いわてＶＧ通信

り」に臨んだ。このツアー
は、 現役で 使用し ている
重要 文化財 ２１棟 を保有
し、 自らも イコモ ス２０
世紀 遺産で ある小 岩井農
場が 、バイ オマス 発電な
ど先 進の施 設も併 せて案
内す る人気 のツア ー。今

全員で記念撮影(小岩井農場・牛丸牛舎前)

電す る一方 で完熟 堆肥を
同時 製造す るバイ オマス
パワ ー施設 等を見 学し終
了。 ガイド は、農 場の今
昔を 多彩な 資料と ユーモ
アを 交えた 巧みな 話術で
魅了 し、「 初めて 見た場
内に びっく り。な つかし
さと大変さを思い出した。」
「今 まで見 たこと もない

農場内で発生の排泄物を発酵
ガス発電と肥料で循環利用

けな がら、 一路、 郊外を
抜け 小岩井 農場へ 。今回
のバ スは５ ５人乗 り大型
バス に２０ 名余り が二台
に分 乗、二 人掛け 座席に
一名 ずつが 交互に 着座す
る新 型コロ ナウィ ルス対
応乗 車も経 験。か わって
昼食 後の第 二研修 は、産
業観光まちづくり大賞
「観 光庁長 官賞」 など多
数受 賞のガ イド付 きバス
ツア ー「小 岩井農 場めぐ

和風ハンバーグ弁当

山麓館ランチタイム

【 発行 】 盛 岡 市 中ノ 橋 通 一 の 一 の
一〇プラザおでって４Ｆ
【 編集 】 岩 手 県 観光 ボ ラ ン テ ィ ア
ガイド連絡協議会事務局
（ 公 益 財 団法 人 盛 岡 観 光
コ ン ベ ンシ ョ ン 協 会 内 ）
担当：観光振興グループ

会員４３名が元気に研修
岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会恒例の「統一的研修会」が、去る
十一月十六日、今期のホストタウン、盛岡市を中心に開催。県内１２団体４
３名が集い、新型コロナウィルス対策のもとガイド研修に臨み旧交を温めた。

「牛はリラックスした
環境で育てるのが大切」

声が聞こえるので景色を見ながらゆっ
くり散策できた。」などの感想も聞か
れた。元々は空港や工場見学や登山な
ど、一定の人数を引率する場面用に開
発された機器で、通信距離は半径１０
０ｍ以内、電池は１５時間以上持続可
能、デジタル通信方式により音声は明
瞭で聞き取りやすい。また、通信は、
１６チャンネルから選べ、混雑する現
場で複数班混在のガイド時でも混信し
ない。◆問合せは、北日本通信株式会
社(盛岡市)✉morioka-1@kitanihon-t.
co.jp ☎019-652-5000 担当:菊地様

代の 川遊び 体験談 など、
この 地のガ イドな らでは
の話 も聞け た。都 会のガ
イド コース という 印象も
受けた。」などの感想も。
盛岡 ふるさ とガイ ド広報
班も 要所要 所で研 修風景
や集 合写真 などを 撮影。
交通 安全な どにも 配慮し
つつ 研修は 順調に 進行し
た。 前半の 第一研 修が終
了す ると、 一行は バスに
分乗 し、盛 岡城の 歴史に
つい ての車 中ガイ ドを受

駆け足でめぐった盛岡の旅

一日で２コース

や検 温など 一連の 受付を
済ま せた班 から順 次、出
発時 刻の９ 時３０ 分を合
図に 、第一 研修「 中津川
と盛 岡城コ ース」 に向け
て全 ４班に 分かれ 、盛岡
ふる さとガ イド引 率でツ
アー に出発 。この コース
は、 盛岡ふ るさと ガイド
Ａコ ース「 啄木・ 賢治青
春の道」と「岩手公園コー
ス」に手を加えた特別コー
ス。 一行は 各班ご とに新
渡戸 稲造生 家跡や 賢治の
井戸 清水、 更には 盛岡城
本丸 など、 中津川 両岸に
点在 する見 所を巡 り実地
研修。参加者からは、
「用 事で来 ること がある
盛岡 だが、 いつも はとん
ぼ返 り。今 日は、 ガイド
さん の中津 川での 子供時

