
 

 

 

 

 

第２回理事会を開催しました。 
７月 7 日(火)、松尾八幡平ビジターセンターにおいて平成２１年度第２回理事会を開催しまし

た。 

はじめに、６月２２日に、会長が二副会長、事務局同行のもと、市長に面談し、観光振興に関

する要望書を提出したことが報告されました。これは市で計画されている地域活性化･経済危機

対策臨時交付金事業について、観光協会として八幡平山頂にある旧レストハウス上物撤去・外部

の補修を含む八幡平山頂観光美化事業に関すること、外国人観光客にも対応した観光看板の整備、

スポーツ合宿誘致、また、昨年に引き続き首都圏での観光客誘致キャンペーンなどについて予算

要望したものです。(※その後、市の審議により残念ながら採択とはなりませんでした) 

また、７月から８月の主のイベントについて報告と紹介がされました。 
 

今年は｢岩手山･八幡平・安比高原 来てけろ！キャンペーン｣ 

減少傾向にある観光客の増加を図るため、今年度事業である総合誘客キャンペーンを展開して

いきます。具体的な案として八幡平四季のポスター製作、モニターツアーの開催、地元学講座(お

もてなしセミナー)の開催、八幡平四季のノボリ作成などが挙げられており、その一環として７

月１３日から｢八幡平エリアフラワー散策･食文化体験モニターツアー｣及びガイド養成講座を八

幡平市グリーン･ツーリズム協議会の事業として展開しました。 

今後の事業については随時お知らせします。 

岩手山登山が最高の思い出に！「八幡平Ｓｌｏｗ Ｓｔａｙモニターツアー 

 八幡平市グリーン・ツーリズム協議会では７月１３日(月)から１５日（水）までの２泊３日

の日程で｢八幡平エリアフラワー散策･食文化体験モニター｣を行い、首都圏から 13 名が参加し

ました。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。今回は全員がリピーター参加者です。 

メインとなった 2 日目の岩手山トレッキングでは、

晴天のもと上坊コースをガイドとともに登り、途中植物

の話を聞いたり、時には歌を歌ったり、皆で励ましあい

ツルハシ分れまで、そして目的のコマクサ群生に迎えら

れ、参加者全員が無事目標達成の喜びと安堵の表情で焼

走りコースを下山しました。終了後のアンケートでも観

光資源としての「岩手山・コマクサ群落」の高い評価を

いたくとともに、リピータさんならではの建設的なご意

見もいただいております。 

モニターツアーに関する検証結果については後日お知らせします。 
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まず乗ってみて！ 「観光拠点周遊バス｣」 

観光協会では 7 月 3 日(金)より安比高原と岩手山焼走り国際交流村を結ぶ『観光拠点周遊バ

ス』を運行していますが、夏の繁忙期を迎えるにあたり、バスの利用促進を目的として宿泊施設

に無料チケット引換券を配布することにしました。オーナーさんご自身もお客様の立場でバスに

ご乗車いただき、お客様に PR していただきますようお願いいたします。チケットの送付につい

ては別途お知らせします。お問合せは担当 高橋まで。 

 

新型インフルエンザ予防講演会のお知らせ 

 「新型インフルエンザ」とは、人類にとって未知のウィルスによって引き起こされるインフル

エンザのことです。免疫を持つ人が少ないため大流行する可能性があります。被害を最小限に食

い止めるため、今のうちから予防法や発生･流行時の対応を身につけておくことが重要です。季

節性インフルエンザが流行する時期を前に下記のとおり「新型インフルエンザ予防講演会」が行

われます。｢マスク･手洗いの基本｣についても実習がありますので、特に宿泊施設の皆さんはお

誘い合わせの上ご参加くださいますようお知らせします。(参加申込が必要) 

日時：平成２１年８月１８日(火) 13 時３０分～１５時３０分 

場所：八幡平市西根地区市民センター 

内容：講演「新型インフルエンザを予防するために今できること」 

     講師 岩手医科大学感染症対策室長 櫻井 滋 先生 

・手洗いの基本(手を洗った後にウィルスがどのくらい残っているか) 

・マスクの付け方 

  送迎バス：兄畑駅 12：00-田山支所 12：15-安代総合支所 12：35-赤坂田駅 12：45 

       帰り 市民センター15：45 発 

お申込：８月１７日(月)までに下記までお申込下さい。 

お問合せ：八幡平市市民部保健課保健係（TEL76-2111 内線1151） 
 

講演会開催のお知らせ 

 『観光に対するニーズが多様化していく中にあって、地域の観光産業は同あるべきなのか。』 

去る７月１日にみちのく岩手観光立県基本条例施行を契機として、地域の観光産業が目指すべ

き方向性について、講演会が行われます。(参加無料) 

