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会長 米 川 次 郎
水田には早苗が秩序正しく揃い、日本の原風景が広がる最も美しい季節と
なりました。
日頃、会員の皆様には｢農と輝の創造｣にご尽力をいただき感謝と敬意を表
しております。
さて、過日開催されました平成２２年度の通常総会において、再度協会の舵取りをすることと
なりました。もとより、微力であり、その重責を全うできるか心もとないのでありますが、会員
各位のご協力を得て努めて参りたいと思っておりますので、尚一層のご支援を賜りますようお願
い申し上げます。
現在、国及び県では観光振興に積極的な施策を打出し、観光立国或いは観光立県の構築を目指
しておりますが、八幡平市の観光を担う当協会も世界や国内状況を勘案し、前向きな事業を展開
して少しでも多くの交流人口の増加を図り、活力の創成に努めなければならないと考えておりま
す。
旧３町村の観光協会が統合し、新生八幡平市観光協会が誕生して早や５年目を向かえました。
いよいよ自然、文化、食を生かした目指す｢八幡平Ｓｌｏｗ Ｓｔａｙ健康と癒しの郷｣づくり
に、独創性を盛り込んだ企画・立案を提案・実施していかなければと考えております。
更に当協会が懸案事項として検討、調査をしておりました｢公益法人制度改革｣や｢八幡平山頂
旧レストハウス解体事業｣等も、市当局の指導のもと、本年度中にこの難問の解決に道筋をつけ
られるよう鋭意努力致します。
今年も、県のご支援による｢八幡平さくらと雪の回廊観光キャンぺーン事業｣で本格的な観光シ
ーズンの幕を開きました。楽観を許さない状況下でのスタートとなりましたが、盛岡広域圏内の
関係機関等と連携を密にし、十和田八幡平国立公園に係る北東北の観光振興に寄与する展開を図
ってまいります。
八幡平市観光協会の存在価値が揺るがないものとなるよう、役職員一同鋭意努力する所存であ
りますので、会員各位の更なるご支援を重ねてお願いし会長就任のご挨拶とさせていただきます。

第１回理事会を開催しました
５月１４日(金)午前１０時から松尾八幡平ビジターセンターにおいて理事１４名(欠席３名)の
出席により第１回理事会を開催しました。米川会長の挨拶により開会し、平成２２年度通常総会
の議案等について協議され、新しい事業としては「八幡平桜と雪の回廊観光キャンペーン事業」
・
「八幡平市観光キャンペーンレディ選出活用事業」
・
「アスピーテライン道路情報提供事業」
・
「八
幡平地区道路利用促進調査事業」
・
「公益法人制度移行事業」が盛込まれており全て承認されまし
た。

平成２２年度通常総会を開催しました
５月２４日(月)午後２時から平成２２年度通常総会を八幡平市友好都市交流促進センターに
おいて正会員９０人(本人出席３９人、委任出席５１人)出席のもと通常総会を開催しました。米
川会長の挨拶では、今年度の主な事業として｢桜と雪の回廊観光キャンペーン｣、｢八幡平観光キ
ャンペーンレディ選出活用｣、｢公益法人制度改革移行｣について説明されました。、ご来賓として
高橋一夫八幡平市役所産業部商工観光課長にご祝辞をいただき、議長には鈴木実氏（松尾地区）
が選出され第１号議案から第７号議案まで原案どおり承認決定され、任期満了に伴う役員改選で
は下記役員が選任されました。新役員は下記のとおりです。
【新役員】
会 長 米川次郎
副会長 高橋俊彦 髙橋時夫
理 事 小倉祥二 小山田繁雄 工藤正人 工藤隆一
小瀬川善忠 齋藤均 髙橋富一 高橋三男
武田常徳 富井哲 古川勝雄 本田哲也
三上金昭 山田孝男
監 事 石坂勇 勝又弘子
（五十音・敬称略）

