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先にイベントのチラシをお送りしていますが、届かない場合、不足の場合にはお知らせ下さい。

八幡平山賊まつり
■期日：10 月 10 日(土)〜12 日（月･祝）10：00〜16：00
■会場：八幡平市さくら公園イベント広場

第 9 回八幡平市長杯南部馬方節全国大会
10 月 11 日(日)

予選/午前 10 時 15 分〜
決勝/午後 1 時 30 分〜

南部は日本一の馬産地として知られ「南部駒」は名声を博しました。南部馬方節は岩
手に伝わる名曲、その普及･敬称を願い全国から民謡を愛でるのど自慢を集い、岩手山
の裾野で日本一選出する大会を開催し、今年で 9 回目を迎えます。

山賊まつりの詳しいイベント内容はチラシの裏面をご覧下さい。
また、観光協会ホームページからもご覧いただけます。

2009 八幡平紅葉まつり
■期間：10 月１７日（土）〜１８日(日) 10：00〜15：00
■場所：岩手県県民の森｢フォレストアイ｣駐車場
■内容：紅葉ウォーキング･フリーマーケット・木工体験・飲食屋台
★１７日(土)祝いもちつき振舞隊 10：30、13：30 の２回
★１８日(日)北上清流太鼓 13：30〜14：30

第３回焼走り熔岩流まつり

両会場にハチマンタイラー来場！

■期日：10 月１７日（土）〜１８日(日) 10：00〜15：00
■場所：岩手山焼走り国際交流村
■内容：グランドゴルフ大会、無料ガイド付熔岩流散策、産直市、屋台等
★１７日(土)大更小学校吹奏楽部演奏 12：30
★１８日(日)松川一の宮太鼓演奏 11：00、西根中学校吹奏楽演奏 11：30 ほか

あしろ七時雨新そばまつり

詳しくは Web またはチラシをご覧下さい。

■期間：10 月１５日（木）〜１１月３０日（月）
◎期間中スタンプラリー開催。スタンプを集めて新そば粉、そば
打ちセットがあたります！
■１０月２３日(金) 『新そばを食べる夕べ』
■場所/新安比温泉レストラン
会費/3,500 円
■メニュー/手打ちそば、舞茸など季節の天ぷら、わしの尾酒の
飲み比べ、郷土料理、安比
工房漆器展示など

■イベント/手打ちそばの実演、新そば粉の販売、安比塗漆器

■お問合せ/八幡平市商工会安代支所 TEL0195-63-1001 まで。

紅葉も見頃！
「八幡平自然散策バス秋号」運行中！
盛岡駅９時４０分出発の自然散策バスが「秋号」に変わりました。東北自動車道で一気に八幡
平に入り、１０時２０分松尾八幡平ビジターセンター到着は夏号と同じですが、その後紅葉の名
所「森の大橋」でバスが停車し、車外から紅葉をお楽しみいただけます。山頂では自由参加で山
頂一周コースを八幡平自然ガイドが無料で案内します。復路は１４時１５分に頂上バス停を出発、
松川温泉峡雲荘バス停に５０分間停車します。その間にガイド付き散策、または温泉入浴(料金
別途)など自由行動で１５時４０分出発、盛岡駅には１７時５分到着します。
お客様からの問合せで一番多いのは予約が必要かどうかということです。予約は必要なく、仮
にお客様が乗り切れない場合には一台増便されます。乗車前に乗り場近くの案内所で 1,200 円
(片道)のチケットを購入していただきます。また往復券(2,400 円)のほか、当日、八幡平方面に
宿泊の方にはお得な滞在券(1,700 円)や八幡平エリアゾーン券(1,200 円)などがあります。詳
しくは観光協会までお問合せ下さい。

観光拠点周遊バスもバージョンアップ！
八幡平自然散策バスに連結する観光拠点周遊バスも 10 月 1 日からバージョンアップ！松川
温泉から安比高原へのルートが出来ました。午前 9 時 10 分に松川温泉峡雲荘を出発し、温泉
郷を経由、さくら公園に立ち寄り、ホテル安比グランドまで向います。そこから折り返し、さく
ら公園では盛岡から到着の八幡平市自然バスに接続、八幡平ロイヤルホテル方面を通って焼走り
国際交流村 11 時到着です。また、10 月 26 日からはそれまでのコースに加えて「安代エリア」
まで路線を延長します。詳しくはチラシから、または観光協会までお問合せ下さい。
会員の皆様に実際にご乗車していただき、施設利用のお客様にもご案内していただくよう
無料の引変券を宿泊施設に配布しています。宿泊施設以外の方でもご希望がありましたら
お渡しいたしますのでお問合せ下さい。

