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新年を迎え、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
八幡平エリアでは１月１２日から始まる日本学生スキー選手権大会をはじめ、今年も各種スキー大会、
スキー場・宿泊施設での催事イベントなどが多数予定されており、県内外から多くのお客様の入込が予
想されます。また、２月には当協会の一大イベントである八幡平ゆきまつりの開催にあたり、多くの方
に見て、参加して、楽しんいただけるよう、準備を進めているところです。
訪れた皆様に、冬も元気な八幡平、そして人・食・温泉など八幡平・冬の魅力を伝えられるよう誘客
宣伝に努めてまいりますので、今後とも会員の皆様のご協力、ご支援をお願いいたします。(事務局一同)

八幡平ゆきまつり情報！
ゆきまつりステージイベントの目玉となる人気キャラクターショーが決定しました。初日は「ゲゲゲ
の鬼太郎」、翌日は岩手初(たぶん東北初)となる「トミカヒーロー レスキューフォース」が登場します。
両日とも２回開催します。
また、昨年好評だった雪上運動会や雪像コンテスト、七滝観賞雪上トレッキング、ふれあい雪上ドッ
グランドは今年も実施します。さらに、ゆきまつり特別初企画として「下倉〜中倉ブナ原生林樹氷ツア
ー」を行います。これから盛岡市近郊の観光案内所、道の駅、東北自動車道パーキング、幼稚園・保育
所などにチラシを配布するほか、マスコミを通じてゆきまつりの開催告知とイベント参加者の募集を行
う予定です。
有料イベントに観光協会会員施設に宿泊して参加する場合は、下記のとおり参加料を特別優待いたし
ますので是非お客様にご案内下さい。
☆協会施設に宿泊した場合・・・・・・・・・・・1,000 円までの割引が適用されます。
☆ゆきまつりチラシ掲載の施設に宿泊した場合・・2,000 円までの割引が適用されます。
詳しくは、協会までお問い合わせ下さい。

好評販売中「ふたりde 入浴券」
「ふたり de 入浴券」は八幡平市内 8 施設のほか、つなぎ温泉、鶯宿温泉など 21 の協賛施設で利
用することができるお得なチケットです。１枚８０0 円で、２名まで利用できます。21 施設の通常入
浴料は 500 円〜1,050 円ですので、施設によってはかなりの
お得感のある入浴券です。お近くの温泉利用の際に、また贈り
物として購入される方もあるようで、12 月 1 日の販売開始か
ら 170 枚が販売されました。会員の皆様も是非ご利用下さい。
(利用について大人・子供の区別はありません)
販売は観光協会窓口のほか、八幡平市役所本庁 2 階産業建設部商工観光課、八幡平市役所安代総合
支所 1 階地域振興課でも取り扱っています。販売及び利用期間は平成 21 年 3 月 31 日（火）までで
すが、なくなり次第終了となります。
(八幡平市内利用可能施設)

松川荘、峡雲荘、八幡平ロイヤルホテル、八幡平ライジングサンホテル
パティオ、あずみの湯、岩畑の湯、焼走り国際交流村

これからのエリアイベント･観光情報
APPI JAZZY SPORT 2009
■開催日：１/17(土) ■場所：安比高原スキー場安比プラザ屋内特設フロア
■お問い合わせ：事務局 TEL019-656-3300(岩手めんこいテレビ内)
■ホームページ：ｈttp://www.appi-jazzysport.com

マッシャーズチャンピオンシップ

IN 岩手山

■開催日：1/24(土)・25(日) ■場所：岩手山麓特設会場
■お問い合わせ/岩手山犬ぞり大会実行委員会事務局（清水畑さん

080-1836-7729）

ロイヤル夢舞台劇場
■期間：１月 6 日(火)〜3 月 29 日(日)
１月

公演

≪森川康夫劇団≫

座長：森川康夫

２〜３月公演

≪花柳願竜劇団≫

座長：花柳願竜

■開演：毎日 14 時から
第一部/お芝居

(終演 16 時)
第二部/舞踊ショー

■料金：1 人 1,500 円(観劇料+入浴料)※お弁当つき 3,300 円

八幡平ロイヤルホテル

■お問い合わせ/八幡平ロイヤルホテル（TEL0195-78-3311） 冬季のイベントとしてお馴染み！
■ホームページ：http://www.daiwaresort.co.jp/hachimantai/

七滝氷瀑ツアー(自然観察会)
■開催日：①2 月８日(日) ②3 月 1 日(日) ③3 月 8 日(日)
■日

程：9 時集合・帰着 15 時

■集合場所：県民の森学習館

■定

員：20 名(要予約) ■参加料金：一人 500 円

(スノーシュー貸し出しあり 500 円)

■お問い合わせ：県民の森 森林ふれあい学習館フォレストアイ

TEL0195-78-2092

■ホームページ：http://kenminnomori.com/

ぶらっと一日体験工房
■開催日：2 月 22 日(日)・3 月 15 日(日)
■場

所：八幡平市荒屋新町商店街

■内

容：①湯葉・寄せ豆腐作り(ふうせつ花

定員 10 名)

②味噌作り(麹屋もとみや

す。
できま さい 。
も参加
一人で 申し込みくだ
で！
にお
お気軽 チラシ ・Web
は
詳しく

定員 12 名)