不動の滝まつりを開催しました
５月３日(月・祝)午前９時３０分から桜松公園にて桜と
雪の回廊観光キャンペーンの一環で｢不動の滝まつり｣を
開催しました。家族連れなどたくさんの方々に足を運ん
でいただき、ステージイベントの民謡・歌謡ショーやち
びっ子お楽しみステージは満席で好評を得ておりました。
来場者数は６,５００人と昨年を上回り盛況裏に終了する
ことができました。
不動の滝まつり開催にあたり準備・清掃等ご協力いた
だきました皆様に心より御礼申し上げます。

八幡平桜と雪の回廊観光キャンペーン終 了
４月１６日から５月１５日までに十和田八幡平国立公園を
中心に秋田鹿角地域、仙北地域及び盛岡広域圏内の市町村、観
光機関等が連携し八幡平桜と雪の回廊観光キャンペーンを展
開しました。特産品が当たるスタンプラリーには１,２００名
を超える多数の応募がありました。ご参加いただきました皆様、
ご協力いただきました各観光関係団体の皆様には心より御礼
申し上げます。
(上坊の一本桜

5 月 17 日撮影)

今年も運行！八幡平自然散策バス夏号
７月１日から東北新幹線と接続され、便利でお得な「八幡平自然散策バス夏号」が運行されま
す。八幡平のトレッキングや日帰り入浴として利用することもでき、毎年たくさんの方にご乗車
いただき好評を得ております。散策バスは通常の路線バスとして各停留所間の利用もできます。
運行期間
無料散策
散策コース

平成２２年７月１日（木）～９月３０日（木）毎日運行！
案内人付無料自然散策を楽しむことができます。（昼食各自用意・参加自由）
山頂レストハウスを出発し、八幡平頂上・八幡沼付近を散策する約２時間半の
コース。（途中休憩を含む）
行き時刻
盛岡駅前東口③乗場１０：２０出発 → 八幡平頂上１２：１０到着。
帰り時刻
八幡平頂上１５：１０出発 → 盛岡駅前１７：０５到着。
専用乗車券は、盛岡駅前バス案内所のほか、観光協会事務所、東八幡平交通センター等で販売い
たしますのでお客様へのご案内の程宜しくお願いいたします。

登山シーズン幕開け！七時雨山山開き
6 月 6 日(日)に七時雨山が山開きとなります。八幡平市の北東部に位置する標高１，０６３ｍ
の｢七時雨山｣は田代カルデラの南壁に位置する新日本百名山及び岩手の２０名山に数えられる
名峰で、山麓は古代ロマンの里でもあります。この名山への登山者の安全と市の発展を祈念すこ
とを目的として今年も七時雨山山開き式が開催されます。
日
時
場
所
実施内容

平成２２年６月６日(日)午前１０時から
西根寺田コース登山口
神
事 １０：００～１０：２０
登山隊出発式 １０：２０～１０：３０
山 開 き 登 山 １０：３０(出発)→ (山頂)→１３：００下山開始(自由解散)

◎雨天決行ですが、荒天又は強風の場合は登山口で神事のみ行い、登山は中止となります。
◎高清水コースについては、口蹄疫の影響の為入山規制があり、他のコースも登山者のみ入山
可能です。お客様へのご案内の程宜しくお願いいたします。

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も日帰りモニタートレッ
キングや名峰３日間トレッキングを実施します。すでに詳細のチラシ
を送付させていただいておりますが、今年はトレッキングに興味のあ
る会員の皆様にも気軽に体験していただけるよう会員特別料金を設定
いたしました。尚、詳細につきましては同封の案内をご覧ください。
その他ご不明な点がありましたらば観光協会事務局までお問い合わせ
ください。
田代平高原