「地域密着型人材育成研修 岩手県講座」開催のお知らせ
財団法人岩手県観光協会より人材育成事業の一つである地域密着型観光人材育成研修会の案
内がありましたのでお知らせします。近年、着地型観光が注目される中、地域ツーリズムにおい
て地域をけん引し観光街づくりに取り組めるリーダーの育成を目指す内容です。
●日時：平成２１年１１月 10 日(火)〜１１月１１日(水) 14：30〜15：30
●会場：マリオス盛岡地域交流センター
●定員：４０名 ■募集：平成２１年１０月 30 日(金)まで
●主催：社団法人 日本観光協会 ■共催：財団法人 岩手県観光協会
観光協会にチラシがありますので、興味のある方、参加希望の方は募集期限までにお申し出下
さい。

第 2 回八幡平市民ツアー･沖縄「名護市交流の翼」参加者募集のお知らせ
■旅行期日：平成 22 年 1 月 29 日(金)〜2 月 1 日(月)

3泊4日

■旅行代金：99,800 円(大人お一人料金)
■募集人員：45 名(最小最高人数 30 名)
■お申込･お問合せ：日本旅行 日旅サービス盛岡営業所 （TEL019-652-2356）

紅葉見頃！
八幡平エリアトレッキング日帰りモニターツアーを行いました。
９月 27 日(日)：岩手山七滝コース 首都圏からの参加者 3 名を含む１２名の参加がありました。
朝から雲ひとつない晴天で、岩手山頂上では鳥海山まで望める絶好のトレッキング日和。大地獄
谷周辺の紅葉は最盛期を迎えており、参加者は満足の中、無事に下山しました。

10 月４日(日)：裏岩手縦走コース
県内から７名が参加しました。スタート時からガスがか
かっていましたが、畚岳から少しづつ天候がよくなり、秋田駒ケ岳などの山々を見渡せるほどに
なり参加者は記念写真を撮って眺望を楽しみました。大深山荘では多くの登山客で賑わい混雑が
見られました。下山中は時々雨が降ったり、源太ケ岳付近では強風に見舞われましたが、ガイド
の誘導により安全に下山。「もう少し歩けた」
「楽しかった」という感想をいただきました。

三ツ石馬蹄コース」現地確認を行いました。
観光協会では市･関係機関と連携し八幡平登山道の整備を行っていますが、９月３０日(水)に
三ツ石馬蹄コースの確認を行いました。朝８時１５分に登山を開始、２日前の雨の影響で三ツ石
山に向う途中の道のぬかるみや水溜りが見られました。今年の三ツ石山の紅葉は９月中旬が見頃
で、当日はすでに落葉した木が目立ちました。大深岳殻の下山中には一部ススキの伸びている箇
所やぬかるみが続く箇所を確認し、１５時３０分には松川温泉峡雲荘に到着しました。

皆様からの情報をお待ちしています。
各施設の情報(パンフレット･チラシ等)がありましたらお気軽にお持ち下さい。観光協会発行
のパンフレット･ポスターがご入用の場合にも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案内していま
す。(宿泊施設会員へは参考まで空室情報記入様式をお届けし
ますのでご活用下さい。
検索宿ネットへの登録(有料)、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。
(←松尾八幡平ビジターセンターの館内))

気軽に釣りにきて！松川にキャッチアンドリリース区間設定されました。
9 月 11 日、八幡平温泉郷観光同業者会(小瀬川善忠会長)は市内
を流れる松川の一部をキャッチアンドリリース区間に設定し、記
念セレモニーを行いました。
キャッチアンドリリース区間は、金沢橋から下流の刈屋橋まで
の 2.5 キロで付近には区間であることを呼びかける看板が設置さ
れています。小瀬川会長は「区間設定は３年前から各所に相談し、
本日設定セレモニーの開催となった。釣りをする人にはごみの持
ち帰りと、特に釣り針が鳥に与える影響は甚大であり、注意をお願いしたい。区間が設定された
ことは温泉郷に宿泊したかたのあそび･レクリエーションの選
択肢が一つ増え、また、魚影が増えることを期待したい」と挨
拶しました。当日は平館保育所４歳児１６名が招待され、稚魚
（岩魚･山女）の放流と中洲で釣り体験を楽しみ、釣った魚の
放流を行いました。
入漁券は温泉郷各宿泊施設で販売する予定。

