
 
 

平成 21 年度第 1 回事業委員会を開催しました。 

10 月２３日(金)午後 2 時から平成 21 年度第 1 回事業委員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。 

先に行われた八幡平山賊まつり･紅葉まつりについての報告、また、JR 東日本びゅう商品「旅市」に

ついて予約状況が報告され、実績を増やすため各施設への協力が協議されました。 

また、毎年 2 月に行っているゆきまつり事業については、メインイベントを来年 2 月 20 日（土）・

21 日(日)開催する案で承認されました。内容は打上花火、七滝観賞雪上トレッキング、雪像コンテスト、

雪上運動会、ふれあいドッグランド、キャラクターショーなど八幡平ゆきまつりとして定着しているイ

ベントを予定していますが、事業費が昨年度よりも 300 万円減額の見込みであるため、内容を十分に精

査し計画することを重点課題としました。 

 

台湾･韓国メディア取材が行われました。 

10 月20日には台湾より、また24日には韓国マスコミ関係者による八幡平の取材が行われました。

観光協会では岩手県より依頼を受け、次長が取材に同行し、秋深まる八幡平の見どころを案内しまし

た。岩手県と経済交流を進めている中国･大連市でも今冬の旅行商品販売に向けて取材や観光ルートの

確認が行われていることが新聞でも紹介されており、アジア各国からの市内への誘客につながること

を期待したいものです。 

八幡平アスピーテライン･樹海ライン通行規制について 

八幡平アスピーテライン･樹海ラインは 11 月 5 日(木)午後 5 時より冬期の全面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、来期の通行止め解除は八幡平アスピーテライン

が 4 月 16 日(金)午前１０時、樹海ラインは 4 月 28 日（水）午前 10 時（ともに予定）とのことで

す。 

また、冬期間における県道 23 号線の除雪についてはアスピーテラインゲート手前(御在所)までの実

施される予定です。 

山頂レストハウス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に伴い、八幡

平山頂レストハウスは 11 月 5 日で今年度の営業を終了しました。 

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。 

八幡平アスピーテラインは平成22年4月16日午前10時開通（予

定）と発表されておりますので、あわせ

て八幡平山頂レストハウスもオープンす 

る見込みです。 
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協会職員が冬仕度！ 

11/6(金)閉店作業中に撮影 



JR 東日本びゅう商品「旅市」の状況 

以前お知らせ致しました、JR東日本のびゅう商品「旅市（たびいち）」ですが、2009年10月1日か
ら開始されました。体験内容は下記のとおりです。 
■1日目基本コース（周遊バス移動） 

大更駅→焼走り熔岩流にて「田中潔さんによるあけびづる細工体験」 
■1日目オプションコース（タクシー移動） 

盛岡駅→金沢清水→岩手県県民の森にて「ニジマス燻製作り体験」 
■2日目味噌作り体験コース 

宿泊施設→松尾八幡平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀ-→麹屋もとみや体験工房「惇」にて 
「味噌作り体験」→学校の宿希望の丘にて昼食→大更駅 

■2日目八幡平散策コース(※10/25で終了しました) 

宿泊施設→八幡平散策→松川温泉→盛岡駅 
■2日目地熱発電と松川散策コース 

宿泊施設→松尾八幡平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ→松川地熱発電所見学→松川散策→盛岡駅 
 

11月11日現在の参加者数は計19名です。ＪＲ東日本
でも今年初めての取り組みであり、集客状況はあまり良
くありませんが、八幡平をＰＲする好機であると同時に
継続することでリピーターに繋がるファンを得やすく、
口コミも期待されると考えております。開催期間は１ヶ
月を切りましたが、DM発送する場合はチラシをご用意致
しますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

晩秋の八幡平まるごと体験！ Slow Stay モニターツアー参加者募集中 
11 月 26 日(木)から 29 日(日)までの 3 泊 4 日の日程で東京駅発着の八幡平モニターツアーを行い

