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八幡平ゆきまつり情報！
ゆきまつりの参加型イベントの募集要項が決まりました。ホームページに掲載するほか松尾八幡平ビ
ジターセンター内に用紙を設置しています。前回の会報でもお知らせしておりますが、観光協会会員施
設に宿泊して参加する場合は、下記のとおり参加料が特別優待徒なりますので是非お客様にご案内下さ
い。
☆観光協会会員宿泊施設に宿泊した場合
大人１名１泊につき１イベントに限り最大 1,000 円割引
☆ゆきまつり協賛宿泊施設に宿泊した場合
大人１名１泊につき１イベントに限り最大 2,000 円割引
なお、前泊参加者はイベント参加受付時に宿泊施設領収書の提示をお願いしております。後泊参加者は
申し出により協会から電話確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
下記イベントについて参加者募集中です。
☆雪上運動会

２月２１日(土)１２時〜リレーそり引き競争、１６時〜スノータワー競争
２月２２日(日)１１時３０分〜雪玉的当て競争、１４時〜リレーそり引き競争
(参加定員)各種目 30 組

小学生以下の子供と中学生以上の同伴者の 2 名 1 組

(参加料)１種目 1,000 円
各種目 1 位には家族で楽しめる素敵な賞品を進呈。もれなく参加賞あり！
☆七滝観賞雪上トレッキング

2 月 21 日(土)、22 日（日）両日開催(定員各日 30 名)

（行程）八幡平リゾートパノラマスキー場出発⇒クワッドリフト乗車⇒
スキー場頂上到着⇒七滝(お昼休憩)⇒県民の森⇒ゆきまつり会場(ゴール)
（所要時間）約 4 時間

(参加料)一人 2.000 円

（その他）スノーシュー・ストックセットレンタル 500 円。事前申込が必要です。
☆雪像コンテスト （製作期間）2 月 14 日(土)〜22 日(日)午前 10 時まで
（テーマ）アニメキャラクター
（審査）2 月 22 日(日)午前 10 時〜
（表彰）2 月 22 日(日)午後 3 時
第１位ほか優秀作品を表彰、賞金総額１０万円
（参加定数）10 ブロック

昨年の第１位
「おしりかじりむし」

（大きさ）小型ブロック（W1.2ｍ×Ｗ1.2ｍ×Ｈ1.2ｍ）
中型ブロック（W1.8ｍ×Ｗ1.8ｍ×Ｈ1.8ｍ）
（参加料）雪ブロック(1 基 2,000 円)を購入していただきます。
☆下倉山〜中倉山ブナ原生林樹氷ツアーは受付を終了しました。

八幡平アスピーテライン４月１
７日開通予定
２月７日に盛岡地方振興局土木部岩手出張所は冬期通行止めになっている八幡平
アスピーテラインの開通予定を４月１７日と発表しました。
（樹海ラインは４月２４
日開通の予定。
）
八幡平アスピーテラインの開通にあわせ、八幡平山頂レストハウスは４月１７日
に２１年度の営業を開始する予定です。

八幡平山頂レストハウス
季節従業員を募集します

◆雇用期間：４月中旬から１１月上旬まで
◆募集職種：売店、食堂、施設管理など
◆応募条件：市内に住む 19 歳から５０歳まで

の方で、自家用車など勤務地まで通勤できる人

◆給与：時給７５０円〜

◆申込方法：市販の履歴書に必要事項を記入して、観光協会まで郵送又は持参してください。
◆申込期限：平成２１年３月１３日(金)

2 月 27 日(金)八幡平 Slow Stay シンポジウム開催
八幡平市産業振興協議会･八幡平市グリーン･ツーリズム協議会では八幡平エリアで取り組んでいる
「健康と癒し」をテーマとした滞在型観光振興事業について下記のとおりシンポジウムを開催します。
食材生産流通等に関する情報交換･食の匠による料理講習(おこわのちまき)、手打ちそばの実演と試食と、
岩手朝日テレビ「楽茶間」や東北地方のテレビ･ラジオで活躍中の小山羊右さんをお招きして取材やロケ
の裏話を交えた講演会、平成 18 年から実施している八幡平モニターツアーの最終報告会を行う予定で
す。どなたでも参加できますので、お誘いあわせの上、多数ご参加下さい。お申込・お問い合わせは当
協会まで。
◆開催日：平成 21 年 2 月 27 日(金)
◆場

