
  

 
 

平成 20 年度第 1 回臨時総会開催しました。 

10 月 29 日(水)午後 2 時から平成 20 年度第 1 回臨時総会を松尾八幡平ビジターセンターにおいて

開催しました。（本人出席 30 人、委任出席 78 人 合計 108 人の出席） 

第 1 号議案 理事の辞任に伴う公認理事の選任については、元理事 吉田幸雄氏(元いこいの村岩手支配

人)の後任として工藤隆一氏（いこいの村岩手 副支配人）が選任されました。また、第 2 号議案は風評

被害対策として八幡平市より補助金が増額されたことに伴う事業計画及び収支予算の変更について、ま

た第 3 号議案はレストハウス売上見込み額の減少に伴う事業計画と収支予算を変更するというものでし

たが、原案のとおり可決承認されました。 

盛岡地方の食材を活用した 「もりおか地鍋」大募集！ 
岩手･盛岡いただきますキャンペーン実行委員会(事務局：盛岡地方振興局)では地元で生産された食

材を使ったオリジナル鍋を募集しています。応募は盛岡地方振興局管内のホテル･旅館等観光施設･飲

食店が対象です。和風、洋風、中華風、アジア風、アフリカ風、どんなジャンルの鍋でも、地元の食

材を 2 品以上使っていれば OK です。審査基準をクリアして「もりおか地鍋」として認定された各ホ

テル･飲食店には県内外の観光客向けパンフレットに施設･店舗と鍋を写真付で掲載されるほか、ポス

ター等でも掲出されます。詳しい応募条件はチラシに掲載していますので、是非ご応募下さい。 

募集締切り/平成 20 年 11 月 13 日(木)   

秋の味覚も！紅葉も！八幡平山賊まつり開催！ 
１０月１１日(土)から１３日(月･祝)の３日間、さくら公園イベント

広場を会場に八幡平山賊まつりが行われました。３日間とも晴天に恵

まれ、ステージイベントでは地元柏台小学校児童による八幡平太鼓や

保育所児のお遊戯、さんさ踊り、漆原栄美子さんらによる民謡歌謡シ

ョーなどが行われました。 

会場内では友好都市沖縄県名護市の特産品や姉妹友好都市宮古市の

海産物をはじめ、地元八幡平市産の野菜や果物、きのこなどが並び、

買い物客で賑わいました。また、会場近くでは八幡平ヘリコプター遊

覧飛行や、松川渓谷周遊無料ボンネットバス運行なども行われ、これ

を目当てに訪れた家族連れも見られました。 

１２日には第８回八幡平市長杯南部馬方節全国大会が行われ、参加

者４０名が歌声を競いました。審査の結果、優勝は山野修二さん(秋田

県横手市)に決定しました。 

紅葉の見頃とも重なり、会場への来場者は３日間で約三万七千人と

報告されています。特に 12 日(日)には付近の道路が大渋滞するとい

う思わぬ誤算があり、路線バスに大きな遅れが生じたこともありまし

たが、特に大きな事故もなく今年の八幡平山賊まつりが終了しました。 
写真①ご当地ヒーローたちと握手会 ②ニジマスつかみ取り大会 

③左から田村市長と優勝者の山野さん、菊池審査委員長、漆原栄美子さん 
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八幡平紅葉まつり開催！ 楽しみながらウォーキング！ 