ます。今回のモニターツアーの内容には旅市」の内容をアレンジしているもので、全コース観光協会ス
タッフが同行し、晩秋の八幡平を案内します。東京駅からの JR 往復券・朝食･昼食･夕食各 3 食付、宿
泊は松川温泉（松川荘･峡雲荘）から選択、料金は一人 56,000 円です。参加についてお心当たりの方
がおられましたら、是非ご紹介いただきますようお願いいたします。詳しい内容はチラシをご覧下さい。 

 

観光拠点周遊バスについて 

観光拠点周遊バスは 10 月 26 日からコースが変わりました。10 月 25 日までのコースは焼走り国際
交流村と安比高原をつなぐものでしたが、今回は JR 東日本びゅう商品｢旅市｣のお客様が乗車できるコ
ース･時間を優先しておりますが、例えば松川温泉･八幡平温泉郷に宿泊のお客様が安比高原へ移動する
という場合や、JR 大更駅から国際交流村へ行き、滞在時間 1 時間 45 分の間に焼走り熔岩流の見学や温
泉入浴をお楽しみいただき、八幡平温泉郷･松川温泉に宿泊というような場合に便利なバスです。 
 昨年度はモニターバスとして実施し、今年度は名称を新たにエリアの二次交通の一旦として運行して
いるものですが、乗車率が芳しくないため、運行について会員さんからも色々ご意見が寄せられており
ます。12 月 1 日(火)まで運行しますので、宿泊施設にお配りしました｢クーポンチケット無料引換券｣
をご利用の上、是非体験ご乗車下さい。また、施設利用のお客様にもお勧めくださいますようお願いい
たします。（※無料クーポンチケット引換券がなくなった場合、宿泊施設以外の会員の方でバスに乗車し
てみたい方は観光協会までお知らせ下さい。） 

 

