
第１回公益法人制度改革に関する検討委員会を開催しました

７月１５日(木)午前９時３０分から松尾八幡平ビジターセンターにおいて第１回公益法人制

度改革に関する検討委員会を開催しました。米川会長・小瀬川副委員長挨拶の後協議に入り、委

員長に高橋三男理事が選任され当協会は一般社団法人で申請する方向性が確認・承認されました。

第２回理事会を開催しました

７月１５日(木)午前１０時３０分から松尾八幡平ビジターセンターにおいて理事１４名(欠席

３名)の出席により第２回理事会を開催しました。米川会長の挨拶により開会し、先立って開催

された公益法人制度改革に関する検討委員会の報告がされ、役員の専門委員会、社団法人八幡平

市観光協会会員に関する規則の一部改正、新規会員の承認について協議され全て承認されました。

岩手山山開きが開催されました

７月１日(木)に岩手山焼走り国際交流村において、岩手山山開

き式が行われました。午前６時より神事が行われ一般参加者を

含め約５０名が出席しました。神事の後、登山が開始され当日

は雨が降っており天候が悪い状況でしたが、岩手山山開きを心

待ちにしていた登山者達が元気に出発しました。午後４時３０

分より雫石町ゆこたんの森にて３市町村関係者が集まり友情交

歓会が行われました。約１２０名が出席し、雫石町長挨拶の後、

悪天候の為岩手山山頂で行うことができなかったピッケル交換

を行い乾杯の後、友情交歓会に入り交流を深めました。

八幡平外来植物駆除キャンペーンが行われました

７月９日(金)１０時より八幡平アスピーテライン・樹海ライ

ン周辺において平成２２年度八幡平外来植物駆除キャンペー

ンが行われました。国立公園八幡平の頂上付近は多彩な高山植

物が咲き誇り、多くの人々を引きつける景勝地で、貴重な植物

を守るため特別保護区に指定されています。近年、ここを通る

公園車道や登山道に沿ってフランスギクほか、帰化植物の繁茂

が著しく目立ってきたことから、環境省の要請を受けて多くの

人々の協力のもとこれを駆除し、自然植生の保護に努めること

を趣旨とし、地元関係団体・中学校他大勢の協力のもと駆除作

業が行われました。
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瀬川幸子さんの書道展が開催されました