10 月 26 日に岩手県県民の森「フォレストアイ」駐車場を会場として八幡平紅葉まつりが開催さ

れました。 

 雨天の中での開催でしたが、紅葉ウォーキングは行程 3km の松川渓谷コースに 22 名、6km の

七滝観賞コースには 51 名が参加し、八幡平自然散策ガイドとともに紅葉深まる八幡平山麓を歩き

ました。参加者からは「雨は気にならないほど紅葉が良かった」という感想が寄せられました。会

場内には岩手朝日放送チビッコお楽しみコーナー、岩魚・ニジマスの炭火焼など屋台コーナーやフ

リーマーケットなどが立ち並び、天気には恵まれませんでしたが、紅葉が見頃ということもあり、

観光バスのお客様やこれからエリアにご宿泊のお客様も含め約 600 人の来場者で賑わいました。 

観光協会の活動について講演！ 

11 月 3 日(祝 文化の日)に大更の市総合運動公園体育館で平成 20 年度八幡平市市民憲章推進大会が

開催されました。約 300 人が出席し、全員で市民憲章を唱和し、功労者 12 名、人名救助など善行者 8

名を表彰、4 人に感謝状の贈呈が行われました。また、米川会長が「八幡平市観光協会の役割」と題し

て講演を行い、「観光協会は市の観光行政の一役を担う役割があり、市のキャッチフレーズ『農業（みの

り）と輝（ひかり）の大地』の実現に向けて行政や広域と連携をはかり、八幡平市を全国に発信してい

くとともに、自然景観をはぐくみ、きちんと残すことも協会の役割。現在は風評被害だけではない社会

情勢の変化により観光業を生業としている人たちが不安を感じている。このような状況だからこそ、PR

活動に努めている」と観光協会の活動の一端を紹介しました。 

 

～地域の将来への想いを～達増知事と直接懇談！ 

10 月 24 日(金)に盛岡地区合同庁舎において第 3 回行政･NPO 協同ワークショップ 県政懇談会「い

わてフロンティア懇談会」が開催されました。振興局から指名を受けた盛岡商工会議所青年部長、JA 新

岩手県青年組織協議会会長など 6 名の出席者の 1 人として当協会海藤次長が選任され、知事と直接懇談

しました。達増知事からは冒頭のあいさつで「今は行政だけではすべての問題を解決できない時代。解

決の鍵は地域の中にある。地域の力をひきだすコーディネーター役を担うのが行政。これからの地域を

どうしたいのか、多くの方の希望を集めて新しい長期計画をまとめたい」とお話がありました。海藤次

長は「燃料代の高騰と二度の大地震により観光収入がメインの地域が受けた打撃は大きい。PR
方法の工夫などにより、盛岡が岩手県の玄関としての魅力を十分に発揮し、そこから県内各地に
観光客を呼び込んでいけるよう県が指導してほしい」と話しました。 

 

山頂レストハウス２００８シーズンの営業を終了しました。 

八幡平アスピーテライン・樹海ラインの冬期通行止めが一日早まり、11 月

５日に冬期通行止めとなりました。このことに伴い、八幡平山頂レストハウス

も今年度の営業を終了することになりました。 

商品納入いただいている会員の皆様には営業期間中のご協力を心よりお礼申

し上げます。また、ご来店いただいた皆様、お客様をご案内いただいた会員の

皆様方にも感謝申し上げます。 

来シーズンはアスピーテライン･樹海ラインの開通と同時のオープンを予定

しています。 

 
（11 月５日撮影） 



  

八幡平アスピーテライン･樹海ライン通行規制について 

11 月 6 日(木)午後 5 時より冬期の全面通行止めの予定でしたが、11 月 5 日時点で天候の回復が

見込まれないため、11 月 5 日(水)から冬期通行止めとなりました。盛岡地方振興局土木部岩手出張所

によりますと、通行止め解除は来年 4 月２４日(木)午前１０時の予定とのことです。また、冬期間の

八幡平アスピーテライン除雪についてはゲート手前(御在所)まで行われる予定です。 
 

～岩手山･八幡平･安比高原 元気だ！キャンペーン について～ 

観光協会では 6 月・7 月の二度の地震に伴う風評被害、さらに原油の値上がり等による影響が深刻化

したことを受け、会員施設からの聞き取り調査をもとに八幡平市長への支援を緊急要望するとともに、

盛岡広域エリアとの連携のもと、キャンペーン活動を展開し八幡平 PR・エリアへの誘客に努めおります。 

8 月には盛岡地方振興局発信の「元気です！いわてキャンペーン」の一環として首都圏の朝日新聞宿

泊券プレゼント企画にも協力し、施設に宿泊券のご協力をお願いしました。今回ペア宿泊券をご提供い

ただいた施設は次のとおりです。 

●八幡平ロイヤルホテル(4 組) ●ホテル安比グランド（2 組） ●八幡平リゾートホテル(2 組) 