耳寄り情報！
「農と輝 大地の食財 八幡平フェア」開催！
四季を通じて豊かな食材と観光資源のあるまち「八幡平市」を、「食」を
通じて県内外のお客様に宣伝紹介し、八幡平市への誘客を図ることを目的と
しホテルメトロポリタン盛岡と八幡平市(行政・企業・団体)のタイアップに
より実施されます。八幡平市の食材を使用したメニューがホテルメトロポリタン盛岡レス
トランのランチやディナーで楽しむことができますので是非お出かけください。
期 間
平成２２年６月１日(火)～６月３０日(水)
詳しくは道の駅にしね・生産物直売所まで
ＴＥＬ：０１９５－７５－００７０
県民の森から６月のお知らせ
○自然観察 ～新緑の七滝・救急法の実技体験～
日 時：平成２２年６月１３日(日) ９時
県民の森学習館集合
参加費：１，０００円(温泉入浴券付)
定 員：２０名
○大地獄谷観察会
日 時：平成２２年６月２０日(日) ９時
県民の森学習館集合
参加費：１，０００円(温泉入浴券付)
定 員：２０名
○森林整備友の会 ～土作り体験～
日 時：平成２２年６月２７日(日) １０時 県民の森学習館集合
参加費：１，０００円
定 員：１５名
※持ち物・申し込み期限等ありますのでご確認ください。
お問い合わせ先：岩手県民の森学習館 ＴＥＬ：０１９５－７８－２０９２
第３回 ノスタルジックカーミーティング in 八幡平開催！
今年もクラシックカーの展示をはじめ、ビッグラン・同乗体験・ミニコンサート・
みちのくプロレス・トライアル国際Ａ級ライダーの高橋由デモ走行など内容盛りだく
さん！屋台も多数出店しますので、車好きはもちろん、ご家族、友人同士で、是非お
出かけください。
日 時：平成２２年年６月１２日（土）１０：００～１６:００
６月１３日（日）１０：００～１５:００
会 場:岩手山焼走り国際交流村 特設会場
詳しくは第 3 回ノスタルジックカーミーティング in 八幡平実行委員会まで
ＴＥＬ：０８０－５５５８－０１４８
ハチマンタイラーのテーマ曲完成！ＣＤ発売開始！！
ふるさとを愛する心で悪と戦う八幡平市のローカルヒーロー・岩鷲
護神ハチマンタイラーのテーマ曲が完成し販売が開始されました。
曲は全４曲。ハチマンタイラーに由来する歌詞を織り交ぜ、子供も
大人も楽しめる曲ばかり！ＣＤは１枚１，０００円。八幡平市商工
会をはじめ、八幡平山頂レストハウスなどで販売しております。また売り上げの一部
は児童福祉の為に寄付されることになっています。
詳しくは八幡平市商工会青年部まで。 TEL：０１９５－７６－２０４０

会員さん紹介
今回は｢四季館彩冬｣さんをご紹介します
昭和６０年１２月に｢民宿さいとう｣として創業し、後に新
館のオープン、本館のリフォーム等を行い現在の｢四季館彩
冬｣として変化を遂げました。名前の由来はご自身の名前
｢齋藤｣にかけて、冬を彩ることから｢彩冬｣と名付けたそう
です。民宿から旅館へと移り変わるまでの間には、スキー
客減少等の影響を受け悩んだ事もありましたが、息子さん
が｢四季館彩冬｣を継いでくれるということがきっかけとな
り大改装を行ったそうです。
こだわり
施設は・・・２つと同じ客室はなく、1 度来たお客様にまた来る楽しみができるよう、それぞ
れの部屋にテーマを設け、星の見える部屋・足湯のある部屋等々考えられており、廊下には趣の
ある手作りの小物などが点在し、館内を歩くだけでも楽しめるよう工夫がされているだけでなく、
この小物達も常に変えているそうです。
食事は・・・全国のお客様に味わっていただけるよう食の宿として地元の食材はもちろん、広
い岩手県内の食材を使い、味はもちろんのこと目でも楽しむことができる料理を考え、お客様に
料理を出すタイミング等工夫を重ね常に東北一を目指し頑張っているそうです。
ＢＩＧ！ＮＥＷＳ！！
平成２２年６月１日より館内のお風呂(大浴場、露天風呂、
足湯、客室風呂)が天然温泉になりました。
泉質は・・・炭酸水素塩泉の弱アルカリ性です。重層成分
がお肌の古い角質を分解。炭酸成分が血行を促進し、お肌は
ツルツル、スベスベ！！！
社長 齋藤 均さん
まさしく｢美肌の湯｣です。
今後の抱負
時代の移り変わりは速いけれど原点はいつでも変わらないと
思う。常にお客様に訴える「ほかとは違うものをモノ」を考え
、輝いていられるスタイルであり、お越しいただいた皆様に喜
んでもらえるよう常に前進し｢四季館彩冬｣流の旅館を目指して
いきたい。
天然温泉付きの広々とした客室
施設概要等
部屋数：２４部屋（収容人数６０人） 従業員数：２７名
・全室テレビ ・床暖房 ・レトロ柄の浴衣無料貸出
・本格エステ ・リラクゼーションマッサージ（要予約）
・アメニティ多数用意
大浴場に行きやすいよう