７月２日(金)～７月８日(木)に松川温泉松川荘において、八幡平市

の書家瀬川幸子さんの３０周年記念書道展及び社中展が開催されま

した。瀬川さんの書は、漢詩からアニメの歌までと幅広く字体も様

々あり来場した方々を楽しませておりました。開催期間は終了しま

したが、松川荘館内のいたるところに瀬川さんの作品が飾られてお

りますので足を運ばれた際には是非ご覧ください。

2010 ラグビーフェスタＩＮ八幡平開催

７月１７日(土)～１９日(月・祝)に八幡平市上寄木グラウンドにおいて、

毎年恒例の第１７回２０１０ラグビーフェスタＩＮ ＨＡＣＨＩＭＡＮＴＡ

Ｉが開催されました。同時開催として【第４７回東日本都道県対抗ラグビー

大会】【第６回ゴールドカップマスターズ】【ラグビーフットボール交流試合】

が行われ、地元釜石シーウェイブスのほか全国から有名クラブチームや元日

本代表の桜とシダの会ほか多数の参加があり盛況でした。１７日(土)の夜に

は、八幡平トラウトガーデンにおいてファンクション(交流会)が行われ、選

手の皆さんはミニゲームなどを楽しみながら交流を深めていました。

５きげんテレビ キャラバンｉｎ八幡平

７月２１日(水)１６：２５から松尾八幡平ビジターセンター前

において、テレビ岩手の生中継が行われました。番組はまるごと

八幡平特集となっており、当日は会員の方々にも多数お越しいた

だき、テレビ岩手の平井アナウンサー達

と共に旬の八幡平をＰＲしました。

山・海・漬「夏だ！自然だ！八幡平だ！」

７月３１日(土)１８：３０～めんこいテレビの｢山・海・

漬｣において八幡平が紹介されます。八幡平自然散策バス

を利用した八幡平山頂付近のトレッキングや八幡平リゾ

ートホテルのゆりガーデンのほか市内の温泉施設等も放

送されますので是非ご覧下さい。左の写真は、八幡平リゾ

ートホテルのゆりガーデンです(７月１９日撮影)。ゆりガ

ーデンは９月２０日(月・祝)まで。詳細は会員様情報にも

記載しております。

岩瀬アナと行く八幡平ウォーキング

７月３１日(土)に、テレビ岩手の｢岩瀬アナと行く５きげん八幡平ウォーキング｣が開催されま

す。盛岡駅を１０時に集合・出発し移動中のバスの中ではジャンケン大会も行われますので参加

希望の方は観光協会までお知らせください。お客様へのご案内もお願い致します。

生放送中に

パチリ♪

↑新しくできた足湯



岩手山焼走りマラソン全国大会が開催！

７月２５日(日)に岩手山焼走り国際交流村において第１９回岩

手山焼走りマラソン全国大会が開催されます。毎年全国から多数の

参加者が夏の八幡平を走り抜けます。当日、午前９時１０分から午

前１１時まで会場付近は交通規制がかかりますので、お客様へのご

案内をお願いいたしますとともに、この機会に

会員の皆様も参加選手への応援に是非

お越し下さい。

開会宣言：午前９時～

スタート：午前９時３０分～

耳寄り情報！

第３回はちまんたい産直大集合開催！

７月３１日(土)～８月１日(日)に八幡平市柏台さくら公園において、

恒例のはちまんたい産直大集合が開催されます。地元八幡平市の食

材で作った手作りアイスや、数量限定の地産地消ランチバイキング

ほか内容盛り沢山となっております。お客様へのご案内をお願

いしますとともに、会員の皆様も是非ご来場下さい。

【お問合せ先】

八幡平市産直連携協議会事務局(八幡平市産業振興㈱内)

ＴＥＬ：０１９５－７８－２２３０

盛岡のお酒大集合！！

９月１日(水)１９：００から、ホテルメトロポリタン盛岡本館において｢第８回盛岡のお酒

大集合展｣が開催されます。地元㈱わしの尾のお酒のほか、多数のお酒を味わうことができ

利き酒大会や、大抽選会等も行われます。前売券は、観光協会でも販売しております。１人

５，０００円【先着３００名全席指定】。興味のある方は是非ご参加下さい。

【お問合せ先】

盛岡お酒を楽しむ会実行委員会事務局(盛岡市観光課内)

ＴＥＬ：０１９－６５１－４１１１(内３７２８)

八幡平エリアトレッキング協議会からのお知らせ

７月２８日(水)に早池峰山の日帰りモニタートレッキング

を開催いたします。定員には若干の空きがありますので是非

ご参加下さい。以前にもお知らせさせていただきましたが、

会員様には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下さい。

早池峰山に咲く→

コバイケイソウの群落♪



会員様情報！

県民の森から８月のお知らせ

○夏の星空観察会 ～流星群観測と星空の観察～

日 時：平成２２年８月１３日(金) １９時 県民の森学習館集合

参加費：大人３００円／子供１００円 定 員：４０名

○森林整備友の会 ～親子キャンプ教室～

日 時：平成２２年８月２１日(土)～２２日(日) １３時(２１日) 県民の森学習館集合

参加費：１人１，０００円(温泉入浴券付) 定 員：親子５組(２０名)

○自然観察会 ～七滝観察～

日 時：平成２２年８月２９日(日) ９時３０分 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・申込期限等ありますのでご確認下さい。

お問合せ先：岩手県民の森学習館 ＴＥＬ：０１９５－７８－２０９２

ゆりガーデン 2010 オープン♪

八幡平リゾート夏の風物詩【ゆりガーデン 2010】を開催中！３９種類２６万輪のゆりの

お花が皆様のお越しをお待ちしております。

サマーファミリーバイキングは７/２４(土)～８/１５(日)の間、毎日開催。

バイキング営業時間：１１：３０～１４：００(最終入場１３：３０)