 『第１回いわて観光立県推進会議』特別講演会 

●日時：平成２１年８月２０日(木) 14：30～15：30 

●会場：エスポワールいわて ２階大会議室 

●演題：『地域の観光産業が目指すべき方向性について(仮)』 

講師 観光庁 参事官 矢ヶ崎 紀子さん 

●参加申込：団体名、参加人数、代表者連絡先を明記の上、岩手県商工労働観光部観光課

まで FAX またはメールで直接お申込下さい。 

TEL019-629-5574 FAX019-623-2510 

E-mail AE0006@pref.iwate.jp 

                    （申し込み用紙は観光協会にもあります。） 



｢ぶらっと一日体験｣協会職員もうどん作りに挑戦！ 

 老舗の製造小売店が多く残る安代地区荒屋新町商店街で「ぶらっと一日体験工房」が展開され

ています。7 月 2 日(木)には市商工観光課、観光協会、新聞社、広告

代理店関係者などを対象に体験会が行われました。伝統の技を受け継

ぐ職人より指導を受け、味噌作り、豆乳うどん作り、漆塗り箸の絵付

けなどを体験しました。 

 8 月の予定は 23 日(日)、詳細は八幡平市商工会安代支所

（TEL0195-63-1001）または『ぶらっと一日』でネット検索を！

当協会ホームページイベント情報にも情報を掲載しています。 

「雨のところ、よぐ来てけだなっす！」雨の日サービス実施中！ 

八幡平山頂レストハウスでは、雨の日に『八幡平自然散策バス』ご利用の方へコーヒー券を差

し上げることになりました。「岩手山･八幡平･安比高原 来てけろ！キャンペーン」の一環とし行

うもので、山頂バス停で降りたお客様が対象。また利用は２００９シーズン営業中の雨の日のみ

としています。 

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しています。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＞ ＜サイズ/フリー（L）・XL＞  ※ポリエステル 100％ 

★ポロシャツ 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％ 

八幡平ガイドブックの内容をご確認下さい。 

観光協会発行の「八幡平ガイドマップ」について、次回再版に向けて内容の確認を行っており

ます。記載されている内容をご覧いただき、施設情報の訂正や記載ミス等、お気づきの点があり

ましたら８月中にお知らせ下さい。紅葉時期前には再版の見込みです。 

皆様からの情報をお待ちしています。 

松尾八幡平ビジターセンターの観光パンフレットが不足しており

ます。施設の資料や掲示物がありましたら、お持ち下さるようお願

いいたします。なお観光協会発行のパンフレット･ポスターがご入用

の場合はお気軽にお知らせ下さい。 

 また、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。お寄せいただいた施設から優先的にご案内いたします。 

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。 



これからのイベント情報 

平成 21 年夏巡業大相撲八幡平場所 

■日時：平成 21 年 8 月 15 日(土) 開場/8 時 打出し(終了)/15 時 

■場所：八幡平市総合運動公園体育館 

観戦チケットはオンライン予約のほか、一部座席は八幡平市内プレイ

ガイド（HOT さとだて、マルタカ、高橋書店、平舘化粧品店）でも

ご購入可。 

当日は、貴乃花親方（元横綱・貴乃花）も来場決定！！  

詳しくはこちらから⇒http://www.yatiringyou.com/oozumo/ 

 

 

第 4 回八幡平市夏まつり 

■日時：平成 21 年 8 月 15 日(土) 

    午後 5：00～ オープニング・太鼓演奏 

    午後 5：30～ 盆踊り・さんさ踊り     

    午後 7：30～ 花火大会   

※雨天の場合は 16 日(日) 

■場所：八幡平市松尾総合運動公園 

 

第 33 回出光イーハトーブトライアル大会 

■日時：平成 21 年 8 月 29 日(土)･30 日(日) 

■スタート地点：七時雨山荘前、安比高原 

詳しくはこちらから↓ 

 http://www.sukaheru.net/̃ihatove/ 

  あっぴリレーマラソン 2009 

■日時：平成 21 年 9 月 13 日(日) 

 午前 10 時スタート 

■場所：安比高原スキー場大駐車場 

■参加申込：8 月 26 日（水） 

定員 250 チームになり次第締切り 

詳しくはこちらから⇒http://www.sukaheru.net/̃appirelay/ 

お知らせ～松川自然休養林野営場(キャンプ場)が廃止されます。 

 松川自然休養林野営場(キャンプ場)は老朽化等により運営を休止しておりましたが、平成２１

年７月末日を持って廃止されることが決まりました。 

これは７月２４日付けで盛岡森林管理署から通知があり、東北森林管理署の「八幡平地域総合

森林レクリエーション・管理経営方針書(松川自然教養林)」に変更があったためとの情報です。 

八幡平市内のキャンプ場は、県営松川キャンプ場、県民の森キャンプ場、

妻の神キャンプ場、安比高原キャンプ場、岩手山焼走り国際交流村の５箇所

が営業しています。 

〈ミニ情報〉トライアルバイクとは岩や斜面など、走りにくい自然
の地形を、足を着いたり止まったりしないようにうまくバイクを操
って走る競技。イーハトーブトライアルは 1977 年にスタートした
大会で、参加人数は日本一かつ世界一。地元の人々も温かい
声援を送って応援している大会です。 

（↑八幡平場所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから） 



 

～タクシー利用のご案内～ 

東八幡平交通センターに、平舘タクシーと西根観光タクシーが待機しています。 

★平舘タクシー 74-2525 ★西根観光タクシー76-3131 

 