地産地域消費講習会を開催！
八幡平市グリーン･ツーリズム協議会では、９月 29 日(火)、八幡平
ハイツにおいて地産地消講習会を行いました。
これは 10 月 1 日より販売が開始となったＪＲ東日本のびゅう旅行
商品「旅市」の受入施設で「杜仲茶ポーク」の提供が義務付けられた
ことを受け、さらなる八幡平市の地産地消推進に向けて、八幡平産「杜
仲茶ポーク」の本来の肉質が発揮される美味しい調理法を研究する目
的で開催されたもので宿泊関係者３７名を含む４５名の参加がありました。
八幡平アドバイザーの大滝克美さんが「八幡平の地産地消を考え
る」と題して、これまでの八幡平 Slow Stay モニターツアー参加
者から寄せられたアンケートの中から「食」に関する意見を題材に、
食は旅の楽しみ、地元ならではのおもてなし、そして何よりも『うま
い』が大事と話しました。また、㈲コマクサポークの遠藤勝哉さんは
杜仲茶ポークの飼育方法、肉の特徴などを説明し、参加者は健康志向
の現代においてマスコミにも注目されている杜仲茶ポークについての理解を深めました。
講習の後、中華角煮、豚肉のパイ包み焼、ロースしゃぶしゃぶなどコマクサ杜仲茶ポークを使
った料理１５品の紹介と試食も行われ、やわらかな肉の質感を確かめ、
「宿の食事メニューに応
用したい」という声もありました。

八幡平山頂レストハウスニュース(台風その後)
台風１８号は１０月８日(木)に八幡平市を通過しました。ふも
とでは昼過ぎから雨と風が強くなっていきましたが、八幡平山頂
は約６m の高さ

レストハウス付近では朝から強風に見舞われ施設の管理に警戒が
必要な状況でした。横風による館内への浸水・雨漏りが見られた
ほか、強風によるものか自動ドアに不具合がみられました。
天候が回復しないため午後４時に閉店としましたが、その際の
様子がこの写真です。強風の中、みぞれが降り積もりました。八幡平は確実に冬へと向っていま
す。

観光協会の動き(平成２１
年８月 18 日〜10 月 9 日)
【８月】
１８日(火)

八幡平スポーツ誘致委員会二役会議（観光協会 次長、事務局出席）

１８日(火)
１９日(水)

新型インフルエンザ予防講演会(西根地区市民センター 事務局出席)
二役会議(観光協会 会長、二副会長、局長、次長出席)

１９日(水)

輝振興連絡調整会議(西根地区市民センター 局長、事務局出席)

20 日(木)

いわて観光立県推進会議特別講演会（ｴｽﾎﾟｱｰﾙいわて 局長、次長出席）

22 日(土)〜２３日(日)

ハイウェイコミュニケーション in 東北(仙台市勾当大公園、局長参加)

24 日(月)

八幡平市公共交通会議(西根地区市民センター、髙橋(時)副会長出席)

24 日(月)

お酒を楽しむ会実行委員会（ホテル東日本 局長出席）)

26 日(水)

岩手県自然保護課訪問（県庁 会長、局長、次長対応）

【9 月】
1 日(火)

盛岡地方振興局土木部岩手出張書訪問（岩手町 会長、局長、次長）

１日(火)

南部馬方節打合せ(観光協会 次長、事務局出席)

２日(水)

紅葉まつり委員会(観光協会 次長、事務局)

４日(金)

第３回焼走り熔岩流まつり実行委員会(焼走国際交流村、事務局長、事務局)

7 日(月)

二役会議(観光協会

８日(火)

全国中学校ｽｷｰ大会宿泊施設説明会（細野活性化ｾﾝﾀｰ 局長、次長、事務局）

9 日(水)

全国中学校ｽｷｰ大会宿泊施設説明会（福祉ｾﾝﾀｰ 局長、次長、事務局）

会長、髙橋(時)副会長、局長、次長)

10 日(木)

