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通常総会を開催しました。
平成２1 年度通常総会が、５月２７日に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３２会員、委任出席４９会員 合計８１会員の出席）
平成２０年度事業報告および収支決算などについて承認いただき、平成２1 年度事業計画では
岩手山から安比高原に至る山並みの縦走で誘客を図る「広域観光山岳トレイル整備事業」や八幡
平観光拠点周遊バス運行事業など１１の事業内容について承認可決されました。
また、理事の辞任に伴う後任者について八幡平ロイヤルホテル小倉祥二支配人が選任されまし
た。

登山シーズン幕開け！
６月 7 日(日)、七時雨山山開きが行われました。当協会では登山に先立ち、午前 10 時から田
代平登山口で登山者の安全を祈願して山開き式を行いました。当日は七時雨の由来のとおり、晴
れたり、小雨が降ったりという変わりやすい天気でしたが、市旗を先頭に約５０名が山頂をめざ
し、約１時間半で北峰に到着、寺田西根側からの登山隊と合流、ピッケル交換や万歳三唱で山開
きを祝いました。遠方からの登山者には八幡平市山岳協会から登頂記念の手
形が配られました。
岩手山山開き

日時：平成２１年７月１日（水）午前６時〜６時３０分
場所：岩手山焼走り国際交流村第一キャンプ場

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」を今年も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、日帰り入浴や八幡平トレッキングに便利ということで首都圏のお
客様からの問い合わせも増えています。
【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（水）〜9 月 30 日（水）の毎日運行
(１０月１日(木)から１０月 25 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)

安比〜岩手山焼走りを結ぶ観光拠点周遊バスを運行！
当協会では今年度事業として八幡平エリアと岩手山焼走り溶岩流、安比高原を結ぶ「観光拠点
周遊バス」を運行します。岩手山パノラマライン開通にあわせ、市の主要観光地を結ぶ新たな二
次交通として、エリアでゆっくり滞在の上、さらにはリピーターとなっていただくことを狙いと
し、首都圏に PR していきます。さくら公園では八幡平市自然散策バスに接続します。
●期間：平成 21 年 7 月 3 日（金）から 10 月 25 日（日）までの金・土・日・祝日運行
●料金：一日パス券（大人 500 円、小人 250 円）
●特典：バス利用者には入浴料割引など協賛施設で割引が受けられます。
詳しくはチラシ、または観光協会までお問い合わせ下さい。

八幡平自然散策バス・観光拠点周遊バス出発式を行います。
■平成２０年７月 3 日（金）

午前１０時２０分〜さくら公園バス停前

八幡平パノラマライン開通します。
市道岩手山１号線（通称「岩手山パノラマライン」
）が７月５日（日）
正午に全線開通となります。岩手山パノラマラインは八幡平温泉郷
と特別天然記念物｢焼走り熔岩流｣を結び、観光や災害における避難
道路として大きな役割が期待されています。
（一般車両の通行は１２時〜

詳しくは市役所建設課まで)

【岩手山パノラマライン開通式】
■日時：７月５日(日)午前１０時〜
■会場：岩手山１号線 焼走り国際交流村付近
（↑月間 rakura7 月号より）

ご紹介下さい！
「八幡平Ｓｌ
ｏｗ Ｓｔ
ａｙ 花三昧企画」モニター参加者募集中！
岩手県最高峰 岩手山に咲き誇るコマクサの群生、安比高原のヤナギラン、岩手山麓の下ゲレ
ンデを彩るユリを愛でる花三昧企画の｢八幡平エリアフラワー散策･食文化体験モニター｣が７月
１３日(月)から１５日（水）までの２泊３日の日程行われます。企画は八幡平市グリーン･ツー
リズム協議会。トレッキングのほか、温泉、地元学も楽しんで、近
代産業遺産松尾鉱山跡地の歴史も学べる２泊３日のスローステイで
す。料金は東京駅発着で新幹線往復代、宿泊･昼食代（２泊 7 食）
込みで 38,500 円（2〜4 名 1 室利用の場合）
。首都圏のご友人･
ご親戚の方に是非ご紹介下さい。お申込はＪＲびゅう予約センター
019-622-8251〜4、詳しいお問い合わせは観光協会（担当:菊池、
高橋まで）

八幡平が JR 東日本びゅう商品「旅市」に選ばれました。
2009年5月、JR東日本が新しい旅行商品ブランド「旅市（たびい
ち）」を立ち上げました。「旅市」とは、「地域に根ざした風土・文化」
「地産地消」
「人とのふれあい」をコンセプトに、宿泊施設や昼食箇所、
ガイドなどに携わる地元の全ての人が、
お客さまに一番おすすめできる
過ごし方を提案する旅です（１泊２日で２〜４万円台に設定）。
第1弾は陸羽東線「北羽前のみち」、南山形「おきたまのみち」、み
やぎ「蔵王山麓のみち」の３エリア９コースを2009年7月1日（水）
〜2009年9月30日（水）の期間で設定されました。そして第2弾に岩
手県の中から唯一、八幡平が選ばれました！これを受けて10月1日販
売に向け、エリア全体造成に取り組んでいます。今後の八幡平への誘客
に向けてより一層、皆様のご協力をお願いいたします。詳しい内容は後
日お知らせいたします。

