
第１回事業委員会が開催されました

８月３１日(火)午後１時３０分から松尾八幡平ビジターセンターにおいて第１回事業委員会

を開催しました。工藤事務局長の開会、工藤委員長の挨拶の後に協議に入り、八戸観光キャンペ

ーン、観光キャンペーンレディについてこれまでの経緯が説明がされ、八戸観光キャンペーンは

スキーシーズンを意識した企画をすることになったほか、八幡平紅葉まつり開催要項案が承認さ

れ詳細を紅葉まつり委員会で協議することになりました。

八幡平市観光キャンペーンレディ決定！

八幡平市観光キャンペーンレディ３名が選出されました。８

月２３日(月)に松尾八幡平ビジターセンターにて任命式が行わ

れ、今後２年間県内外のイベントなどで八幡平市の魅力をＰＲ

していきます。選出されたのは宮野奈津美さん（盛岡市・２４

歳）斉藤奈央さん（弘前市・学生・２０歳）・田村麻衣さん（

八幡平市・家事手伝い・２３歳）の３名です。元八幡平さくら

の女王の宮野さん。首都圏で働いていましたが地元八幡平に貢

献したいと応募した田村さん。祖父母が八幡平市荒屋新町に住

み、八幡平に対して自然の美しさ・ゆったりとした時間の流れ

に魅力を感じている斉藤さん。いずれも八幡平市が大好きな３

名です。これから活躍していきますので、今後とも宜しくお願

い致します。派遣についての詳細は、事務局までお問い合わせ

ください。

(写真左から宮野さん・斉藤さん・田村さん)

ＪＲ東日本商品｢旅市｣の状況報告

昨年に引き続き、今年もＪＲ東日本のびゅう商品「旅市」

が７月１日(木)から９月３０日(木)まで発売されていま

す。今回は八幡平山頂の自然散策を基本コースとして、あ

けびづる細工作り体験や、八幡平ハイツでの杜仲茶ポーク

ソーセージ作り体験がオプションとして選択できます。参

加者は昨年より倍多く、地元の文化に触れることを目的と

した｢旅市｣ですが、少しずつ知名度も上がってきておりま

す。１０月１日からは秋の｢旅市｣も始まります。
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はちまんたい大集合フェスタ開催！

９月１９日(日)～９月２０日(月・祝)に八幡平市柏台さくら公

園イベント会場において恒例の｢はちまんたい大集合フェスタ｣

が開催されます。期間中のイベントは１９日(日)に「ノスタルジ

ックカーｉｎ八幡平」。珍しいクラシックカーなどが大集結しま

す。２０日(月・祝)には「ＩＷＡＴＥハチマンタイダイナマイト」

が行われる予定で、岩鷲護神ハチマンタイラーや全国のローカル

ヒーローのショーが行われます。限定ショップやスタンプラリー、

ミニＳＬの運行(有料)、八幡平の物産販売やグルメもありますの

で、お客様へのご案内をお願いします。この機会に会員の皆様も

是非お越し下さい。

お問合せ：八幡平市役所商工観光課

ＴＥＬ：０１９５－７６－２１１１

瀬川幸子さんの書道展が開催中

９月１日(水)から９月３０日(木)まで松川温泉峡雲

荘で、｢瀬川幸子書道展｣が開催されています。９月１１

日(土)・２０日(月)・２５日(土) 午後１時～５時には

瀬川先生のご指導で「マイ色紙」を製作するイベント

で【 書 】を体験いただけます。興味のある方は是

非ご参加ください。

体験料：ミニ色紙・短冊代材料費３００円～５００円

※宿泊者無料

お問合せ：松川温泉峡雲荘

ＴＥＬ：０１９５－７８－２２５６

ぶらっと一日体験工房開催

９月２６日(日)に八幡平市荒屋新町商店街において

｢ぶらっと一日体験工房｣が開催されます。手前味噌つ

くりや、漆塗の箸に絵付けするなどさまざまな体験メ

ニューのほか協賛店のお得なクーポン券プレゼントも

用意されています。以前、協会職員も手前味噌つくり

を体験しておりますが、美味しい味噌汁を頂いていま

す。

←(左の写真は豆乳手打ちうどんつくりの様子)

