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桜前線が北上し、春の暖かさが感じられるようになって参りました
今日この頃、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び
申し上げます。日頃は、当協会の事業運営につきまして格別のお力添
えを賜りまして厚く御礼申しあげます。
さて、平成２２年度の事務局体制は、工藤事務局長(市役所派遣)をはじめとする総勢８名の事
務局職員でスタートを切りました。今年度も行政のお力添えを賜り、各観光関係団体と連携を図
りながら八幡平の観光振興に取り組む所存でございますので、引続き会員の皆様方のご指導・ご
協力の程宜しくお願い申し上げます。
事務局員は下記のとおりです。お気軽にお立ち寄りくださいますよう職員一同お待ちして
おります。
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八幡平山頂レストハウスは八幡平アスピーテライン開通と同日の４月１６日オープン予定で
す。季節雇用従業員計１０名でスタートを切ることとなりました。会員の皆様のお越しを心より
お待ち申しあげますと共に、八幡平へお越しのお客様へのご案内の程、宜しくお願い申し上げま
す。

平成２２年度通常総会のお知らせ
平成２２年度通常総会につきましては、５月２８日(金)の予定で準備をすすめております。会
員の皆様方におかれましては、お忙しい中誠に恐縮ではございますがご出席いただき今後の八幡
平観光振興のためにも、ご活発な意見を賜りますよう宜しくお願いいたします。
詳細につきましては、後日案内をご送付させていただきますので併せてお知らせいたします。

八幡平アスピーテライン開通間近
八幡平アスピーテラインの４月１６日開通(予定)を目前にひ
かえ、４月２日(金)午前１０時から盛岡広域振興局土木部岩手
土木センターにより除雪状況が報道公開されました。雪の回廊
については高さが例年どおりで高い所では約７．５ｍと早春の
八幡平を十分に楽しむ事ができそうです。八幡平アスピーテラ
インの開通に伴い前回の会報でもご案内いたしております「八
幡平桜と雪の回廊観光キャンペーン」が始まります。お客様へ
のご案内を宜しくお願いいたします。開通セレモニー等詳しい
スケジュールは下記のとおりです。
４月２日の公開されたときの写真です。
天気もよく霧氷もとても綺麗でした♪

八幡平アスピーテライン開通・八幡平山開き４月１６日(金)［予定］
１０：００
御在所ゲートオープン(テープカット等有り)
１０：４５
山頂セレモニー(スコップ交換セレモニー、くす玉割り）
１１：１５
神 事(ピッケル交換、餅まき)
１２：００
桜と雪の回廊観光キャンペーン
(八幡平ポーク豚汁や清流寿司振舞い、温泉入浴半額券配布ほか)
※天候不良時は松尾八幡平ビジターセンターに場所を変更いたします。
八幡平樹海ライン開通４月２８日(水)
１７日(土)も八幡平山頂レストハウスにて１０：００から
８：３０
開 通
観光キャンペーンが行なわれ特産品振舞いがあります。
※温泉入浴半額券・杜仲茶ポーク豚汁を
振舞予定

恒例不動の滝まつり
今年も毎年恒例となっている「不動の滝まつり」を下記のとおり開催いたします。会員の皆様
におかれましても是非会場へ足をお運びくださいますようお願いいたしますと共に、お客様への
ご案内を重ねて宜しくお願い申し上げます。
不動の滝
日時・場所：５／３(月・祝)９：３０〜１５：００ 桜松公園（八幡平市高畑） レストハウス
「 @心亭」
ステージイベント：民謡・歌謡ショー ちびっ子お楽しみステージを予定
５／３から
八幡平市商工会等による軽食・喫茶・特産品の販売ほか
オープン！
荒屋新町駅から無料シャトルバスが運行されます。
（１０往復）
例年地域の皆様方の御協力により実施されております桜松公園の清掃奉仕作業ですが今年も下記のと
おり行なわれます。皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
日

時：４月２９日（木・昭和の日）

午前９時半〜午前１１時半頃終了(予定)

集合場所：桜松公園駐車場
持 ち 物：清掃用具（ほうき等各自持参願います。）
そ の 他：当日は下記時刻のとおり、マイクロバスが運行されます。
安代診療所（９：００発）⇒荒屋新町駅（９：０５発）⇒桜松公園
お問合せ：八幡平市商工観光課 (TEL

０１９５−７６−２１１１)