バイキング料金：おとな１，２００円 こども８００円

お問合せ先：八幡平リゾートホテル ＴＥＬ：０１９５－７８－４１１１

道の駅にしね｢ワンコインサラダバー｣のお知らせ

春の天候不順や野菜高騰のニュースが伝えられていますが、産直に併設のレストランとし

てお手軽＆リーズナブルに新鮮な野菜をたくさん摂ってもらいたい、との思いから『ワンコ

インサラダバー』を開催中！平日限定で価格は 100 円です。おかわり自由ですので、ぜひお

試し下さい！特製の山葡萄ドレッシングもどうぞ！

お問合せ先：道の駅にしね ＴＥＬ：０１９５－７５－００７０

安比高原イベントのお知らせ

☆７月２５日(日)に安比高原ブナの森ウォーキング｢ヤナギラ

ン鑑賞｣が開催されます。お子様やウォーキング初心者の方か

らベテランウォーカーまでお楽しみいただけるイベントです。

お問合せ：イーハトーヴォ安比高原自然学校

ＴＥＬ：０１９５－７３－６２２８

☆８月６日(金)～１８日(水)に安比プラザ屋内特設会場におい

て、トミカ博ｉｎＡＰＰＩが行われます。４０周年記念プレ

ミアム展示コーナーやトミカつりほか親子で楽しめるイベン

トとなっておりますのでお客さまへのご案内をお願い致しま

す。

お問合せ先：めんこいテレビ

ＴＥＬ：０１９－６５６－３３００



八幡平ロイヤルホテルイベントのお知らせ

７月２４日(土)に八幡平ロイヤルホテルにおいて｢八幡平春夏

秋冬祭が開催されます。第１４回日本民謡大賞全国大会で優勝

された漆原栄美子さんなど出演されます。１部が１１：００から。

２部は１４：３０からとなっております。会員の皆様も是非お越

し下さい。

お問合せ：(有)イノウエ／舞台企画

ＴＥＬ：０１９－６５９－０２３２

観光協会の主な動き（７月～８月）

７／１(木) 岩手山山開き(岩手山焼走り国際交流村 高橋副会長・局長・次長・事務局員)

７／２日(金)～４日(日) 体験工房・県外視察研修(静岡県・長野県 局長)

７／５(月) テレビ岩手取材対応(ビジターセンター 次長)

７／６(火) グランドゴルフ大会打合せ会(松尾総合支所 次長)

７／６(火) 第１回盛岡・八幡平広域観光推進協議会(都南総合支所 局長)

７／７(水) ㈱岩手エッグデリカ創業９周年祭(㈱岩手エッグデリカ 局長・次長)

７／７(水) インターハイ打合せ会(ビジターセンター 次長・事務局員)

７／８(木) テレビ岩手取材協力(次長)

７／８(木) 第２回十和田八幡平地域広域観光推進会議(鹿角地域振興局 局長)

７／９(金) 平成２２年度八幡平外来植物駆除キャンペーン(局長・ 次長・事務局員)

７／９(金) 第６０回全国高等学校スキー大会宿泊説明会(松尾総合支所 局長・次長・事務局員)

７／１２(月) ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟岩手支部地区委員会(ホテル安比グランド 局長)

７／１２(月) ＦＭ岩手取材対応(次長)

７／１３(火) 二役会議（ビジターセンター）

７／１３(火) テレビ岩手取材対応(次長)

７／１４(水) テレビ岩手取材対応(次長)

７／１５(木) 第１回公益法人制度改革に関する検討委員会(ビジターセンター)

７／１５(木) 第２回理事会(ビジターセンター)

７／１６(金) 第１９回岩手山焼走りマラソン全国大会競技役員会議及び第２回実行委員会

(西根地区市民センター 局長)

７／１７(土) 第１７回２０１０ラグビーフェスタＩＮ 八幡平(次長・事務局員)

７／１７(土) 白坂観音大祭(聖福寺 次長)

７／１９(日) テレビ岩手取材対応(次長)

７／２０(火) ｢第１回いわて観光立県推進会議｣特別講演会(サンセール盛岡 局長・事務局員)

７／２０(火) テレビ岩手取材対応(次長)

７／２１(水) 八幡平グリーン・ツーリズム協議会役員会・定時総会

(西根地区センター 会長・局長・次長・事務局員)

７／２１(水) 八幡平山賊まつり実行委員会事務局会議(西根地区市民センター 局長・次長)

７／２２(木) 平成２２年度はちまんたい大集合フェスタ実行委員会総会(八幡平商工会館 会長)

７／２２(木) 岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会事務引継(一関 次長・事務局員)

７／２５(日) 第１９回岩手山焼走りマラソン全国大会(岩手山焼走り国際交流村 会長・局長・事務局員)

７／２６(月) 平成２２年度八幡平市観光キャンペーン(八戸市)

７／２７(火) 第１回県央広域観光推進会議(盛岡地区合同庁舎 局長)



７／２８(水) 第４回輝振興連絡調整会議(西根地区市民センター 局長)