お問合せ：八幡平市商工会安代支所

ＴＥＬ：０１９５－６３－１００１



八幡平自然散策バス秋号が運行間近

１０月１日(金)から１０月２４日(日)まで、｢八幡平自然散策バス秋号｣が運行されます。散策

バス秋号は紅葉を目的とするお客様から毎年好評を得ており、さらに紅葉を楽しむ時間を増やす

ため運行時間も変えております。山頂での散策時間が約１時間３０分(途中休憩を含む)と夏号に

比べると短く、岩手県県民の森で約２０分の停車時間を設け、森の大橋の紅葉などをゆっくりと

見ることができるようになっています。

往路時刻 ： １０：２０盛岡駅東口③乗場発 → １２：１０八幡平頂上着

復路時刻 ： １４：４５八幡平頂上発 → １５：３５岩手県県民の森着

１５：５５岩手県県民の森発 → １７：０５盛岡駅前着

乗車料金 ： 盛岡駅→八幡平片道券 大人１，２００円 小人６００円

新発売！八幡平・松川温泉入浴セット券

盛岡駅から松川温泉往復運賃に温泉入浴がセットで大人２，０００円とお得な券です。

利用可能施設：八幡平ハイツ・森乃湯・八幡平リゾートホテル・八幡平ロイヤルホテル

松川温泉松楓荘・松川荘・峡雲荘

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、八幡平温泉郷主要宿泊施設等で販

売します。詳しくは当協会までお問い合わせ下さい。

八幡平山賊まつりが開催されます

１０月９日(土)～１１日(月・祝)に八幡平市柏台さくら公園

イベント広場において毎年恒例八幡平山賊まつりが開催されま

す。内容は八幡平市特産品フェアのほか、柏台小学校の八幡平

太鼓演奏や地元保育所児によるお遊戯、西根中学校の吹奏楽演

奏も行われます。１０日には１０回目を迎える八幡平市長杯南

部馬方節全国大会が行われ、歴代優勝者によるグランドチャン

ピオン大会が同時開催されます。会員の皆様も是非ご来場下さ

い。 お問合せ：八幡平山賊まつり実行委員会事務局

(八幡平市役所産業部商工観光課内)

０１９５－７６－２１１１

八幡平紅葉まつりが開催されます

１０月１６日(土)～１７日(日)の２日間に岩手県

県民の森｢フォレストアイ｣駐車場において、｢八幡平

紅葉まつり｣が開催されます。メインイベントとして

八幡平紅葉ウォーキングが開催され、昨年好評頂き

ました｢祝いもちつき振舞隊｣による民謡を歌いなが

らの餅つき・振舞がステージイベントを盛り上げて

くれます。会場ではフリーマーケットや豚汁振舞な

どいずれのイベントも両日開催されますので、お客

様へのご案内をお願い致します。（昨年の餅つきの様子→）



ＮＨＫ総合テレビ「情報パレット」

９月１７日（金）にＮＨＫ仙台放送局の東北６県向け生放送番組「情報パレット」の「おでか

けガイド」のコーナーに協会職員が出演し、八幡平の観光ＰＲや八幡平山賊まつりなのどイベン

ト紹介を行います。番組は１１：０５～１１：３０に放送されますので是非ご覧ください。

会員様情報！

岩手県県民の森

○魚止め・七滝探訪ツアー ～秋の観察会～

日 時：平成２２年９月１９日(日) ９時 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

○もりもりマーケット開催！

日 時：平成２２年９月１８日(土)～１９日(日)

○きのこ鑑定会

日 時：平成２２年９月２６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

※持ち物・申込期限等あり

お問合せ：岩手県県民の森学習館 ＴＥＬ：０１９５－７８－２０９２

八幡平トラウトガーデン

○初秋渓流祭り

日 時：平成２２年９月１８日(土)～２０日(月) ９時から１６時

料 金：１時間釣り放題１，５００円！

※先着５０名様にアラ汁無料サービス

お問合せ：０１９５－７８－２１４７

安比高原

○ＯＮＥ ＰＩＥＣＥメモリアルログｉｎＡＰＰＩ開催！

日 時：平成２２年９月１５日(水)～２６日(日)

１０：００～１７：００（最終入場１６：３０）

当日再入場可能

場 所：安比プラザ屋内特設会場

入場料：大人９００円 子供７００円

超人気アニメ「ワンピース」の世界を体験でき

るイベントが、東北で初めて開催！

○ＢＢＱ食べ放題！！ＡＰＰＩ食いだおれ祭り

日 時：平成２２年１０月９日(土)～１１日(月・祝)

１１：００～１４：３０(最終入場)