はちまんたいツーリズム交流会
３月３１日(水)に安比リゾートセンター「まきばホール」で
はちまんたいツーリズム交流会が八幡平市グリーンツーリズム
協議会と当協会の共催で開催されました。㈱サラダファームの新
人研修として参加された９名を含め、約７０名の参加者でにぎわ
いました。交流会第一部は、映画「黄色いライスカレー」の上映
会で始まり、その後映画にちなみ八幡平地産地消カレーライスの
試食会や食の匠に作っていただいたお菓子を囲んで情報交換がさ
れ、いずれも好評いただきました。第二部上映後には、㈱エムシィ
アールの大滝氏よりサービス業全般に係る「おもてなし」について
のお話のほか、八幡平Ｓｌｏｗ Ｓｔａｙモニターツアーでのアンケート
調査の分析結果をもとに研修会が行なわれました。その中で見直す
べき点や、体験後の完成品の発送サービス、ホテルのレイトチェッ
クアウト等今後の商品造成のヒントとなる提案や意見交換がされ
ました。

おもてなし耳寄り情報
５月１３日(木)に盛岡市民文化ホール(マリオス)において、午後１
時３０分から岩手県観光協会と岩手日報社の共催で、ＴＶ等でお馴
染み伝説のマナー講師である平林都氏による〜「また来たくなる」
接遇の極意〜と題した講演会が開催されます。当協会からもおもて
なし向上のために参加する予定ですので興味のある方は是非ご参加
ください。お問合せは下記のとおりです。
岩手日報社事業局：TEL ０１９−６５３−４１１１
入場料：全席自由１，０００円(当日：１，５００円)

おへれんせ入浴券販売開始
今年も４月１日から岩手県内４４施設で利用可能な「おへれんせ
入浴券」を当協会でも販売いたします。岩手県央共通温泉入浴券
事業は２００６年度より? 盛岡観光コンベンション協会が温泉利用

販売期間

者の増加及び健康増進と温泉施設の活性化を目指して企画してで
きたお得な入浴券です。おへれんせ入浴券の八幡平市内の販売箇
所は当協会の他に、窓口業務のご協力をいただいている八幡平市
商工観光課と八幡平市安代総合支所土木林業課のほか、道の駅に
しね、松っちゃん市場でも販売しておりますのでお客様へのご案
内の程宜しくお願い申し上げます。
平成２２年４月１日〜平成２２年９月３０日

利用料金

(１枚４セット) １，８００円

会員様耳寄り情報
新登場！その名は「山ぶどうチョコレート」
八幡平リゾートホテルでは地元の特産品「山ぶどう」を使用した甘酸っぱいジャムが中に入っ
た甘さ控えめなチョコレートが新たに販売されております。当協会でも試食させていだきました
が美味しかったですよ♪是非皆様もご賞味下さい。６５０円（税込）
お問い合わせ先：八幡平リゾートホテル ＴＥＬ：０１９５−７８−４１１１
きのこ植菌体験
岩手県民の森学習館ではきのこ植菌体験を行ないます。興味のある方は是非ご参加ください。
開催日 ：４月２５日(日)９時３０分〜
集合場所：木材工芸センター
参加費 ：１，０００円
定員
：１５名
お問い合わせ先：岩手県民の森 学習館 ＴＥＬ：０１９５−７８−２０９２
四季館彩冬 「ＩＲＯＤＯＲＩ ＤＩＮＩＮＧ」 オープン！
『霜降り前沢牛のハンバーグステーキランチ』ですが柔らかくジューシーなハンバーグは、前
沢牛と八幡平市産杜仲茶ポークの旨みが凝縮した逸品となっております。
お問い合わせ先：四季館彩冬 ＴＥＬ：０１９５−７２−５３４４

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たい
と思っております。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いたします。

観光協会の主な動き（３月〜５月）
３／１５(月)
３／１６(火)
３／１６(火)
３／１７(水)
３／１８(木)
３／１８(木)
３／１９(金)
３／２３(火)
３／２４(水)
３／２４(水)

八幡平市認定農業者協議会講演会(市民センター 次長・事務局員)
八幡平山開き打合せ（鹿角市役所 次長・事務局員）
八幡平自然散策ガイドの会臨時総会（観光協会 次長・事務局員）
第１２回輝振興連絡調整会議（観光協会 局長・事務局員）
ＪＲ旅市打合せ（盛岡市 次長・事務局員）
第１９回岩手山焼走りマラソン実行委員会（市民センター 局長）
花輪線広域活性研究会（湯瀬ホテル 次長）
全国小学生アルペンスキー大会（安比プラザ 会長）
八幡平山頂レストハウス従業員面接（観光協会 会長・副会長）
八幡平エリアトレッキング協議会幹事会（観光協会 副会長・局長・次長他）