第２回紅葉まつり委員会（観光協会 次長、事務局出席)

10 日(木)

訪日外国人誘客受入研修会（アイーナ 局長、次長出席）

11 日(金)

十和田八幡平広域観光推進会議(観光協会 会長、次長出席)

11 日(金)

松川ｷｬｯﾁｱﾝﾄﾞﾘﾘｰｽ区間設定記念ｾﾚﾓﾆｰ（妻の神キャンプ場

14 日(月)

盛岡森林管理署訪問(盛岡森林管理署 会長、局長、次長対応)

1４日(月)

盛岡地方振興局伊東特命課長訪問（盛岡地方振興局 局長対応）

14 日(月)
15 日(火)
16 日(水)
16 日(水)

南部馬方節全国大会打ち合わせ(岩手放送 次長、事務局対応)
八幡平スポーツ誘致委員会二役会議(観光協会 次長、事務局出席）
輝振興連絡調整会議(観光協会(観光協会 局長、次長出席）
八幡平山賊まつりヘリコプター打合せ(観光協会 局長、次長、事務局出席)

事務局出席）

18 日(金)

振興局『新しい長期計画』に関する説明会(合同庁舎、次長出席)

18 日(金)
講演(商工会連合会婦人部対応(八幡平ライジングサンホテル 会長対応))
21 日(月)
八幡平大集合ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ(さくら公園イベント広場 会長出席)
25 日(金)
北緯４０度物産展対応(八幡平市内 局長対応)
25 日(金)
八幡平ｽﾎﾟｰﾂ誘致委員会反省会･懇親会（八幡平ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝﾎﾃﾙ、次長、事務局)
26 日(土)
岩手平泉キャンペーン対応(八幡平 次長、事務局対応)
27 日(日)
八幡平エリアトレッキング岩手山モニター(七滝コース 事務局対応))
28 日(月)
二役会議(観光協会 会長、二副会長、局長、次長出席)
29 日(火)
地産地消研修会(八幡平ハイツ 会長、局長、次長、事務局出席)
29 日(水)
市長訪問(市役所 会長、局長、次長対応)
30 日(木)
NHK 番組取材協力(八幡平 局長対応)
30 日(水)
三ツ石馬蹄コース登山道調査(三ツ石山、次長、事務局対応)
【10 月】
1 日(木)
二役会議(観光協会 会長、二副会長、局長、次長出席)
2 日(金)
旧レストハウス活用意見交換会(八幡平他 会長、二副会長、局長、次長出席)
4 日(日)
八幡平エリアトレッキング裏岩手モニター(畚岳登山口〜 事務局対応))
５日(月)
岩手めんこいテレビ取材対応(八幡平 次長対応)
６日(火)〜7 日(水) りんどう杯グラウンド･ゴルフ大会(松尾総合運動公園 次長、事務局対応)
６日(火)〜7 日(水) 北緯 40 度物産展(東京都 局長対応)
7 日(水)
横澤盛毅さんの結婚を祝う会(八幡平ハイツ 小瀬川理事出席)
８日(木)
IBC ラジオ「684」収録(観光協会 次長対応)

これからの主な会議予定
10 月 10 日(土)

八幡平山賊まつりｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ（10 時 さくら公園イベント広場）

10 月 10 日(土)

名護市・宮古市との交流会(18 時

10 月 11 日(日)

第 9 回八幡平市長杯南部馬方節全国大会（10 時

10 月 14 日(水)

日･タイ文化交流会（18 時

10 月 15 日(木)
10 月 20 日(火)

あしろ七時雨新そばまつりｵｰﾌﾟﾆﾝｸ（13 時３０分 目名市水車小屋）
県観光課台湾雑誌メディア長官事業取材協力（午後 八幡平市内）

10 月 22 日(木)

八幡平市戦没者追悼式（11 時

10 月 23 日(金)

事業委員会(予定)(１０時〜

10 月 23 日(金)

あしろ七時雨新そばまつり 新そばを食べる夕べ（18 時

なかやま荘)
山賊まつり会場）

大更公民館）

若者センター）

観光協会）
新安比温泉）

【お知らせ】
9 月 22 日に観光協会事務局の田村正寛さんと千葉 望さんがご
結婚し、披露宴をされました。
お二人の末永いお幸せをお祈りし、
会員の皆様にもお知らせいたします。