③特製山葡萄＆ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ作り(加幸屋のぼる
④漆塗り箸に色漆絵付け体験(安比塗漆器工房
⑤ヨモギいりがん月作り(仙台菓子店
⑥ケーキ作り(仙台菓子店

定員 8 名)
定員 20 名)

定員 6 名

※2/22 のみ)

定員 6 名※3 月 15 日のみ)

⑦漬物作り、甘酒作り＆試食会（勝田屋 定員 6 名
湯葉と寄席豆腐つくり

⑧手打ちそばの極意・蕎麦作り体験教室(北舘製麺

■予約・お問い合わせ：八幡平市商工会安代支所（TEL0195-63-1001）
■ホームページ：http://www.hachimantaishi.com/taiken/

※3/15 のみ）
定員 10 名)

岩手・平泉観光講演会開催のお知らせ
岩手県では「世界遺産と岩手」を学ぶ講演会を開催します。平成 23 年度に世界遺産への登録
を目指す「平泉の文化遺産」は国内外から大きな注目を集めておりますし、先ごろ御所野遺跡を
含む世界遺産暫定リストへの追加登録が決められました。観光関係者をはじめ、広く県民の皆様
に理解いただく機会として案内がありましたのでお知らせします。
（主催/岩手県 後援(財)岩手
県観光協会）詳しくはチラシ(裏面)チラシをご覧下さい。
■日 時：平成 21 年 1 月 27 日(火) 13：30〜15：00
1/29(木)大船渡地区
■場 所：二戸市シビックセンター 1 階ホール
2/ 5(木)久慈地区で開催
■内 容：演題 「世界遺産と岩手」〜縄文から平泉〜
講師 盛岡大学文学部教授 大矢邦宣 氏
■申し込み・問い合わせ先：岩手県商工労働観光部観光課（TEL019-623-2510）

観光協会の動き(平成２０年１
２月４日〜３１
日)
★12/ 4(木)
★12/ 5(金)

一般県道雫石八幡平線管理運営委員会（網張温泉 会長出席）
ＮＨＫひるっコいわて番組出演(盛岡市高松 局長、事務局２名対応)
（12 月 19 日開催の「ゆきまつりオープニングセレモニー」についてイベント告知しました。）

★12/ 5(金)
★12/1０(水)
★12/１0(水)
★12/1２(金)
★12/1２(金)
★12/1３(土)
★12/１6(火)
★12/1７(水)
★12/1７(水)

八幡平山ぶどうワインパーティ（テレトラック安代 会長、局長出席）
スキー場安全祈願祭(田山スキー場 会長出席)
岩手の布土ファッションショー(岩手県庁 局長、事務局出席)
八幡平ゆきまつり委員会（観光協会 事務局出席）
輝振興連絡調整会議（※1）（なかやま荘 局長、次長出席）
いわてｳｨﾝﾀｰﾘｿﾞｰﾄｵｰﾌﾟﾝｲﾍﾞﾝﾄ（盛岡駅前 会長、局長出席）
スキー場安全祈願祭(八幡平ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟﾉﾗﾏｽｷｰ場 会長、副会長、事務局長出席)
ガイド養成講座⑤・閉講式（観光協会 会長、局長ほか事務局出席）
盛岡地方振興局土木部岩手出張所訪問(岩手町 髙橋(時)副会長、局長対応)
（アスピーテライン・樹海ラインの道路維持管理に関してのお礼と、今後の開通について懇談しました。）

★12/1９(金)
★12/1９(金)
★12/22(月)
★12/25(木)
★12/26(金)

八幡平ゆきまつりｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ(八幡平温泉郷 会長、局長ほか事務局対応)
ラングラウフチャレンジ大会実行委員会（市民センター 局長出席）
八幡平エリアトレッキング協議会幹事会(峡雲荘 次長ほか事務局出席)
雲上の楽園再生協議会（※2）第 3 回協議会（観光協会 事務局 2 名出席）
トレイルレース（※3）打合せ(観光協会 髙橋(時)副会長、次長出席)

※1 輝振興連絡調整会議・・市観光課、各支所地域振興課、市商工会、八幡平市産業振興㈱、当協会による月 1 回の定例会議
※2 雲上の楽園再生協議会・・実施主体(事務局)はいわて NPO センター。旧松尾鉱山における負の産業遺産を地域活性化の資
源として、十和田八幡平国立公園の自然と地域の文化、農林水産業と連動した総合的な交流人口を創出するプロジェクトを
行う組織として立ち上がったもの。
※3 トレイルレース・・自然の山をコースとしたランニング競技。新鮮な空気を吸いながらマイナスイオンを一身に浴び、オン
ロードよりも足腰の負担が少ないので身体に優しいということで人気の競技。

（あとがき）1 月 24 日から 2 日間開催される「マッシャーズチャンピオンシップ

in 岩手山」。犬ぞりの

レースですが、この『マッシャーズ』とは「橇(そり)を操る人」という意味。全国から集まった犬たちが気
持ちよさそうに雪原を駆け抜ける様子が見られる、憧れの犬ぞり大会ということで訪れるカメラマンも少
なくありません。見学の際には、くれぐれも温かくしてお出かけ下さい。（「橇」覚えました。）（S）

