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八幡平山賊まつりが開催されました
１０月９日（土）～１１日（月・祝）の３日間、八幡平市
柏台さくら公園イベント広場で八幡平山賊まつりが行われ
ました。 会場では、八幡平市長杯南部馬方節全国大会が第
１０回大会を迎えたことを記念し歴代優勝者によるグラン
ドチャンピオン大会も行われたほか、岩鷲護神ハチマンタイ
ラーとテーマ曲を担当したレーツェルのコラボショーや、友
好都市沖縄県名護市や姉妹都市宮古市の特産品販売、ニジマ
スのつかみ取り、杜仲茶ジャンボドッグ早食い競争などが行
われ、地元の人をはじめとして３日間で延べ約３６，０００
人が訪れ秋の味覚と紅葉を存分に楽しみました。

八幡平紅葉まつりにご協力いただきありがとうございました
１０月１６日（土）～１７日（日）、岩手県県民の森
｢フォレストアイ｣駐車場において２０１０八幡平紅葉
まつりを開催しました。八幡平温泉郷観光同業者会をは
じめとする会員皆様のご協力のもと盛況裡に終えること
ができました。当日は、天候にも恵まれ２日間で延べ約
２，５００人以上の来場がありました。両日行われた紅
葉ウォーキングは多数の参加者があり好評をいただいた
ほか、八幡平温泉郷観光同業者会の｢杜仲茶ポークの豚
汁振舞｣」や｢祝いもちつき振舞隊｣よるお餅の振舞に長
蛇の列ができ、｢杜仲茶ポークジャンボドッグ早食い競
争｣などのイベントにもたくさんのお客様が参加し楽しんでいただきました。

八戸地域観光誘客キャンペーンを行います
１０月３０日（土）に青森県の｢イオンモール下田｣にて、八戸地域観光誘客キャンペーンを行
います。全国の高速道路一部区間が社会化実験に伴う通行料無料化により、近域の八戸自動車道
も対象区間となっている中、これを八戸地域からの集客契機と捉え、八幡平市の豊かな観光資源
について情報発信を行い、市内各地への観光客誘致拡大を図ることを目的として実施します。当
日は観光協会職員や会員、八幡平市観光キャンペーンレディも参加し観光パンフレットの配布、
観光ＰＲ、八戸自動車道無料化に伴う動向意識アンケート調査などを実施し、県内でもトップク
ラスのスキー場を有する八幡平市の冬季観光振興を図ります。今回のキャンペーンにおいて施設
パンフレット等配布希望の方は１０月２８日（木）正午までに観光協会までお持ち下さい。

盛岡駅１２０周年記念イベント開催
１０月３０日（土）１０：００から盛岡駅前｢滝の広場｣で｢盛岡駅１２０周年記念イベント｣
が開催されます。このイベントは、東北本線一関駅から盛岡駅間が開業１２０周年を迎えるにあ
たり、１０月９日（土）から１０月１８日（月）までの｢鉄道の日｣、｢鉄道旬間｣にあわせて駅を
ご利用いただいているお客様と地域の皆様に感謝を込め｢おもてなしの支社｣として、地域と企業
が一体となり開催されるものです。内容は、記念植樹や民謡ショー、ミュージカルやグループ会
社及び各自治体による観光ＰＲや試食販売など。当観光協会もイベントに参加しパンフレットの
配布や観光ＰＲを行います。

会員情報！
岩手県県民の森
○森林整備友の会 ～森林整備に関する講座と実技～
日 時：平成２２年１１月７日(日) ９時３０分 県民の森学習館集合
参加費：一人１，０００円(温泉入浴券付)
定 員：１５名
※持ち物・申込期限等あり
○森の恵のリース教室 ～あけびづるでリースを作ろう！～
日 時：平成２２年１１月１４日(日) １０時 県民の森学習館集合
参加費：８００円～２，０００円（大きさによる） 定 員：２０名
※持ち物・申込期限等あり
○『山麓の詩』 佐々木光雄写真展
日 時：平成２２年１０月８日(金)～１０月３１日（日) ９時～１６時
場 所：県民の森 学習館２階ギャラリー
お問合せ：岩手県県民の森学習館

ＴＥＬ：０１９５－７８－２０９２

八幡平市商工会
○地域資源を活用した地域活性化シンポジウム
日 時：平成２２年１１月５日(金) １５時から１７時１５分
懇親会：１７時３０分から１９時（有料 一人５，０００円）
場 所：新安比温泉静流閣
※詳細につきましては別紙チラシをご覧ください。
○ぶらっと一日体験工房（手前味噌つくり、豆乳手打ちうどんつくり体験等々）
日 時：平成２２年１１月２８日（日）
場 所：荒屋新町商店街（各工房による。料金も同じく。）
お問合せ：八幡平市商工会安代支所 ＴＥＬ：０１９５－６３－１００１
八幡平市産業振興㈱
○２０１０八幡平ワインと郷土の食を楽しむゆうべ
日 時：平成２２年１１月６日（土） １７：３０開場 １８：００開宴
場 所：岩手山焼走り国際交流村 焼走りホール
料 金：お一人４，５００円（チケット前売制）
お問合せ：岩手山焼走り国際交流村 ＴＥＬ：０１９５－７６－２０１３