料 金：大人１，８００円 小学生１，５００円

※９時３０分から当日券の販売開始。

大抽選会や東北最大級の｢フリーマーケットｉｎＡＰＰＩ｣・秋花火・早朝ゴンドラ開催

お問合せ：０１９５－７３－６１１５



八幡平リゾートホテル

○ランチバイキング開催中♪

８／２１(土)～１１／３(火・祝)毎週土・日・祝日

時 間：１１：３０～１４：００(最終入場１３：３０)

料 金：大人１，２００円 小人８００円

お問合せ：０１９５－７８－４１１１

耳より情報

第４回フィールドＸレース大会

１０月１７(日)に八幡平市総合運動公園において第４回フィールドＸレースが開催され

ます。この競技は自然の地形を利用したコースに人工的な障害物を多数設置しアスリートに

必要な要素(瞬発力・持久力・柔軟性・平衡性・調整力・判断力等)が

養われ競技力の向上を図るという、国内でもここだけのオリジナルの

大会です。

お問合せ：社団法人八幡平市体育協会

ＴＥＬ：０１９５－７０－１６００

早池峰神楽盛岡公演

９月１９日(日)に岩手県民会館大ホールにおいて、ユネ

スコ無形文化遺産登録１周年記念｢早池峰神楽盛岡公演｣が

開催されます。早池峰神楽は花巻市大迫町に伝承されてい

る大償、岳神楽の総称で昭和５１年には国の重要無形民俗

文化財第一号に指定された本県を代表する伝統芸能です。

今回の公演では、多彩な演目を披露しダイナミックで勇壮

な、あるいは繊細で優雅な舞を楽しむことができます。

お問合せ：岩手日報社事業局事業第一部

ＴＥＬ：０１９－６５３－４１１１

八幡平エリアトレッキング協議会からのお知らせ

日帰りモニタートレッキングの今後の開催は下記のとおりです。紅葉の美しい三ツ石山

馬蹄縦走コースなど定員に若干の空きがありますのでこの機会に会員の皆様も是非ご参

加下さい。参加料について会員特別料金を設定しておりますので、詳しくは当観光協会ま

でお問い合わせください。

○９月２３日(祝・木)：三ツ石山馬蹄縦走

○９月２６日(日)：岩手山(七滝～焼走りコース)

○９月２９日(水)：裏岩手縦走

○１０月３日(日)：裏岩手縦走

○１０月２４日(日)：白神山地 紅葉時の三ツ石山から→

岩手山を見た風景



観光協会の主な動き（８月～９月）

８／２(月) 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)

８／２(月) 八幡平市行政改革懇談会(市民センター 髙橋(時)副会長)

８／２(月) 南部馬方節全国大会打合せ会(ＩＢＣ岩手放送 次長・事務局員)

８／３(火) 桜と雪の回廊観光キャンペーン関係団体訪問(鹿角 次長・事務局員)

８／４(水) 岩手土木センター打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)

８／５(木) 散策バス打合せ会(ビジターセンター 局長・次長・事務局員)

８／５(木) 毎日新聞取材協力(ビジターセンター・もっこ岳 次長)

８／５(木) 八戸マシェリ取材協力(八幡平市内 次長)

８／７(土) 遠野まぬけ節フェスティバル(遠野市 局長)

８／７(土) 学習院イベント打合せ会 (八幡平市商工会 局長)

８／８(日) 第５７回岩手県相撲選手権大会(松尾相撲場 事務局員)

８／９(月) 二役会議(ビジターセンター)

８／１０(火) 八幡平ゆきまつり打合せ会(ビジターセンター 局長）

８／１１(水) 八幡平山頂レストハウス発電機視察(レストハウス 局長・事務局員)

８／１１(水) 全日本ステージレースｉｎ岩手住民説明会(ビジターセンター 局長)

８／１２(木) 桜と雪の回廊観光キャンペーン関係団体訪問(田沢湖・盛岡 次長・事務局員)

８／１３(金) 八幡平夏まつり会場設営(松尾総合運動公園 事務局員)

８／１４(土)～１５日(日) 第３１回東北中学生ラグビー交流大会

(上寄木グランド 次長・事務局員)

８／１５(日) 八幡平市夏まつり(松尾総合運動公園 会長・局長)

８／１６(月) 八幡平市夏まつり清掃(松尾総合運動公園 局長・次長・事務局員)

８／１６(月) 盛岡駅キャンペーン(盛岡駅 局長・次長・事務局員)

８／１７(火) 桜と雪の回廊観光キャンペーン関係団体訪問(仙北市 次長・事務局員）

８／１８(水) 盛岡・八幡平広域観光圏アドバイザー会議(観光文化交流センター 局長）

８／１８(水) 岩手県庁自然保護課訪問(県庁 局長・次長)