籠が用意されていました。
ＰＲを！
国内最上級Ａ５ランクの｢霜降り前沢牛｣と料亭クラスの本格懐石コースが堪能できる美食
の旅籠。高原の森に囲まれた美肌の露天風呂につかり、レトロな癒しの休日をお過ごしくださ
い。
最後に・・・お忙しいところお話をお聞かせ下さいました齋藤社長様・齋藤支配人様ありがとうございました。

観光協会の主な動き（５月～６月）
５／３(月・祝)櫻松神社例大祭(櫻松神社 会長)
５／３(月・祝)不動の滝まつり(櫻松公園 会長・局長・次長・事務局員)
５／６(木)
大人映画倶楽部「桜と山魚女」取材協力(市内 次長)
５／６(木)
旅フェア打合せ会(盛岡市役所 次長)
５／７(金)
ラグビーフェスタ 2010 打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)
５／７(金)
二役会議(ビジターセンター)
５／９(日)
駅からハイキング(市内 局長・次長・事務局員)
５／１０(月) 大人映画倶楽部「桜と山魚女」取材協力(市内 次長)
５／１１(火) 平成２１年度監査(局長・事務局員)
５／１１(火) ｢農と輝の大地｣学習推進ＰＴ会議(松尾中学校 局長)
５／１１(火) 八幡平スポーツ誘致委員会二役打合せ会(ビジターセンター次長・事務局員)
５／１１(火) 八幡平スポーツ誘致委員会総会(ビジターセンター 局長・次長・事務局員)
５／１２(水) 農と輝 大地の食財 八幡平フェア打合せ会(道の駅にしね 事務局員)
５／１３(木) 県協会平成２２年度第１回賛助会員全員協議会(メトロポリタン盛岡 局長)
５／１３(木) 岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会二役会議(マリオス 次長)
５／１４(金) 第１回理事会(ビジターセンター)
５／１７(月) 十和田八幡平地域広域観光推進会議(ビジターセンター 次長)
５／１７(月) 平成２２年度八幡平市産業部観光課所管業務協議(市役所 局長)
５／１９(水) 農と輝 大地の食財 八幡平フェア打合せ会(道の駅にしね 事務局員)
５／２０(木) 平成２２年度全国高等学校総合体育大会第６０回全国高等学校スキー大会実
行委員会設立総会(八幡平市総合福祉センター 会長)
５／２０(木) 平成２２年度八幡平市スキー大会実行委員会総会
(八幡平市総合福祉センター 会長)
５／２０(木) 八幡平山頂レストハウス保健所検査（レストハウス 次長・事務局員）
５／２１(金) 八幡平市商工会平成２２年度通常総会(新安比温泉清流閣 会長・局長)
５／２１(金) 八幡平自然散策バス打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)
５／２１(金) 八幡平温泉郷ユリ植え作業(次長・事務局員)
５／２４(月) 平成２２年度八幡平市観光協会通常総会(友好都市交流促進センター)
５／２４(月) 農と輝 大地の食財 八幡平フェア 意見交換試食会
(メトロポリタン盛岡 会長・局長)
５／２４(月) 二役会議(ビジターセンター)
５／２５(火) 八幡平市内ガイド団体の観光協会事業に係る説明会
(ビジターセンター 次長・事務局員)
５／２５(火) 岩手県行政担当八幡平山頂現地視察(レストハウス 局長・次長)
５／２６(水) 岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会幹事会(アイーナ 次長・事務局員)
５／２８(金) 県協会平成２２年度第１回評議委員会(マリオス 局長)
５／２８(金) 八幡平市国際交流協会平成２２年度総会(西根地区市民センター高橋副会長)
５／２８(金) 盛岡お酒を楽しむ会監査(盛岡市役所 局長)
５／２８(金) 第２回輝振興連絡調整会議(なかむら 事務局員)
５／２８(金) 八幡平自然散策バス打合せ会(ビジターセンター 事務局員)
５／２８(金)～５／３０(日) 旅フェア(千葉県幕張メッセ 次長・事務局員)