ガイドもお客も安心

天候 の中、 午前９ 時前に
は県 内のボ ランテ ィアガ
イド 会員が 続々と 集合。
プラザおでって２Ｆロビー
特設 受付に て、手 指消毒

下の橋擬宝珠前にてガイドを受ける参加者

距離を保って

今 回の統 一的研 修は当
初７ 月実施 を見込 んで事
業計 画し、 施設手 配など
準備 に入っ ていた が、新
型コ ロナウ ィルス 感染症
第一 波等の 度重な る襲来
によ り、内 容と構 成を仕
切り 直し、 恒例で あった
総会 ・懇親 会を伴 う一泊
二日 の日程 を大幅 変更。
「盛 岡の代 表的な 周遊地
を盛 り込ん だ形で の研修
会と したい 」とい う盛岡
ふる さとガ イド側 の意向
をも とに調 整。当 初計画
に盛 り込ん だつな ぎ温泉
や盛 岡手づ くり村 を割愛
する などし 、７時 間の日
帰り 日程に 凝縮さ せ、よ
うやく実施に漕ぎ着けた。
統 一的研 修の当 日は曇
りに 時折陽 が差す 肌寒い

使ってみました！

今回は 、新型コロナウ ィ
ルス感 染症対策として 、
ガイド が客との一定の 距
離を保 ちながら明瞭な 音
声で引率できる無線機
「トラ ベルイヤホン」 を
体験す ることも大きな 目
玉の一 つ。最初はチャ ン
ネル合 わせや音量確認 な
どわず かに手間取った が
実際の路上街頭でのスムーズな聞き取
り・意思疎 通を参加者は体験した。
「最低音でも少し音量が高く感じるほ
どで、ガイドさんに近づかなくても音

施設 に感激 。建物 が今で
も現 役使用 という 点も驚
き。 」「地 元の宝 として
内外の方々に伝えたい。」
など 参加者 からは 大きな
反響があった。
この 後、バ スは盛 岡駅西
口バ スロー タリー を経由
し盛 岡市内 丸のも りおか
歴史 文化館 前に到 着、ツ
アー を散会 した参 加者ら
は再 会を約 束しつ つ、そ
れぞ れの帰 途につ いた。

回参 加の観 光ボラ ンティ
アガ イドに とって も、民
間の プロの ガイド を観察
し体 験する 好機と もなっ
た。 乗り込 んでき た小岩
井農 場のガ イドは 、明治
開拓 時代の コスチ ューム
で自 己紹介 。コー スは、
本部 棟から 始まり 、農場
誕生 由来の 旧網張 街道、
農場 生え抜 きの乳 牛を搾
乳す る上丸 牛舎、 天然冷
蔵庫 など、 重要文 化財群
をバ スに消 毒のシ ャワー
あとがき
を浴 びつつ 進行。 飼育さ
れる 動物の 排泄物 を微生
新型コロナウィルス感
物発酵させたガスで発
染症 の拡大 に翻弄 された
↙
事務 局業務 で、皆 様には
総会 、研修 会共に 大幅に
事業執行が遅れました事、
この 場をお 借りし お詫び
申上 げます 。本来 であれ
ば奥 座敷つ なぎ温 泉郷で
の楽 しい懇 親会な どお楽
しみ 頂きた かった のです
がお 赦し下 さい。 ワクチ
ン接 種等、 環境の 好転を
待ち つつ来 春から の東北
ディスティネーションキャ
ンペ ーンな ど大型 イベン
トに備えましょう。（Ｔ）

厳選した
素材で知
られる山
麓館農場
レストラ
ン名物の
和風ハン
バーグ弁
当。レス
トランはコロナ対策のた
め、アクリル仕切りの清
潔なテーブルでの会食。
全員まずは会話を慎み食
事に集中、「静かな」ラ
ンチタイムとなったが、
「ハンバーグがおいしく
おなかいっぱい食べるこ
とができた。」という声
もあり大好評でした。

自由放牧の牛舎は搾乳まで
一貫したルート設計

盛岡と小岩井で

コロナニモ負ケズ
距離を保ち明瞭案内
(画像:(株)エアサーブ)

トラベルイヤホンでコロナ対策を

農場内のガス発電施設

令和2年度統一的研修開催
注目
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