 

観光協会の動き(平成２１年 6 月 30 日～8 月 9 日) 

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（八幡平ﾊｲﾂ 局長出席） 

6 月 30 日(火)  いわて八幡平牛試食会(八幡平ﾊｲﾂ 会長出席) 

7 月 １日(水)  岩手山山開き式(焼走り国際交流村 髙橋(時)副会長、事務局出席) 

７月 ３日(金)  八幡平自然散策ﾊﾞｽ･観光拠点周遊ﾊﾞｽ出発式（松尾八幡平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 会長出席） 

７月 5 日(日)  岩手山パノラマライン開通式(市道)岩手山 1 号線 会長、事務局参加) 

7 月 6 日(月)  岩手公益法人制度改革研修会(水沢観光物産センター、局長、次長出席) 

７月 7 日(火)  理事会(観光協会 理事、事務局出席) 

７月 8 日(水)  岩手県観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ連絡協議会打合せ(ﾌﾟﾗｻﾞおでって、次長･田村出席) 

７月 8 日(水)  事業委員会 

7 月 9 日(木)  外来種駆除キャンペーン(八幡平 事務局出席) 

7 月 9 日(木)  岩手めんこいテレビ取材協力(市内 次長、事務局対応)  

7 月 10 日(金)  八幡平自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 次長、事務局出席) 

７月 11 日(土)  産直大集合オープニングイベント(さくら公園 髙橋(時)副会長出席) 

7 月 13 日(月)～１５日(水)  八幡平 Slow Stay ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ（市内 事務局対応) 

７月 14 日(火)  いわておかみ会大澤幸子さんの国土交通省東北運輸局長賞受賞を祝う会 

（ホテルメトロポリタン盛岡 局長出席) 

7 月１6 日(木)  全国中学生スキー大会事務局打ち合わせ(観光協会 会長、事務局出席) 

7 月１7 日(金)  白坂観音大祭（聖福寺 局長出席） 

7 月 17 日(金)  八幡平自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 次長、事務局出席) 

7 月 17 日(金)  第１８回岩手山焼走りマラソン全国大会競技役員会･第２回実行委員会 

         （市民センター 局長出席） 

7 月 17 日(金)  八幡平自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 次長、事務局出席) 

7 月１8 日(土)  ラグビーフェスタ 2009 in Hachimantai ウェルカムパーティ 

         （トラウトガーデン 事務局出席） 

７月２３日(木)  岩手県観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ連絡協議会総会（八幡平ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 会長、事務局出席） 

７月２７日(月)  二役会議(観光協会 会長、二副会長、局長、次長出席) 

７月２７日(月)  八幡平エリアトレッキング協議会幹事会(観光協会 次長、事務局出席) 

7 月２７日(月)  八幡平自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 次長、事務局出席) 



7 月 27 日(月)  橋本雅彦氏新安比温泉社長就任を祝う会(新安比温泉 会長出席) 

7 月２８日(火)  八幡平自然散策ガイドの会報告会(観光協会 次長、事務局出席) 

7 月 29 日(水)  八幡平山賊まつり実行委員会総会(市民センター 会長、局長出席) 

７月３０日(木)  東日本放送取材協力(市内 次長対応) 

７月３１日(金)  全国中学生スキー大会事務局打合せ(観光協会 次長、事務局出席) 

７月３１日(金)  新公益法人制度に関する説明会(岩手県公会堂 次長、事務局出席) 

８月 １日(土)～２日(日) 世田谷区民まつり(東京都 事務局参加) 

８月 ５日(水)  テレビ岩手取材協力(市内 次長対応) 

８月 ６日(木)  旅市（たびいち）打合せ(観光協会 次長、事務局出席) 

８月 ８日(土)  第 30 回東北中学生ラﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ交流大会開会式(上寄木ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、事務局出席) 

 

これからの主な会議予定 
８月 15 日(土)  八幡平市夏まつり（17 時 松尾地区総合運動公園）  

８月 15 日(土)  平成２１年度夏巡業大相撲八幡平場所(8 時 西根地区総合運動公園体育館) 

8 月 19 日(水)  二役会議（９時３０分 観光協会） 

8 月 19 日(水)  輝振興連絡調整会議（14 時 八幡平市商工会） 

８月２０日(木)  いわて観光立県推進会議特別講演会（14 時３０分 エスポワールいわて） 

８月２２日(土)～２２日(日) ﾊｲｳｪｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ in 東北 2009（１０時～ 仙台市勾当台公園） 

8 月 24 日(月)  八幡平市公共交通会議（１０時 30 分 市民センター） 

 

 
 

 
＜あとがき＞ 

小学生の頃、卒業文集に「将来の夢は？」という 
質問がありました。将来のことなど特に考えていなかったので 
「お花屋さん！」書きました。友達は、スチュワーデス(古い！)・ 
看護婦･幼稚園の先生・・など。 

あれからはや３０数年たち、現在の自分はある意味『お花屋さん』 
になりました。嫁いだ先はリンドウ農家、花に囲まれております。 
夢がかなって幸せ・・かも(S) 

 