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」と、毎週火・土曜日出発で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。
すでに６月２１日（日）裏岩手縦走コース、６月２４日（水）岩手山モニターを催行したほ
か、３日間トレッキングには２名が参加、今後は１８名の予約があります。
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
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。
協議会会員を随時募集しています。詳しくは観光協会事務局まで。

八幡平山頂レストハウスオリジナルグッズ販売のお知らせ
八幡平のロゴが入ったオリジナル商品を会員の皆様に特別価格で販売い
たします。ご希望の方は事務所までお問い合わせ下さい。
★ベスト 通常販売価格 2,300 円⇒会員価格 2,000 円
＜色/緑・赤・紺＞

★ポロシャツ

＜サイズ/フリー（L）・XL＞

※ポリエステル 100％

通常販売価格 2,100 円⇒会員価格 1,900 円

＜色/青・ピンク・紺＞

＜サイズ/Ｓ・Ｍ・Ｌ＞

※綿 100％
緑ベスト着用モデルは新メンバー菊池光洋君↑

市議会から〜入湯税の課税免除対象者が拡大〜
6 月 24 日の市議会において入湯税に関する条例の一部が改正する議案が可決されました。入
湯税の課税免除対象者を、修学旅行の高校生や統導者、芸術･文化･学習などのために訪れた小、
中学生、高校生、専門学校生、大学生と統導者にも拡大される見込みです。詳しくは市役所税務
課までお問い合わせ下さい。

〜タクシー利用のご案内〜
八幡平観光タクシーに代わり、東八幡平交通センターに当分の間、平館タクシーと西根観光タ
クシーが待機することになりました。利用する場合は次のタクシー会社にご連絡下さい。
★平舘タクシー 74-2525
★西根観光タクシー76-3131
お問い合わせは市役所企画総務部総合政策課(電話 76-2111 内線 1224)まで。

アスピーテライン除雪写真展示中！
八幡平山頂レストハウス地上１階フロア内に八幡平アスピーテ
ラインの春先に行われる除雪の様子が写真パネルで紹介されてい
ます。これは岩手県盛岡地方振興局土木部岩手出張所が展示して
いるもので、斜面の雪を重機が除雪する様子など普段見ることの
できない様子が順番に紹介され、訪れた観光客の皆様の注目を集
めています。

これからのイベント情報
7/10（金）〜12(日)

←大会開催中はコース内で交通規制
第１回全日本ステージ・レース in いわて
が実施されますのでご注意下さい。
兼 男子高校生海外派遣選考大会
7/13(月)〜15(水) 夏の八幡平エリアフラワー散策･食文化体験モニターツアー
7/11(土)･12(日) 第 2 回岩手県高校ラグビー交流大会(旧県民体育大会)
7/18(土)・２０(月) 第 46 回東日本都道県対抗ラグビーフットボール大会
7/18(土)・１９(日) ラグビーフェスタ 2009 in Hachimantai
ゴールドカップ･マスターズ 2009 in Hachimantai

7/２6(日)
7/28(日)

ノルディックウォーキング教室 参加者募集中
お問い合わせ/八幡平リゾート TEL0195-78-4111
第 18 回岩手山焼走りマラソン全国大会 参加者募集中
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。
松尾八幡平ビジターセンター内の観光情報コーナーではエリア
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、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。

観光協会の動き(平成２１
年４月 25 日〜6 月 29 日)
４月 25 日(土)

八幡平山開き（山頂レストハウス 会長、事務局出席）

４月 26 日(日)

ビッグワンパーティ(さくら公園、髙橋(時)副会長、事務局参加)

４月 29 日(水)

桜松公園清掃奉仕(桜松公園 事務局出席)

４月 30 日(木)

八幡平市行政連絡員会議（市民センター 会長出席）

５月

３日(日)

桜松神社例大祭・不動の滝まつり(桜松公園 会長、事務局参加)

５月

7 日(木)

雲上の楽園再生協議会幹事会(フォレストアイ 局長、次長出席)

５月１１日(月)

二役会議(観光協会

５月 12 日(火)

八幡平エリアトレッキング協議会総会(観光協会 局長、事務局出席)

５月 15 日(金)

岩手県観光協会賛助会員全員協議会(ホテル花巻 局長、事務局出席)

５月 16 日(土)

会計監査(観光協会

局長、事務局出席)

５月１6 日(土)

二役会議(観光協会

会長、副会長２名、局長、次長出席)

５月 18 日(月)

理事会(観光協会

5 月 18 日(月)

八幡平市スキー大会実行委員会総会(市福祉センター 会長出席)

５月１9 日(火)

八幡平自然散策ガイドの会総会(観光協会 事務局出席)

5 月 19 日(水)