＜お詫び＞先に送付している観光拠点周遊バスチラシの時刻に誤りがありました。<松川尾温泉行き>は焼走り国際交流村を

16 時出発となり、以降表示よりも 30 分遅くなります。新しいチラシをお送りいたしますので、先のものは処分

願います。ご利用の方にご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。 
 

10/8～9に横浜から旅市ご利用のお二人。 

国際交流村であけびづる細工体験。ツル

を曲げて簡単な小物を作りました。 



 
紅葉も味覚もまるごと堪能！八幡平山賊まつり 

１０月１０日(土)から１２日(月･祝)の３日間、八幡平市さくら公園イベ

ント広場を会場に今年で第２１回目となる八幡平山賊まつりが行われま

した。３日間とも好天に恵まれ、ステージイベントでは柏台小学校児童に

よる八幡平太鼓や市内保育所児のお遊戯、ローカルヒーローショー、漆原

栄美子さんらによる民謡歌謡ショーの他、国際交流の一環としてタイ国タ

マサート大学留学生による伝統演舞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

野菜や果物などが並び、多くの買い物客で賑わったほか、松川渓谷を巡る無料ボンネットバス運行や、

八幡平ヘリコプター遊覧飛行なども行われ、これを目当てに訪れた家族連れ来場者も多く見られ、3

日間で過去2番目となる35千人強の入込みとなりました。 

中日の１２日には、第９回南部馬方節全国大会を行い、ジュニアの部4名、シニアの部5名、一般の

部43名の合計52名が予選に出場し、「南部馬方節」の普及・継承を願い岩手山に向かって自慢の唄声

を披露。13名が進出した決勝の部はIBCラジオの「民謡まわり舞台」として収録され、審査の結果、

昨年準優勝の岩崎博さん(大槌町)が優勝しました。 

賑わい見せる里の秋！2009 八幡平紅葉まつり･第 3 回焼走り熔岩流まつり 

10 月 17 日(土)･18 日(日)には岩手県県民の森「フォレストアイ」駐車場を会場として『八幡平

紅葉まつり』、焼走り国際交流村では『焼走り熔岩流まつり』が開催されました。 

 紅葉まつりで行われたウォーキングイベントには松川渓谷観賞コースに

7 名、七滝観賞コースに 11 名、岩手山パノラマラインコースに 33 名が

参加しました。会場内ではフリーマーケット、飲食屋台、木工体験ブース

などが並び、初日には一関市の祝いもちつき振舞隊の歌いながらの餅つき

パフォーマンスと餅の振舞に会場内が盛り上がりを見せました。また 18

日(日)には岩手町の北上川清流太鼓の勇壮な演技が披露されました。この一日で会場となったフォレ

ストアイの入館者は 1,332 名という記録的な数値になったということで

す。 

焼走り会場では 17 日にグランド･ゴルフ大会が

行われ多くの参加者が技を競いました。会場内には

きのこや野菜の産直市やうまいもの屋台が並び、ハ

チマンタイラーとの撮影会やステージイベントで

里の秋を満喫した一日となりました。 

 

安比高原のすばらしい景観を残そう！ 

１０月２６日(月)から２８日（水）にかけて「あっぴ高原遊々の森」環境整備ボランティア作業が行

われ、市関係者、安比高原自然学校、安比ペンション･民宿関係者、地元住民など多くが参加しました。。

森林管理署、市役所など関係機関では安比高原の景観を将来にわた

って残すことを目的として遊歩道の整備、山野草の保護、パンフレ

ットの作成、看板設置などが行われており、今回はその一環で中の

まきば周辺の下草や野ばら、エゾノコリンゴといった低木刈りを

26 日に行い、２８日にはそれらを集めて燃やす作業を行いました。

昼食として森林管理署から用意された豚汁でホッと一息つき、午後

からは意見交換会が行われました。岩手北部森林管理署の活動内容

が紹介され、ガイド中にマナー違反の行為を目にした際の対処方法

の話題や、季節毎にイベントを実施してはどうかという意見などが出されました。 



<発見！とっておきの旅> NHK で八幡平が紹介されました。 

 10 月 20 日(火)から 22 日(木)にかけて市内で NHK 総合テレビ情報番組「生活ほっとモーニング(午

前 8 時 35 分～9 時 30 分放送)」の取材が行われました。観光協会では NHK より依頼を受け、工藤事

務局長が取材班に同行し制作協力を行いました。俳優の勝村政信さん

と、NHK 盛岡放送局の宮島アナウンサーが旅人で、紅葉の名所「森の

大橋」、焼走り熔岩流、金沢清水などの景色や八幡平の<宝>として温泉

(松川荘･松楓荘)、地熱蒸気染め（工房 夢蒸染）が紹介されました。ま

た、ニジマスや杜仲茶ポークなど<味>も紹介されましたが、番組終了

後に一番反響があったものが山ぶどうの加工品でした。番組内で詳し

く商品名等の紹介はありませんでしたが、「飲んでいた、あれ！」とい

うことで問合せが殺到し、対応に追われました。 

 

～八幡平エリアトレッキング協議会から～ 

八幡平エリアトレッキング協議会では 11 月 1 日(日)に今年度最後の日帰りモニターとして青森県白

神モニターを行いました。当日は、あいにくの雨模様となってしまい、暗門の滝までのトレッキングは

急遽中止となりましたが、世界遺産に認定された白神山地の秋のブナ林を満喫することができました。 

今年度催行のトレッキング実績は以下の通りです。 

【名峰三日間トレッキング】  2１件 39 名様参加 （人数前年比約 110％） 

【日 帰 り モ ニ タ ー】   9 件 56 名様参加 （人数前年比約 86％） 

今年度は、リピーター顧客の他にも、新規のお客様が増えてきていると実感できた一年間でした。 

八幡平エリアトレッキング協議会会員募集！ 

 2010 年度八幡平エリアトレッキング協議会新規会員を募集しております。（会費年額 2,000 円）  

詳しいお問い合わせ、入会申込みは観光協会 立花まで。 

 

2 月に全国中学校スキー大会開催！ 

平成 22 年 2 月 3 日(水)から 6 日(土)までの 4 日間に八幡平市内スキー場にお

いて第 47 回全国中学校スキー大会が開催されます。観光協会では実行委員会よ

り委託を受け、約 600 名の選手団、マスコミ等の宿泊･昼食の手配を行うことに

なり、9 月より説明会の開催、配宿斡旋希望調査などの業務を行っています。 

11 月 10 日現在、すでに各都道府県単位の宿泊概数調査が終了し、現在、配

宿作業に入っております。今後の動きについては随時お知らせしていきます。 

 