所：ホテル安比グランドアネックス

◆日

程：１０時〜八幡平エリアの活動状況について
情報提供者：八幡平そば街道の会発起人 石田秀悦さん
いわてＮＰＯセンター事務局
食の匠による料理講習会

菊地光洋さん

講師：高橋勝美さん

《おこわのちまき》岩手県認定食の匠

平成２０年度認定

１１時 30 分〜講演会「資源あふれる八幡平」
講師：小山羊右さん
(岩手朝日テレビ｢楽茶間｣プラス

司会兼レポーター

１２時３０分〜交流会･昼食会(手打ちそば・ちまきの試食)
１３時３０分〜八幡平 Slow

Stay モニターツアー最終報告会

講師：大滝克美さん(株式会社エムシーアール)
１５時
◆参加料：無料

閉会

｢いわて･平泉観光キャンペーン 2009｣について
岩手･平泉観光キャンペーン実行委員会(事務局

岩手県商工労働観光部観光課)では昨年に引き続き、

東日本旅客鉄道㈱との連携により平成 21 年 7 月〜9 月まで同キャンペーンを実施し、岩手県の観光資
源を首都圏等に宣伝紹介するほか、国内主要旅行会社に岩手県への送客を働きかけます。
つきましては宿泊施設、商店等の皆様を対象に、昨年同様のガイドブックの作成協力、スタンプラリ
ー参加などについて市役所を通じて照会される予定となっています。詳しいお問い合わせは市役所商工
観光課(76−2111

内線 1266)まで。

スキー大会参加者募集のお知らせ

下倉チャレンジカップ

会場/下倉スキー場

【
期日】
第１
戦：
平成２１
年３月７日(土)(申込〆切 2/21)
第２戦：
平成２１
年３月２８日(土)(申込〆切 3/8)
FINAL：
平成２１
年３月３０日(日)(申込〆切 3/8)
【
種目】 アルペン競技

ジャイアントスラローム大会

【
組別】 ①小学校低学年(１
〜３年)・
男女別
③中学生・
男女別

②小学生高学年(４〜６年)・
男女別

④一般Ａ(高校生〜２９歳)・
男女別

⑤一般Ｂ（３０〜４９歳）・
男女別
【
参加料】
◆小･中学生 ２,０００円

⑥一般Ｃ（５０歳以上）・
男女別

◆高校生･一般

２,５００円

★お申込・
お問い合わせは下倉チャレッジカップ大会事務局 TEL７８―３４５６まで

第 5 回 IAT ジュニア CUP

会場/安比高原スキー場

【
期日】
第１
戦：
終了しました。
（平成２1 年 2 月 8 日(日)

会場/八幡平リゾートパノラマスキー場）

第２戦：
平成 21 年 3 月 1 日(日)(申込〆切 2/26)
第３戦：
平成 21 年 3 月 15 日(日)(申込〆切 3/12)
【
種目】 ジャイアントスラローム競技(スキー・
スノーボードの部)
【
組別】 ①小学校１
〜２年生(各男女)

②小学生 3〜４年生（男女別）

③小学校５〜６年生(各男女)
【
参加料】
◆２,０００円
★お申込・
お問い合わせは IAT ジュニアカップ事務局 TEL019-629-2525 まで

八幡平が「平成百景」にノミネートされました。
このたび読売新聞社では創刊 135 周年を記念し、皆さんからの投票をもとに、新しい時代にふさわし
い「平成百景」を選び、日本の名所を選ぶ「平成百景」という企画を実施していますが、その候補地 300
の中に八幡平がノミネートされました。あなたが選ぶ《平成百景》として広く一般からの投票を呼びか
けています。投票は全候補地から最大 5 ヶ所まで選び、ハガキ、またはインターネットから、投票者の
中から抽選でデジタルカメラやグルメギフトが当たります。
詳しくはこちらから ⇒ http://www.yomiuri.co.jp/feature/heisei100/

春の便り〜いちご摘み情報〜
西根温泉ゲンデルランド (電話 0195-75-1515)
◆期間：３月上旬〜6 月下旬まで(土・日のみ営業)
◆入園料：大人･小人とも 1,300 円（1 時間食べ放題）

要予約

★オプション いちごケーキ作り体験･クラフト体験･お食事提供もできます。(要予約)

彩花園 （電話 0195-76-4458） 要予約
◆期間：1/2〜6/30 ◆定休日：月曜
◆入園料：大人 1,500 円、小学生 1,300 円、幼児(３歳以上)1,000 円、３歳未満無料
(いづれも１時間食べ放題) ※団体割引あり(20 名以上)１割引
サラダファーム「いちごの森」 (電話 0195-75-2500) 要予約
◆期間：2/14〜6 月頃まで(土･日のみ)
◆入園料：大人 1,500 円、小学生 1,300 円、幼児無料（保護者同伴）、
６５歳以上 1,000 円(いづれも 30 分食べ放題)
施設の状況により開園日が変更になる場合があります。事前に必ずご確認のうえ、ご利用下さい。

