
 

 

 

 

 

八幡平ゆきまつりへのご協力ありがとうございました。 

２月２１日･２２日の二日間、八幡平市冬の一大イベント「2009 八幡平ゆきまつりを開催しました。 

２１日(土)は時折吹雪となるあいにくの天気でしたが、ステージ前では元気な親子による雪上運動会、

ワンちゃんファッションコンテスト&一芸大会、ゲゲゲの鬼太郎ショーが行われました。また、毎年好評

の七滝観賞雪上トレッキングには２０名が参加、ゆきまつり特別企画として初めての「下倉山～中倉山

ブナ原生林樹氷ツアー」にも３４名が参加しブナやダケカンバ原生林のトレッキングを楽しみました。

午後７時からは風も微風となり約１,００0 発の打上花火が八幡平の夜空を彩りました。 

２２日(日)は雨雪となりましたが、目玉イベント「トミカヒーロー レスキューフォースショー」には

たくさんの家族連れにご来場いただきました。一時的に駐車場が不足する事態が生じましたが、温泉郷

内ホテル駐車場より臨時シャトルバス運行のご協力をいただき、事故もなく子供たちにショーを楽しん

でいただくことができました。そのほか雪玉的当て競争、リレーそり引き競争の 2 種目の雪上運動会を

開催し、冬ならではの熱い戦いを繰り広げました。午後３時からは雪像コンテストの表彰式、協賛企業

提供の商品やホテル宿泊券・リフト券が当たる大抽選会が行われ、盛況のうちの二日間の幕を閉じまし

た。来場者は 1 日目 4,000 人、2 日目 8,000 人、合計 12,000 人(前年比 141％)でした。 

今回のゆきまつりには、昨年度のゆきまつり参加家族やグリーンシーズンのトレッキングツアー参加

の方からも申し込みがありましたし、エリア内宿泊で最大 2,000 円の参加料割引が好評をいただきまし

た。当協会では「八幡平ファン」の皆様にこれからのグリーン･シーズンにも引き続き八幡平を訪れてい

ただけるよう、また、新たに八幡平へお越しいただくお客様を増やすよう誘客宣伝に努めてまいります。 

開催にあたりご尽力いただいたゆきまつり委員の皆様、ご協賛･ご協力いただいた会員の皆様に心より

お礼申し上げます。 

〔2009 八幡平ゆきまつりフォトアルバム〕 
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八幡平 Slow Stay シンポジウムを開催しました。 

 2 月 27 日(金)、八幡平市産業振興協議会･八幡平市グリーン･ツーリズム協

議会では、安比リゾートセンター「まきばホール」において八幡平エリアで取

り組んでいる「健康と癒し」をテーマとした滞在型観光振興事業についてシン

ポジウムを開催し、59 名が参加しました。 

会の初めに両協議会会長を努める当協会米川会長が「本事業は終了するが、

これで終わりではなく、この報告会を受け、今後の指針にしていただきたい。

引き続き「農(みのり)と輝(ひかり)の大地」に結びつくよう皆で知恵を絞っていきましょう。」と挨拶。 

食材生産流通等に関する情報交換では、安代地区で取り組みを始めた「八

幡平そば街道の会」発起人の石田秀悦さん(保戸坂)より立ち上げまでのお話

とそば打ちの実演をしていただき、平成 20 年度

岩手県食の匠に認定された高橋勝美さん（大更）

からは「おこわのちまき｣作り体験の指導を受け

ました。さらには松尾エリアで展開中の雲上の楽

園再生プロジェクトの活動について、いわて NPO センター菊池氏からの説

明がありました。 

講演会では、岩手朝日テレビ『楽茶間 plus(ﾗｸﾃｨﾏﾌﾟﾗｽ)』などで活躍中の

小山羊右さんが八幡平市にゆかりの深い方であることの紹介後、『資源あふれ

る八幡平』と題し、八幡平市内のお店や、いろいろな人との出会いの様子な

どを交えて八幡平の魅力を外からの視点でお話いただきました。また、テレ

ビを利用し情報発信すべく、地域の話題やイベント情報などをどんどんテレ

ビに寄せていただきたいというメッセージがあり、早々に当日午後 4 時から

の生放送『楽茶間』プラスの冒頭では八幡平をご紹介いただきました。 

交流会では先に披露された手打ちそば・おこわのちまきほか、盛岡地方振

興局主催の「岩手･盛岡いただきますキャンペーン」の中で認定された『も

りおか地鍋』のうち、八幡平市内の 3 点を紹介しました。鍋は八幡平市産

の野菜･きのこ類のほか、紅ムラサキ大根やトッポギなど珍しい食材や、調

理法などについて調理師と直接話を伺いながらの情報交換と参加者同士の

交流を深めました。また、山葡萄の濃縮果汁を使用したシュークリームがこ

のシンポジウムにあわせて用意され、クリーミーでほのかな酸味を楽しみま

した。（地鍋に関するお問い合わせは直接、下記施設までお願いします。） 

・虹鱒の酒かす鍋（道の駅にしね生産物直売所 TEL0195-75-0070） 

・そばかっけ オリエンタル鍋(八幡平ハイツ TEL0195-78-2121) 