住みよい地域づくりへ！ビジターセンターに「私の提言箱」が設置されました。 

このたび松尾八幡平ビジターセンター内に市政などに対する提案を記入して投函する「わたしの提言

箱」が設置されました。これは市が市民の皆さんから提言や意見などを寄せてもらい、市民と市が協働

して住みやすい地域づくりを目指すために行っているもので、提言しやす

い環境にするため市内各所に提言箱を設置したものの一つです。松尾八幡

平ビジターセンター内の提言箱の前には記入用紙が備え付けてあります。

寄せられた提言は市長が直接目を通し、希望に応じて回答するというもの

です。八幡平ビジターセンター利用の際、またはお近くの方はご活用下さ

い。このほか市内の設置場所など詳しくは市役所企画総務部総務課 

TEL76-2111(内線 1218)まで。 

（NHK ホームページから） 



今年も楽しいイベントが一杯！

　　　詳しくはWebから！

エリアイベント(予定)    詳しい内容は下記まで直接お問合せ下さい 

◆ぶらっと一日体験工房・・11 月 22 日(日) TEL0195-63-1001 

◆県民の森 森林整備講座・・12 月 26 日(日) TEL0195-78-2092 

◆安比高原スキー場安全祈願祭・・11 月 27 日(金)  TEL0195-73-5111 

◆安比高原スキー場オープン・・11 月 28 日(土)  TEL0195-73-5111 

◆県民の森 クリスマス会・・12 月 13 日(日) TEL0195-78-2092 

◆八幡平リゾート安全祈願祭・・12 月 14 日(月)  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 18 日(金) 

◆田山スキー場オープン・・12 月 26 日(土)  TEL0195-73-2650 

◆安比高原除夜の花火(場所/安比高原スキー場)・・12 月 31 日(木) 

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

 

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。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。 

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、チラ

シや情報をお寄せ下さい。（松尾八幡平ビジターセンター内に掲示･配置します。） 

 

 

 