会員さんからのお知らせ
㈱地熱染色研究所（電話 0195-78-2451）
岩手、八幡平の宣伝も兼ねて写真素材販売サイトにて八幡平にち
なんだ写真素材の販売を開始しました。パンフレット、WEB 広告、
ブログ等に利用できます。今年からは A1 ポスターサイズ出力可能
なサイズでも撮影しております。販売サイトに載せていない写真も
沢山ありますので、http://osyorokoma.net/alpin/のブログまで
お問い合わせください。
販売用写真のアドレスはこちら⇒ http://pixta.jp/@malma/buy/
八幡平以外の写真もありますのでご注意ください。 毎月 50 枚の写真を随時アップロードする
予定です。ご利用をお待ちしております。 (高橋一行さんからの投稿)
㈱西根温泉ゲンデルランド（電話 0195-75-1515）
２月から市内で文化活動に取り組む郷土芸能団体、民謡などのサークルにステージ出演しても
らい、地域の芸能を広く PR する｢地域紹介プロジェクト｣を始めました。土･日を中心にこれま
だ大石平念仏剣舞保存会と大更小児童、西根民謡研究会などが出演しています。ステージは一団
体約３０分で、大広間で食事をしながらくつろぐお客様の前でそれぞれの演目を披露していただ
きます。市内で活動している団体の出演をお待ちしています。

《岩手朝日テレビ》パブリシティのお知らせ
2 月 20 日(金)に「楽茶間プラス」の番組内で、八幡平ゆきまつり会場前日の様子が電話取材
される予定です。時間は午後 4 時 30 分〜5 時頃、皆さんご覧下さい。

観光協会の動き(平成２1 年 １月４日〜2 月 18 日)
★1/ ５(月)
★1/ ６(火)

仕事始め式（観光協会 会長出席）
二役会議(観光協会 髙橋(時)副会長、局長、次長出席)
（急用により会長、高橋俊彦副会長が欠席したため、協議事項について打合せ会を行いました）

★1/ ７(水)
全日本学生スキー選手権大会開会式準備（総合運動公園体育館 事務局２名対応）
★1/ ７(水) 商工会事業報告会(新安比温泉 局長、事務局出席)
★1/ ８(木) 平笠裸まいり(宮田神社、局長出席)
★1/ ８(木) ガイド養成講座監査（盛岡地方振興局 次長、事務局出席）
★1/１２(月) 全日本学生スキー選手権大会開会式（総合運動公園体育館 会長出席）
★1/１３(火) 広域振興局体制の整備の基本的考え方地域説明会（市民センター 局長、次長出席）
★1/１４(水)・１６(金) 県中学生スキー大会ヘルプ(下倉スキー場 次長対応)
★1/１５(木) ビジターセンター等施設管理者研修会（岩手県庁 事務局２名出席）
★1/１７(土)・１８(日) 県高校スキー大会ヘルプ(下倉スキー場 事務局対応)
★１/20(火) 八幡平地区連絡協議会（鹿角市役所 局長、次長出席)
★1/21(水) 輝振興連絡調整会議（市民センター 局長、田村出席）
★1/22(月) 観光振興に関する意見交換会(合同庁舎 局長、次長出席)
★1/2４(土)･２５(日) マッシャーズチャンピオンシップ（上坊牧野 事務局 2 名対応）
★1/27(火) ＩＡＴジュニアカップ組織委員会(八幡平リゾートホテル 次長、事務局出席)
★1/27(火) 七時雨そば街道説明会(八幡平市博物館 局長、事務局出席)
★1/28(水) 二役会議(観光協会(観光協会 会長、副会長２名、局長、次長出席)
★1/30(金)〜2/1(日) 名護さくらまつり(沖縄県名護市 髙橋(時)副会長出席)
★2/

８(金)

ＩＡＴジュニアカップ(八幡平リゾートパノラマスキー場

★2/

９(月)

雲上の楽園再生協議会教育旅行受入部会(観光協会

次長、事務局２名対応)

局長、次長出席)

★2/１３(金)

観光県の形成に向けた県内市町村研修会(盛岡市

局長、次長出席)

★2/１３(金)

地産地消と感謝の集い 2009(なかやま荘

出席)

★2/１４(土)

八幡平市自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 局長出席)

★2/１７(火)

八幡平市移住･交流促進委員会設立総会(アサンブレオクト

局長

次長出席)

★2/１８(水)

岩手県雪対策協議会(八幡平ハイツ

★2/１８(水)

輝振興連絡調整会議(商工会

安藤理事講演、局長、次長出席)

★2/１８(水)

「冬のみちのく体験事業」実施に係る意見交換会(雫石プリンスホテル

事務局出席)
次長出席)

岩手県赤十字血液センターでは献血の協力を呼びかけています。
八幡平市では２月２６日（木）に献血バスが運行されます。
東八幡平病院以外には下記会場で実施予定です。
皆様のご協力をお願いいたします。
◆積水メディカル岩手工場(９時 30 分〜30 時)
◆グローバル伸和製薬本社工場(12 時１５分〜13 時 30 分)

（あとがき）今朝のラジオ情報から。元旦からの平均気温の合算が 600 度になると桜が開花するという説
があるとか。東京都では現在 360 度、この計算では３月中旬に開花します。気象庁の開花予想も年々早ま
っているようです。八幡平市もこれに当てはまるかどうかは定かではありませんが、桜よりも「桜餅」の
ニュースに暦の春を感じるこのごろです。（S）