５／３０(日) 八幡平ふるさと会(東京 会長)
５／３０(日) いこいの村岩手５周年記念祝賀会(いこいの村岩手 局長)
５／３１(月) 第１９回岩手山焼走りマラソン全国大会プログラム広告打合せ会
(八幡平市総合運動公園 局長)
５／３１(月) めんこいテレビ取材協力(四季館彩冬 次長)
６／１(火)
平成２２年度盛岡・八幡平広域観光推進協議会臨時総会(上田公民館 会長)
６／１(火)
八幡平スポーツ誘致委員会二役打合せ会(次長・事務局員)
６／２(水)
めんこいテレビ取材協力(市内 次長)
６／３(木)
盛岡お酒を楽しむ会実行委員会(岩手県酒造組合 局長)
６／４(金)
平成２２年度教育旅行誘致宣伝部会総会及び教育旅行セミナー
(岩手県民情報交流センター 次長)
６／６(日)
七時雨山山開き(西根寺田コース 高橋副会長・局長・次長・事務局員)
６／７(月)
いわて・平泉観光キャンペーンに係る地域説明会(盛岡地区合同庁舎 次長)
６／９(水)
岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会定時総会
(八幡平ハイツ 局長・次長・事務局員)
６／１０(木) 八幡平市グリーン・ツーリズム協議会運営委員会
(ビジターセンター 次長・事務局員)
６／１５(火) 平成２２年度東北すし連東北ブロック会議懇親会
(ホテル安比グランド 高橋副会長)
６／２７(日) 八幡平市消防演習(松尾地区総合運動公園)

観光協会からのお知らせ
観光協会のホームページがリニューアルし、各施設の情報を直接投稿・発信できる枠が拡大し
ました。自然情報・みせトク情報・やどトク情報など旬な情報を投稿ください。メールアドレス
をお知らせいただいている会員様にはすでに入力方法についてお知らせしておりますが、これか
ら始めたい方や興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
八幡平の情報を全国へ発信する為、皆様からの情報提供を宜しくお願いいたします。

編集者のつぶやき・・・
先日、毎年恒例の田植えをしてきました。後植えとはいえ田んぼに入るわけですから大変ですが結構農
作業が好きな自分です。腰をトントンと叩きながら苗をひとつひとつ植えていく・・・。植えた後の田ん
ぼをみると、昔は機械がなくすべて手植えだったわけですから今のおじいちゃん・おばあちゃんの世代は
本当に大変だったと思います。私の苦労は微々たるものだなぁ・・・と思うと同時にお米を一粒も無駄に
せず、もっと味わって食べなければとしみじみ思いました。植えた苗たちが順調に育ちはじめ、今年の秋
の収穫が今から楽しみです。美味しいお米になぁれ♪
【Ｔ】