●八幡平ハイツ(１組) ●八幡平ライジングサンホテル(１組)  

 

2009 八幡平ゆきまつりの開催について 

11 月 6 日(木)、松尾八幡平ビジターセンターにおいてゆきまつり委

員会が開催されました。冬の一大イベントとして合併後 3 回目を迎え

る今シーズンは１２月１９日(金)にオープニングイベント、メインイベ

ントを 2 月 21 日(土)・22 日(日)は八幡平温泉郷内で、また、2 月 14

日(土)･15 日(日)には岩手山焼走り会場で開催することになりました。 

八幡平温泉郷会場ではテレビ人気キャラクターショー、雪上運動会、

七滝観賞雪上トレッキング、雪像コンテスト、大抽選会、打上花火など

昨年度好評だったイベントを予定しています。また、今年はスノーウィンターランド(東北リゾートサー

ビスさん運営)が新設され、家族連れの皆様がより楽しめる内容になる予定です。詳しくは詳細が決まり

次第、会報等でお知らせいたします。 

また、12 月 19 日(金)のオープニングセレモニーは八幡平温泉郷森乃湯となりの鉄塔広場で開催しま

す。地元保育所児の歌や踊りが披露されるほか、餅つき、杜仲茶ポーク豚汁と振舞い、サンタさんから

のプレゼントなどを予定しており、八幡平リゾートパノラマスキー場オープンと共にウィンターシーズ

ンの幕開けを宣言します。 

 

忘･新年会は八幡平市内で！ 

いよいよ年末を控え、忘年会・新年会･反省会等など会食の多くなる季節になりました。市内の旅館組

合などではすでに市内の施設を積極的に利用していただくよう八幡平市に対して要望書が提出されてお

ります。観光協会も「岩手山･八幡平･安比高原 元気だ!キャンペーン」の一環として市内の会員施設を積

極的に利用するということを推奨しております。会員の皆様におかれましても、職場の忘年会、新年会、

お友達との食事会、歳祝いなどは是非八幡平市内でのご利用をお願いします。 

また、各施設におかれましても魅力的な宴会プラン・お得な企画などありましたら、

是非情報をお寄せ下さい。 



  

これまでの観光協会の主な動き 

★10/11(土) 宮古市･名護市交流会（(八幡平ハイツ 髙橋(時)副会長、事務局長出席) 

★10/15(水) 第 6 回理事会開催(観光協会 理事出席) 

        ※第 1 回臨時総会の開催等について協議しました。 

★10/15(水) 輝振興連絡調整会議（市民センター 事務局 2 名出席） 

★10/17(金) NHK 仙台放送局「情報ステラ」(仙台市 事務局 3 名対応) 

        ※八幡平市の特産品や紅葉まつりを PR しました。 

★10/18(土) 熔岩流まつりオープニングイベント（焼走り国際交流村 髙橋(時)副会長、事務局長

出席) 

★10/18(土) 岩手朝日テレビスーパーJ チャンネル取材協力(松川温泉 事務局対応) 

★10/18(土) FM 岩手取材協力（観光協会 事務局次長対応) 

★10/21(火) 紅葉まつり委員会（観光協会 事務局出席） 

★10/22(水)～24(金) 八幡平 Slow Stay モニタツアー(市観光課 事務局長、事務局帯同) 

★10/27(月) 二役会議(観光協会 会長、副会長、事務局出席) 

        ※臨時総会への対応、山頂レストハウスの収支、ゆきまつり委員会などについて話

し合われました。 

★11/ 3(祝) 八幡平市市民憲章推進大会（八幡平市総合運動公園体育館 会長、事務局出席) 

★11/ 5(水) 岩手山山開き調査(七滝コース 髙橋(時)副会長、事務局長･事務局参加) 