地産地消二つ星★★レストランスターダスト
○季節限定「星のそば屋」開店！
日 時：１０月２３日（土）～１１月２１日（日）までの土日 １１時～
※限定１５食 無くなり次第閉店。
お問合せ：食楽の宿スターダスト ＴＥＬ：０１９５－７３－５１３２

耳より情報
宮古市田老鮭・あわびまつり
姉妹都市の宮古市では、１１月２０日（土）～２１日
（日）にみなと公園・田老新港にて毎年恒例「鮭・あわ
びまつり」が開催されます。新鮮な鮭・あわび・いくら
の直売のほか、農産物の販売、郷土芸能上演、歌謡ショ
ー、餅まきなど内容盛りだくさんのイベントです。
お問合せ：宮古市田老総合事務所地域振興課
ＴＥＬ：０１９３－８７－２９７１
いわて湯雪王国「ゆきうさぎちゃん」募集！
いわて湯雪（ゆき）王国実行委員会では、岩手にある豊富な「お湯（温泉）」、そして「雪」
を大切な観光資源として、岩手県内外の観光客を対象に、冬季観光の推進を図っています。
そのキャンペーンの一環として「ゆきうさぎちゃん」をいわて湯雪王国のキャラクターと
して設定し、
「ゆきうさぎ」のキャラクターにふさわしい人を募集し各種イベントのお手伝
いをして頂きます。
お問合せ：盛岡市役所観光課内 いわて湯雪王国実行委員会事務局
ＴＥＬ：０１９－６５１－４１１１

観光協会の主な動き（１０月～１１月）
１０月
１日(金)
盛岡・八幡平広域観光圏アドバイザー会議(盛岡商工会議所 事務局員)
１日(金)
第６回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会(盛岡商工会議所 事務局員)
１日(金)
八幡平エリアトレッキング三ツ石山モニターツアー（事務局員）
２日(土)～３日（日）ＪＡ新いわて大収穫祭(岩手産業文化センターアピオ 次長・事務局員)
３日(土)
八幡平外来植物駆除活動(八幡平山頂付近 事務局員)
７日(木)
いわて湯雪王国実行委員会総会(プラザおでって 局長)
７日(木)
八幡平市市民憲章推進協議会部会(西根地区市民センター 会長)
７日(木)
ＩＢＣ岩手放送取材協力(八幡平市内 次長)
８日(金)
花輪線利用促進協議会通常総会(エスポワールかづの 会長)
８日(金)
北日本銀行平舘支店長歓迎会 (八幡平市商工会館 局長)
８日(金)
八戸地域観光誘客キャンペーン打合せ会
(ビジターセンター 局長・次長・事務局員)

８日(金)
行政評価システム改革検討会(市役所 局長)
９日(土)～１１日（月・祝） 八幡平山賊まつり(さくら公園 会長・局長・次長・事務局員）
９日(土)
名護市・宮古市との交流会(友好都市交流促進センター 髙橋(時)副会長・局長)
１１日(月・祝) 二役会議(ビジターセンター)
１２日(火) テレビ岩手取材協力（八幡平市内 事務局員)
１３日(水) 打合せ会(盛岡広域振興局 次長)
１３日(水) 安比・八幡平ゆきフェスティバル(仮称)打合せ会（ビジターセンター 事務局員)
１６日(土)～１７日（日） ２０１０八幡平紅葉まつり
(岩手県県民の森 会長・髙橋(時)副会長・局長・次長・事務局員)
１６日(土) 焼走り熔岩流まつりオープニング(岩手山焼走り国際交流村 局長)
１８日(月) 安比・八幡平ゆきフェスティバル(仮称)打合せ会
(ビジターセンター 次長・事務局員)
１８日(月) 八戸地域観光誘客キャンペーン打合せ会(青森県イオンモール下田 局長）
１９日(火) 美味しいブランド八幡平大地の恵みを味わう会打合せ会(道の駅にしね 局長）
１９日(火) 教育旅行打合せ会(葛巻町役場 次長)
２０日(水) 第７回輝振興連絡調整会議(市役所 局長・事務局員)
２０日(水) 東北総合体育大会八幡平市実行委員会解散総会(西根地区市民センター 局長)
２１日(木) 地域密着型観光人材養成研修会（盛岡地域交流センター 次長・事務局員)
２１日(木) 八幡平市戦没者追悼式(西根地区市民センター 会長)
２２日(金) 松尾地区会員懇談会(八幡平市友好都市交流促進センター 局長)
２３日(土)～２４日（日） 岩手県八幡平市観光物産展(埼玉県 局長)
２５日(月) 旧レストハウス活用意見交換会（八幡平 会長・副会長・局長・次長・事務局員)
２６日(火) 日タイ文化交流会(西根地区市民センター 髙橋(時)副会長・事務局員）
２６日(火) 商工会法施行５０周年記念式典及び商工会岩手県大会
（盛岡地域交流センター 局長）
２８日(木) インターハイ１００日前イベント(盛岡駅)
２８日(木) 安比高原友の会総会・懇親会 (安比リゾートセンター 会長)
２８日(木) 八幡平広域連携会議(ビジターセンター 局長・次長)
２８日(木) 安比高原ブナの二次林整備活動（安比高原ブナの二次林）
２９日(金) 北東北三県観光振興セミナー(いわて県民情報交流センター 次長）
３０日(土) 盛岡駅１２０周年記念イベント(盛岡駅前 次長・事務局員)
３０日(土) 八戸地域観光誘客キャンペーン(青森県 局長・キャンぺーンレディ)
１１月
３日(水・祝)八幡平市市民憲章推進大会(八幡平市西根地区体育館 会長・局長・事務局員)
５日(金)
地域資源を活用した地域活性化シンポジウム
(新安比温泉静流閣 髙橋(時)副会長・局長・事務局員)
６日(土)
八幡平ワインと郷土の食を楽しむ夕べ（岩手山焼走り国際交流村 局長）
１５日(月) 雇用保険活用援助事業主説明会(いわて県民情報交流センター 事務局員)
１６日(火) 岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会研修会(平泉 局長・次長・事務局員)
１９日(金) 訪日外国人受入促進研修会(盛岡地域交流センター 次長・事務局員)
２０日(土)～２１日(日) 宮古市田老鮭・あわびまつり（宮古市 局長・事務局員）