・野菜たっぷり豆乳コラーゲン鍋(ホテル安比グランド 郷土料理七時雨 0195-73-5011) 

 午後からは八幡平市アドバイザーの大滝克美氏による観光･癒し型滞在観光振興事業の最終報告会が

行われ、3 年間の取り組みについて事業の概要を報告、3 泊 4 日行程の旅行に対する評価や各施設で取

り組むべきこと、市観光協会としての課題について講演いただきました。 

なお、八幡平市産業振興協議会受入態勢部会で下記のとおり報告会の開催が通知されました。今回の

シンポジウムに参加できなかった方、もう一度お聞きになりたい方は是非ご参加下さい。 

 

八幡平 Slow Stay 観光･癒し型滞在観光振興事業受入態勢部会報告会 

日時：平成 21 年 3 月 23 日(月) 午後 2 時～ 会場：松尾八幡平ビジターセンターレクチャールーム 

 



これからのイベント情報 

★3 月 14 日（土）ナイタースラローム大会第２戦（八幡平リゾートパノラマスキー場) 

          お問い合わせ：八幡平リゾートパノラマスキー場 TEL0195-78-2577 

★３月 15 日(日)第５回 IAT ジュニア CUP 第３戦（安比高原スキー場) 

           お問い合わせ：事務局 TEL019-629-2525(岩手朝日テレビ内) 

★３月１５日(日)2009 ラングラウフチャレンジ in APPI(安比高原まきば特設コース) 

          お問い合わせ：事務局 019-624-1188(テレビ岩手内) 

★３月２８日(土)下倉チャレンジカップ第２戦(会場：下倉スキー場) 

★３月２９日(日)下倉チャレンジカップ FINAL(会場：下倉スキー場) 

 
★『スプリングフェア 2009』恒例の春スキー＆食欲のダブルステージ～ 

   ◎日時：３月２０日(祝･金)～２２日(日) 

◎会場：八幡平リゾートパノラマスキー場 TEL0195-78-2577 

リフト券と焼肉がセットになった前売券を限定３００セット販売中！ 

大人 3,０００円/子供・シニア 2,５００円 

超～お得な宿泊パック（リフト券+焼肉+宿泊 2 食付） 

大人 10,５００円/子供・シニア 9,０００円 ※3/19～21 の 3 日間限定･先着 20 名限り  
 21 日は、メモリアルたいまつ滑走や IBC アナウンサー、土村萌さんや手品師YOSHIKI氏のサプライズマジックショー。

22 日は先着３００名様限定の岩手県産牛のモモ丸焼きを無料配布。その他イベントが盛りだくさん！ 
詳しくはこちらから⇒www.hachimantai.co.jp 

 
★～地産地消 2009～第８回郷土の新酒と食のゆうべ 

料理とお酒、人情も八幡平市のおいしさ･楽しさ盛りだくさん！ 

◎日時：３月２０日(祝･金) 開場 17：00～ 開宴 17：30～ 

◎会場：岩手山焼走り国際交流村焼走りホール 

◎チケット：１名 4,500 円（焼走りの湯入浴券 1 枚付）※完全前売制 

◎販売先：国際交流村・道の駅にしね・鷲の尾・コマクサファーム 

     肉の横沢・清志商店･西根デリカ 他 

佐々木弘さん、民謡好成会の皆様による民謡ステージや、鷲の尾酒造の皆さんによる『蔵人の歌』も披

露されます。恒例のお楽しみ抽選会も開催！（お問い合わせ TEL0195-76-2013） 

 

★SIA フェスティバル２００９in 安比高原『フィンランドラングラウフスキー･テレマークスキーフェスタ』 
(社)日本職業スキー教師協会(SIA)主催。他先進国に比べて５倍のスピードで進む日本の高齢化社会を

自然とアウトドアスキーの体験によって、健康へ導くためのご提案。国際スキー教師連盟加盟国より、

高齢化対策の最先端であるフィンランドから５名の講師を招聘し、テレマークスキーのイベントも同時

開催します。 

  ●日時：平成２１年４月４日(土)～５日(日) ●会場：安比高原スキー場･ホテル安比グランド 

  ●内容：技術講習・フィンランド健康ワークショップ・パーティー・ネイチャーツアー 

●コース：①ラングラウフスキー②テレマークスキー（歩きたい方コース・技術習得コース） 

  ●参加費：5,000 円(宿泊なし。リフト券が別途必要。パーティ参加は別途 3,000 円) 