＜八幡平市商工会さんから＞  
八幡平市商工会では平成 21 年度の優良従業員表彰候補者の推薦受付を行っています。表彰は同一事

業所に 5 年以上勤務の方からが対象となっており、推薦書類の提出期限は 11 月 27 日(金)です。詳し

くは八幡平市商工会へ直接お問合せ下さい。（TEL76-2040） 

＜朱塩泉いやしの宿 新安比温泉 静流閣さんから＞  

安代地区にある「新安比温泉」が 10 月 1 日より名称が変わりました。「朱塩泉」とは源泉掛け流しの

元湯の色と泉質の強食塩泉に由来します。庭内には館内の元湯「らくらくの湯」の命名者 瀬戸内寂聴氏

が好きなあじさいの花が植えられていることにちなみ、別館を『あじさい館』、本館は『りんどう館』と

改称されました。 

今回の変更を記念して 1 日 5 組限定の特別企画＜24 時間ゆっくりスティ」を行っています。チェッ

クイン 12 時、チェックアウトは 12 時、料金は 1 泊 3 食付で 7,000 円～(2 名以上)。期間は 11 月

30 日まで。詳しくはホームページ http://www.sinappi.jp/をご覧下さい。 

＜国分岩手酒販株式会社さんから＞  

11 月 1 日より岩手酒類卸株式会社から名称が変更となりましたのでお知らせします。  

会員さんからのイベント情報や観光協会会員への情報発信を希望する事項がありましたらお気軽にお

寄せ下さい。会報、ホームページ、また開催まで時間がない場合には FAX･メールで会員さんへお知らせ

いたします。お問合せは担当（斎藤）まで 

会員さん情報 



これまでの観光協会の主な動き 

★10/10(土) 八幡平山賊まつりオープニングセレモニー（さくら公園 会長出席） 
★10/10(土) 宮古市･名護市交流会（なかやま荘 会長、局長出席) 
★10/11(日) 第 9 回八幡平市長杯南部馬方節全国大会（山賊まつり会場 髙橋(時)副会長出席) 
★10/13(火) テレビ岩手番組取材協力（市内 次長対応) 
★10/13(火) タイ･タマサート大学八幡平観光アテンド（市内 局長対応） 
★10/14(水) 日･タイ文化交流会（大更公民館 髙橋(時)副会長出席) 
★10/15(木) あしろ七時雨新そばまつりオープニングイベント（目名市、次長、事務局出席) 
★10/17(土)～18(日) 2009 八幡平紅葉まつり(県民の森駐車場) 
★10/19(月) テレビ岩手番組取材協力（八幡平 次長対応) 
★10/20(火) 台湾雑誌メディア招聘事業取材協力（八幡平 次長対応) 
★10/20(火)～21(水) NHK 番組取材協力（市内 局長対応） 
★10/20(火) 第 7 回輝振興連絡調整会議（市役所 事務局出席) 
★10/20(火) 八幡平自然散策ガイドの会幹事会(観光協会 次長、事務局出席) 
★10/22(木) 八幡平市戦没者追悼式（安代若者センター 会長出席) 
★10/23(金) 事業委員会(観光協会) 
★10/24(土) 韓国マスコミ招聘事業取材協力（八幡平 次長対応） 
★10/27(火) 北東北三県観光振興セミナー(盛岡市 次長、事務局出席) 
★10/28(水) 二役会議(観光協会 会長、副会長、事務局出席) 

     ※事業委員会の報告、山頂レストハウスの営業状況、八幡平市幹部との懇談会などに
ついて協議されました。 

★10/28(水) あっぴ高原遊々の森整備事業協力(中のまきば 事務局参加) 
★11/ 1(日) 八幡平エリアトレッキング白神モニター(青森県 事務局対応) 
★11/ 3(火) 八幡平市市民憲章推進大会(総合運動公園体育館 事務局出席) 
★11/ 5(木) 全中スキー大会打合せ(観光協会 次長、事務局出席) 
★11/ 7(土) 八幡平ワインと郷土の食を楽しむ会(岩手山焼走り国際交流村 工藤理事出席) 
★11/ 8(月) 二役会議(観光協会 会長、髙橋(時)副会長、局長、次長出席) 
        ※公益法人制度改革検討委員会の開催、御在所までの除雪、八幡平市への要望書提出

及び懇談会、旧レストハウス活用についての意見交換会、ゆきまつり委員会の開催
などについて協議されました。 

 
これからの主な会議等予定 

11/21(土)～22(日)  鮭・あわびまつり(宮古市田老 次長、事務局参加) 
11/24(火)  IAT ジュニアカップ組織委員会（11 時 ホテル安比グランド） 
11/24(火)  平成 21 年度第 1 回ゆきまつり委員会（15 時 松尾八幡平ビジターセンター） 
11/26(木)  県観光協会担当者会議（13 時 30 分 盛岡市いわて観光経済交流センター） 
11/27(金)  安比高原スキー場安全祈願祭(11 時 安比高原) 
11/30(月)  理事会(10 時 松尾八幡平ビジターセンター) 
12/ 1(火)  2010 八幡平ゆきまつりオープニングセレモニー(予定)（時間未定 八幡平温泉郷） 
12/ 2(水)  市幹部との懇談会(時間･場所は未定) 

 
（あとがき）健康に関するテレビ番組中お話。新型インフルエンザウィルスには漫画にしたときによく描か

れるような「イガイガ」が実際にあって、石鹸でよく手を洗うことでそのトゲが取れて丸くなるため、体

内に入っても排出されやすくなるそうです。いろいろなウィルスの中で暮らしている私たち、やつらに負

けない抵抗力が必要なのでしょうね！ここ数年、体重●㎏を越えるとなんとなく風邪の引

きはじめのような「やばい」状態になるようことに気がつきました。「メタボ」という言

葉が頭をよぎります。丸くなるのは心だけにしたいものです。（S） 


