あとがき）西根温泉ゲンデルランドさんの「リラクゼーションフィッシュ」がマスコミ取材を受けるなど話
題になっています。「ドクターフィッシュ」といったほうが知っている人が多いと思いますが、人の古くなっ
た角質を吸い取るようについばんで食べてくれるお魚です。トルコやドイツでは皮膚疾患の治療にも使用され
ているそうで、クレオパトラが寵愛したとも言われているそうです。ゲンデルランドさんでは 10 分間、500
円の料金で体験することができます。
「くすぐったいけど、痛くないよ。
」
（Ｔ君の感想）
。効果の程は、皆さん
実際にお試し下さい。(予約は不要、1 回に 4 名まで体験できます)
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