宿泊の場合・・18,000 円（１泊２食、パーティー参加費用、講習参加料、リフト券、旅行傷害保険含む） 

       ※上記は２～４名１室利用の料金 (１名１室の場合は 23,000 円) 

●申込締切り：平成２１年３月 25 日(水)当日消印有効 但し、定員６０名になり次第締切り 

〈お問い合わせ〉SAI 事務局 大峡(ｵｵﾊｻﾞﾏ)さん、里中さん TEL03-3567-4770   

～～～～参加申込書が必要な方は観光協会までご連絡下さい。～～～～ 

（お問い合わせ TEL78-3456） 



観光協会の動き(平成２1 年 2 月１９日～3 月 9 日) 

★２/19(木) 岩手山焼走りマラソン全国大会事務局会議（市民センター 局長出席） 
★2/2１(土)～２２日(日)2009 八幡平ゆきまつり(八幡平温泉郷) 
★２/23(月) ｢農と輝の大地｣学習推進プロジェクト委員会打合せ（松尾中学校 局長出席) 
★２/24(火) いわて観光産業講演会（水産会館、次長出席) 
★２/26(木) 市観光課との打合せ(観光協会、次長、事務局出席) 
★２/27(金) 八幡平 Slow Stay シンポジウム（安比ﾘｿﾞｰﾄｾﾝﾀｰ 会長、局長、次長、事務局出席） 

★３/ ２(月) ビジターセンター研修会（網張ビジターセンター 事務局 2 名出席） 

★３/ ４(火) 観光産業セミナー（ホテルプラザイン水沢 次長出席） 
★３/ ７(土) 下倉チャレンジカップ(下倉スキー場 次長、事務局参加) 
★３/ ８(日) 松尾八幡平アルペンスキー大会（下倉スキー場 次長参加） 
★３/ ９(月) 二役会議(観光協会 会長、２副会長、局長、次長出席) 

これからの主な会議予定 

☆３/12(木) 岩手県観光協会賛助会員全員協議会（13 時 30 分 ホテルニューカリーナ) 
☆３/13(金) 盛岡広域外国人観光客サポートセミナー（１３時３０分 ホテル東日本） 
☆３/13(金) 八幡平山賊まつり決算総会(１０時 観光協会) 
☆３/16(月) アスピーテライン開通打合せ(１０時 鹿角市役所) 
☆３/17(火) 八幡平市グリーン･ツーリズム協議会運営委員会(１０時 観光協会) 
☆３/17(火) 全日本学生スキー選手権大会解散総会（１０時３０分 市民センター） 
☆３/17(火) 十和田八幡平国立公園観光打合せ（１４時３０分 観光協会） 

☆３/17(火) 岩手山焼走りマラソン大会実行委員会（１８時３０分 市民センター）  

☆３/18(水) 輝振興連絡調整会議(１４時 観光協会)  
☆３/18(水) いわて食と観光フェスタ実行委員会(１５時 県庁) 
☆３/23(月) 八幡平 Slow Stay 受入部会報告会(１４時 観光協会) 
☆３/24(火) 理事会(9 時 30 分 観光協会) 
☆３/24(火) 公益法人制度改革検討委員会(11 時 観光協会) 
☆３/２８(土) ｢農と輝の大地」学習推進プロジェクト第２回チーム会議 

（１５時 ライジングサンホテル） 

※熊のはっちゃんとありんちゃんは観光協会の非常勤スタッフ！観光 PR を担当しています。 

 

献血のお知らせ 

 岩手県赤十字血液センターでは献血の協力を呼びかけています。八幡平市では３月 25 日（水）
に献血バスが運行されます。皆様のご協力をお願いいたします。 

◆安代総合支所 10 時～12 時 
◆ユニバース西根店 14 時～16 時 30 分 

 
（あとがき）日本政府の景気対策として高速道路料金の「上限 1,000 円」が 3 月 28 日(土)から実施される

ようですね。また、ETC 搭載に助成金がでるとか、JR の料金が路線の一部が割引されるというニュースも

聞こえてきます。経済効果のほどはわかりませんが、便利になってお得なことはうれしいです。よい波及

効果の波を八幡平へ引き寄せるよう、何かアイディアがありましたらどんどんお寄せ下さい。私もこの割

引を活用して、すこしだけ遠出を計画中！上げ膳･据え膳、そしておもてなしの心を期待して・・・（S） 

 

ありんちゃん 

熊のはっちゃん 