３／２４(水)
３／２４(水)
３／２５(木)

全国中学校スキー大会岩手県実行委員会解散総会（大更公民館 会長）
二役会議（観光協会 会長・副会長・局長・次長）
八幡平山賊まつり監査（いこいの村岩手他 局長・事務局員）

３／２６(金)
３／２６(金)
３／２７(土)
３／２７(土)
３／２８(日)
３／２８(日)
３／２９(月)
３／３０(火)
３／３０(火)
３／３１(水)
３／３１(水)
３／３１(水)
４／１(木)
４／２(金)
４／３(土)
４／３(土)
４／４(日)
４／５(月)

岩手県観光協会平成２１年度第２回評議員会（マリオス岩手観光経済交流センター）
第３回八幡平市公共交通会議（市民センター 時夫副会長）
下倉チャレンジカップ第２戦（下倉スキー場 次長・事務局員）
縄文街道第２回みちのく遺産講座（大更 事務局員）
下倉チャレンジカップファイナル（下倉スキー場 次長・事務局員）
松田末三氏古希を祝う会（ホテル安比グランド 会長）
八幡平自然散策ガイドの会幹事会（観光協会 次長・事務局員）
第４回理事会（観光協会）
桜と雪の回廊観光キャンペーン監査（盛岡地方振興局 次長・事務局員）
八幡平山賊まつり実行委員会決算総会（観光協会 会長・局長・事務局員）
はちまんたい大集合フェスタ実行委員会決算総会（観光協会 局長）
はちまんたいツーリズム交流会（会長・局長・次長・事務局員）
盛岡広域振興局土木部岩手土木センター打合せ（観光協会 次長）
八幡平アスピーテライン除雪状況公開（アスピーテライン 局長・次長）
安比・八幡平宿泊者限定無料シャトルバス出発式（盛岡駅 副会長他）
第３４回岩手県中学校スキー競技アルペン記録会（下倉スキー場 次長）
第３４回岩手県中学校スキー競技アルペン記録会（下倉スキー場 次長）
桜と雪の回廊観光キャンペーン見積合わせ（盛岡広域振興局 次長・事務局員）

４／６(火)
岩手日報取材（八幡平エリア 次長）
４／８(木)
八幡平エリアトレッキング協議会監査（観光協会 局長・事務局員）
４／８(木)
スポーツ誘致委員会・ラグビー協会打合せ（観光協会 事務局員）
４／９(金)
学習院関係打合せ（商工会 局長）
４／１２(月) 二役会議（観光協会）
４／１２(月) 八幡平エリアトレッキング協議会総会（観光協会）
４／１３(火) 八幡平自然散策ガイドの会総会（観光協会）
４／１４(水) ＩＡＴジュニアカップ組織委員会（ホテル安比グランド）
４／１６(金) 八幡平アスピーテライン開通・山開き（山頂）
４／１６(金)・１７ (土) 八幡平桜と雪の回廊観光キャンペーン（レストハウス付近）
４／１９(月) 遊々の森会議（八幡平市安代総合支所）
４／２０(火) 市町村観光関係団体等連絡会議（岩手県民会館）
４／２１(水) 松川路線清掃（八幡平ハイツ）
４／２１(水) 輝振興連絡調整会議(未定)
４／２２(木) 八幡平国立公園協会定時総会(八幡平市農民研修センター)
４／２６(月) 本音で語ろう県議会（市民センター）
４／２８(水) 樹海ライン開通
５／３(月)
不動の滝まつり（桜松公園）
５／１３(木) 平林都講演会（盛岡市民文化ホール）
編集者のつぶやき・・・
今年もやってきました春！暖かくて優しい気持ちになれる私の一番大好きな季節。出会いや別れといっ
た変化も多い時期・・・。観光協会の業務担当も変化がありました。初めて担当するお仕事に頑張らねば！
と思う一方でドキドキ・・・な今日この頃。そんな時に見つけたある人の言葉。
「何時も元気な人であれ・
素直な心で学ぶ人であれ」等々・・・勇気をもらいました。日々進歩する人でありたいな。

【Ｔ】