お知らせ
昨年度まで当観光協会事業イベントとして開催していた｢八幡平ゆきまつり｣は、今年度よ
り｢安比・八幡平ゆきフェスティバル｣として開催され、市を中心とした観光関係団体によ
る実行委員会で開催されます。安比・八幡平の“冬”がもっと楽しく、もっと好きになる
祭典。豊かな自然に触れ、“雪”が創りだす絶景に感動、豊富な温泉にゆったり癒され、
地元ならではの郷土食を満喫、“雪”と触れ合う内容で２０１１年２月１９日～２月２７
日の９日間になる予定です。詳細は随時お知らせして参ります。
１０月１２日(火)から（土日祝を除く）八幡平山頂付近散策路の八幡沼北側コース(陵雲
荘避難小屋～源太分れ間)が、木歩道改修工事の為通行止めとなっています。
お問合せ先：岩手県環境生活部自然保護課
ＴＥＬ：０１９－６２９－５３７４
八幡平アスピーテライン・樹海ライン道路情報
○夜間通行止：１０月２０日(水)～午後５時～
翌朝８時３０分まで
○冬期通行止：１１月５日(金)１７：００～
※冬期通行止めに伴い八幡平山頂レストハウ
スも１１月５日（金）１６：３０で閉店いた
します。いずれもお客様へのご案内を宜しく
お願い致します。

道路情報はＨＰから
道路情報は、当観光協会のホームページ
からご覧ください。
（毎日朝８時頃までに
更新予定）各施設への個別ＦＡＸ
はいたしませんのでご了承下さい。
尚、インターネットで確認でき
ない施設におかれましては観光
協会までご連絡下さい。

情報提供のお願い
観光協会では会員皆様からの耳寄り情報を随時募集しております。お寄せいただいた
情報は当協会ホームページ等に掲載させていただく他、対外的な情報提供として発信さ
せていただきます。情報内容はイベント情報・グルメ情報・おすすめ情報その他様々な
情報をお寄せくださいますようお願いします。また、松尾八幡平ビジターセンターにて
各施設のパンフレット等も設置・配布しておりますのでご提供の程宜しくお願いします。

お

詫

び

八幡平市より清掃業務を受託している「御在所地区公衆トイレ」につきまして、観光トップシーズン
といわれる紅葉期間に沢山のお客様からのご来訪を頂き、同施設の最大取水容量を大幅に超える使用に
より、度々施設が使用不能となってしまったことで、八幡平へご来訪頂いたお客様をはじめ会員皆様に
も大変なご不便ご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げます。
今後の対策は八幡平市商工観光課が施設修繕等改善に向けて協議しておりますこと、ご報告させて頂
きます。
また、松尾八幡平ビジターセンター映像ルームにつきましても、映写機（プロジェクタ）故障により
使用中止とさせて頂き、お客様並びに会員皆様にご不便ご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げま
すとともに、１０月２７日を目処に修繕復旧の予定でありますことをお知らせいたします。
編集者のつぶやき・・・
先日家族で稲刈りをしました。春に植えた稲が黄金色になり、ずっしりと実が入った稲をサクサクと刈
り実りの秋を実感しました。お米はすぐに乾燥機に入れるよりはせ掛けにしてゆっくりと乾燥したほうが
更に美味しいということで我が家でもはせ掛けにしています。美味しい新米までもう少しの我慢です。ほ
かにも栗やキノコもたくさん取れました。夏にダイエットが成功したというのに・・・。それでも待ち遠
しい食欲の秋！！！

【Ｔ】