８／１８(水) 八幡平紅葉まつり打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)

８／１９(木) マシェリ取材協力(八幡平市内 次長)

８／２０(金) ＪＲ打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)

８／２１(土)～２２日(日) ハイウェイコミュニケーション in 東北(仙台勾当台公園 局長)

８／２３(月) キャンペーンレディお披露目(八幡平市役所 会長・次長・事務局員)

８／２４(火) 桜と雪の回廊観光キャンペーン完了検査(盛岡広域振興局 次長・事務局員)

８／２４(火) 輝振興連絡調整会議(八幡平市商工会館 事務局員)

８／２５(水) 第４回岩手山焼走り熔岩流まつり実行委員会(焼走り国際交流村 局長）

８／２７(金) りんどう杯グラウンドゴルフ大会打合せ会

(ビジターセンター 次長・事務局員)

８／３０(月) 岩手日報取材協力(物産館アスピーテ 次長)

８／３１(火) 二役会議 (ビジターセンター)

８／３１(火) 第１回事業委員会(ビジターセンター 髙橋(俊)副会長・局長・次長)

８／３１(火) 盛岡・八幡平広域観光推進協議会宿泊部会(盛岡市都南総合支所 事務局員）

８／３１(火) りんどう杯グラウンドゴルフ大会打合せ会(松尾総合支所 次長・事務局員)



９／２(木) ＪＴＢ旅１００話打合せ会(ビジターセンター 局長)

９／３(金) 第１９回岩手山焼走りマラソン全国大会慰労会(市民センター 局長)

９／４(土) 国際交流の集い(八幡平ハイツ 髙橋(時)副会長)

９／５(日) ロビーリニューアル記念コンサート(新安比温泉静流閣 局長)

９／６(月) 八幡平紅葉まつり委員会(ビジターセンター 次長・事務局員)

９／７(火)～８日(水) 第３回りんどう杯八幡平グラウンド・ゴルフ大会

(松尾総合運動公園 次長・事務局員)

９／７(火) 八幡平山賊まつり打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)

９／８(水) 八幡平市地元学講座(事務局員)

９／８(水) 八幡平市行政評価システム改革改善検討会(八幡平市役所 局長)

９／９(木) 八幡平自然散策バス秋号説明会(ビジターセンター 次長・事務局員)

９／１０(金) 岩手県自然保護課他挨拶回り(県庁 会長・次長)

９／１０(金) 八幡平市選手の活躍を祝う会(安比高原スキー場 会長・次長)

９／１１(土) 安比高原友の会ファミリーパーティー(ホテル安比グランド 髙橋(時)副会長)

９／１２(日) 2010 あっぴリレーマラソン大会(安比高原スキー場 局長・次長・事務局員)

９／１３(月) 八幡平紅葉まつり委員会(ビジターセンター 次長・事務局員)

９／１７(金) 二役会議(ビジターセンター)

９／１８(土) 東北不惑交流試合 兼 岩手不惑創部４０周年記念試合・祝賀会

９／１９(日) 平成２２年度八幡平外来植物駆除活動(事務局員)

９／１９(日) はちまんたい大集合フェスタ(ノスタルジックカーin 八幡平）

９／２０(月) はちまんたい大集合フェスタ(八幡平ダイナマイト)

９／２１(火) 八幡平山頂レストハウス活用検討委員会

９／２２(水) 岩手県ボランティアガイド連絡協議会幹事会(アイーナ 事務局員)

９／２４(金) アジアバイアスロン選手権大会実行委員会解散総会(松尾総合支所 会長)

お知らせ

９月１０日(金)から１０月３１日(日)(但し、土・日・祝日除く)に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

なる予定です。

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

○１０月２０日(水)１７：００～夜間通行止

○１１月５日(金)１７：００～冬期通行止

※いずれもお客様へのご案内を宜しくお願い致します。

編集者のつぶやき・・・

実家が農家の自分です。７月・８月の休日は農作業の手伝いをしていました。８月上旬は雨が続き合羽を

着てサウナ状態での作業。中旬は猛暑で汗が一日中止まらない中での作業と、とても大変でした・・・。

作業する中で、両親は数十年も毎日こんなに大変な作業をして学費やら稼いで私達を育ててくれたんだな

ぁ・・・ありがたいなぁ・・・としみじみ感じました。こんなに頑張ってくれていた両親に感謝するとと

もに親孝行しなければと思う今日この頃です。おまけにダイエット成功！！！ 【Ｔ】