        ※来年度の山開きの視察を兼ね、市観光課とともに七滝コースから大地獄谷～上坊

コースを視察しました。 

★11/ 6(木) 二役会議(観光協会 会長、副会長、事務局出席) 

※八幡平ゆきまつり開催事業、山頂レストハウス営業終了、八幡平スポーツ誘致委

員会活動、八幡平市幹部との懇談会、風評被害対策などについて話し合われました。 

★11/ ６(木) ゆきまつり実行委員会(観光協会 事務局出席) 

 

～八幡平市スポーツ誘致委員会から～ 

去る平成 20 年 6 月 1 日に八幡平市上寄木グランドで開催された第 60 回岩手県高等学校総合体育

大会ラグビーフットボール競技において、岩手県立釜石工業高等学校 3 年生菊池尚久君が試合中の事

故で頭部急性硬膜下血腫となり、手術によって一命は取り留めたものの、長期療養を必要とし大変不

自由な生活を続けております。これを受けて岩手県ラグビーフットボール協会、釜石市ラグビーフッ

トボール協会等が中心となり、菊池君の一日も早い回復を念願し、同君を励ますため義援金を募る活

動を行っています。スポーツ誘致委員会では、委員会会員へ協力のお願いをするとともに、当協会の

協力のもと、八幡平紅葉まつりで募金活動を行い、11,979 円の義援金を賜っております。 

この活動についてご賛同いただける方、詳しくお知りになりたい方は当協会までご連絡下さい。 

 

観光ガイド養成講座が始まります。 

当協会では、「健康･癒し型滞在観光」事業展開を推進し、多様な観光客ニーズに対応した受入体制

の整備を目的として、昨年度に引き続き、観光の担い手の育成とスキルアップを目指し、観光ガイド

養成講座を行います。 

観光ガイド養成講座についてのお問い合わせは観光協会 高橋までご連絡下さい。 

 



  

これからのエリアイベント(予定) 

◆安比高原スキー場安全祈願祭・・11 月 28 日(金) ○問TEL0195-73-5111 

◆安比高原スキー場オープン・・11 月 29 日(土)   

◆APPI ナイトイリュージョン(安比高原スキー場) ○問TEL0195-73-5111 

 12 月 13 日(土)、12 月 20 日(土)～3 月 28 日 

◆八幡平リゾート安全祈願祭・・12 月 16 日(火) ○問TEL0195-78-2577 

◆八幡平リゾートパノラマスキー場･下倉スキー場オープン・・12 月 19 日(金) 

◆田山スキー場安全祈願祭・・12 月 10 日(水) 

◆田山スキー場オープン・・12 月 27 日(土) ○問TEL0195-73-2650 

◆スキー！スノーボード！LIVE(安比高原スキー場) ○問TEL0195-73-5111 

 12 月 20 日(土)「OTODAMA  WINTER  STUDIO  IN  APPI」(出演 キマグレンほか) 

◆第 16 回安比高原除夜の花火(安比高原スキー場)・・12 月 31 日(水) 

◆大晦日カウントダウン打上花火(八幡平リゾートパノラマスキー場)・・12 月 31 日(水) 

 

 
鮭・あわびまつりに参加します！  11 月 22 日(土)と 23 日(日)の 2 日間、宮古市田老におい
て「鮭・あわびまつり」が開催されます。宮古市と八幡平市は姉妹都市を締結しており、八幡

平市からは市職員や商工会などが参加し、八幡平市の冬の PR や特産品の出展を行います。観

光協会からは事務局長のほか、職員 2 名が参加します。 

 

 

 

あとがき：「ポポー」（ポーポ?）という果物をはじめて食べました。アケビのような形をしており、大

きさは様々。ラ・フランスのような皮をむいて食べると、白い果肉はマンゴウのような味がします。

物産館アスピーテでは短期間販売されていました。種を植えると高い確率で芽が出るとのこと、種を

残したので植えてみようと思います。ASHIRO でも育つかな・・・（S） 

 