７／２８(水) 平成２２年度八幡平市市民憲章推進協議会総会(西根地区市民センター)

７／２９(木) 第１回県央北部広域観光推進協議会(盛岡地区合同庁舎 局長)

７／２９(木) 八幡平山賊まつり実行委員会総会(西根地区市民センター 会長・次長)

７／３０(金) 第１回八幡平市自殺予防対策推進協議会(西根地区市民センター 会長)

７／３１(土)～８／１(日) 第３回はちまんたい産直大集合(さくら公園 会長)

７／３１(土)～８／１(日) 第３３回ふるさと区民まつり(東京都世田谷区)

８／８(日) 第５７回岩手県相撲選手権大会(八幡平市松尾相撲場)

８／１４(土)～８／１５(日) 第３１回東北中学生ラグビー交流大会

８／１５(日) 八幡平市夏まつり(八幡平市松尾総合運動公園)

８／２０(金)～８／２２(日) 東北総合体育大会（ラグビー競技）

８／２１(土)～８／２２(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)

８／２７(金)～８／２９(日) 第９０回全国高校ラグビー大会岩手県１次予選

８／２８(土)～８／２９(日) 東北総合体育大会(相撲競技)

８／２８(土)～８／２９(日) 出光イーハトーブトライアル

観光協会からのお知らせ

《全国高等学校スキー大会開催～宿泊施設の皆様へ》

平成 23 年 2 月 6 日(日)から 10 日(木)までの 5日間に、安比高原スキー場・田山スキー場を会

場に第 60 回全国高等学校スキー大会が開催されることになり、２月上旬から全国各都道府県の

選手・監督・コーチなど約１,５００名の来訪が見込まれております。

この大会の宿泊等に関する業務については、昨年の全国中学校スキー大会と同様に、実行委員

会の委託を受け、観光協会が行うこととなりました。観光協会会員施設を含め、市内１０６の宿

泊施設を対象として宿泊説明会のご案内をし、７日当日には４８施設が参加し(資料送付希望２

５施設)、実行委員会から大会の概要説明、観光協会から宿泊要項についての説明を行いました。

この説明会を受け、これから斡旋希望調査など受入準備が進められる予定になっています。説明

会開催案内を見逃し参加できなかった協会会員の方には、資料をお送りいたしますので当協会ま

でお知らせ下さい。（実際の配宿作業は、各都道府県単位の宿泊概数調査が終了する１１月以降

となる見込みです。）

調整により選手団等の宿泊斡旋ができない施設も出てくることが予想されますが、選手以外の

ご父兄等応援団の宿泊については、斡旋希望を頂いている協会会員施設を優先に行います。また、

シーズン中の、一般のお客様の宿泊案内につきましてもお客様の希望に添い協会会員施設をご案

内いたしますので、空室情報などのご提供を積極的にお願いいたします。

宿泊先での出会いやおもてなしが選手の思い出の一つとなり、スキー大会の成功と今後の八幡

平市観光産業の振興に繋がることにもなりますので、会員皆様のご協力を宜しくお願い申し上げ

ます。



わんこきょうだいストラップの販売を開始いたしました！

昨年度より岩手県のメインキャラクターである

｢そばっち｣と｢こくっち｣の２種類のストラップを

八幡平山頂レストハウスにおいて販売を開始いた

しました。このストラップは財団法人岩手県観光

協会が作成しており、他にも｢とふっち｣｢おもっち｣

｢うにっち｣がありますが、それぞれを地域限定で

販売することにより、岩手県内各地への誘客を図

ることを目的としています。八幡平山頂レストハ

ウスでは１個５２０円で販売しております。

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。また、松尾八幡平

ビジターセンターにて各施設のパンフレット等も設置・配布しておりますのでご提供の

程宜しくお願い致します。

編集者のつぶやき・・・

先日、不思議な体験をしました。パソコンを使いすぎたせいか首の後ろが痛くなって寝たその夜、夢の

中に「フクロウ」が出てきました。そのフクロウが私の肩にとまり、つんつんと首をつつきました。翌朝

目が覚めると、スッキリとしていて首の痛みが消え体の調子がすこぶる良くなっていたのです！職場の方

から「フクロウは名前のようにをふっと苦労を吹いてくれるといわれることから縁起がいいんだよ」と聞

いたことがありました。毎日フクロウのお守りを持ち歩いていたのでそのお陰かな？不思議なことってあ

るんですねぇ♪ 【Ｔ】