岩手県飲食業生活衛生同業者組合通常総会(八幡平ハイツ 会長出席)

5 月 20 日(木)
５月 20 日(木)
５月 21 日(金)
5 月 22 日(土)
５月 22 日(土)
5 月 25 日(月)
５月 27 日(水)

第１回県央広域観光推進会議（合同庁舎 局長出席)
旅フェア打合せ(合同庁舎 次長、事務局出席)
雲上の楽園再生協議会総会(観光協会 次長出席)
八幡平スポーツ誘致委員会総会(観光協会 局長、次長、事務局出席)
八幡平市商工会総会(ホテル安比グランド
会長、局長出席)
八幡平市物産振興会総会(なかやま荘 局長出席)
観光協会定時総会（友好都市交流センター)

5 月 28 日(木)

岩手県観光協会第１回評議会（マリオス 局長出席)

5 月 30 日(土)〜31 日(日)

会長、副会長２名、局長、次長出席)

理事、事務局出席)

旅フェア(横浜市 次長、事務局参加)

6月

3 日(水)

八幡平市国際交流協会総会(市民センター 髙橋(時)副会長出席)

6月

4 日(木)

お酒を楽しむ会総会(岩手酒造組合 局長出席)

6月

5 日(金)

岩手県観光協会教育旅行宣伝部総会・セミナー(アイーナ 次長出席)

6月

7 日(日)

八幡平市ふるさと会(東京都 会長出席)

6月

7 日(日)

七時雨山山開き(田代平高原 髙橋(時)副会長、事務局出席)

6月

9 日(火)

おでんせ岩手観光王国 in 東京、岩手県観光誘客説明会(東京都 局長出席)

6 月 10 日(水)

八幡平遭難対策委員会総会（市役所 髙橋(時)副会長出席）

6 月 12 日(金)

八幡平市物産振興会総会(友好都市交流センター 事務局出席)

6 月 12 日(金)

八幡平市夏まつり実行委員会総会(市役所 局長出席)

6 月 15 日(月)

二役会議(観光協会

6 月 15 日(月)・16 日(火)

会長、副会長２名、局長、次長出席)

岩手県韓国招待ツアーKBＳテレビ取材対応(八幡平 事務局対応)

6 月 16 日(火)

いわて平泉キャンペーン説明会(合同庁舎 事務局出席)

6 月 17 日(水)

観光連携に関する打合せ会(観光協会 局長、次長出席)

6 月 19 日(金)

県央北部広域観光推進会議(合同庁舎 局長出席)

6 月 23 日(火)

新しい長期計画(素案)に係る地域説明会(合同庁舎 局長出席)

６月 25 日(木)

大阪･名古屋ｴｰｼﾞｪﾝﾄ招待会・懇談会（峡雲荘 高橋俊彦副会長、局長、次長出席）

６月 26 日(金)

大阪･名古屋ｴｰｼﾞｪﾝﾄ招待会八幡平ｴﾘｱｱﾃﾝﾄﾞ(八幡平 次長対応)

６月 26 日(金)

八幡平市ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ協議会運営委員会（観光協会 局長、事務局出席）

６月２８日(日)

八幡平市消防演習(８時

６月２８日(日)

北岩手料飲組合・調理師組合総会(１７時

６月２9 日(月)
６月２９日(月)

輝振興連絡調整会議(観光協会 局長、事務局出席)
安比リレーマラソン大会実行委員会(福祉センター、局長出席)

６月３０日(火)

岩手県旅館ﾎﾃﾙ生活衛生同業者組合岩手支部総会（11 時 30 分 八幡平ハイツ）

６月３０日(火)

いわて八幡平牛試食会(１７時

7月

1 日(水)

岩手山山開き(6 時

7月

3 日(金)

八幡平自然散策バス・観光拠点周遊バス出発式（１０時２０分

７月

5 日(日)

岩手山パノラマライン開通式（１０時

７月

７日(火)

理事会(９時３０分

７月

７日(火)

八幡平市ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ協議会役員会・総会(１４時

７月

８日(水)

事業委員会(１０時

松尾地区総合運動公園)
八幡平ライジングサンホテル)

これからの主な会議予定
八幡平ハイツ)

岩手山焼走り国際交流村第 1 キャンプ場)
観光協会）

市道岩手山１号線)

観光協会)
いこいの村いわて)

観光協会)

空室状況および観光情報の提供について
お客様への空室情報提供は、各施設からお寄せいただく空室情報と当協会ホームページ検索宿
ネットからの情報より紹介しております。様式は問いませんので皆様からの情報をお待ちしてい
ます。
また、検索宿ネットへの登録、耳寄り情報の入力もお待ちしています。ご不明な方は担当斎藤
までお知らせ下さい。今年度の会員情報について変更が生じた場合にもご一報下さい。

＜あとがき＞
６月から事務局臨時職員として菊池光洋君（28 歳）が新メンバーに加わり
ました。事務局は計 8 名体制となり、事務所の配置も一新しました。
会員の皆様、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

