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やくらいシアター「星空とライトアップを楽しむ夕べ」開催報告 
令和２年 10月 11日（日）に開催を予定

していたやくらいシアター「星空とライト
アップを楽しむ夕べ」は天候の影響により
屋外・屋内の内容として 2回に分けて開催
しました。11日は手持の提灯を自分でデコ
レーションするワークショップを国際交流
協会と共催しました。町内在住の外国人の
方々が約 20名参加して下さり、完成した提
灯を持ってやくらいガーデン内を楽し気に
歩いておられる姿が印象的でした。 
雨天で延期した薬莱山登山道ライトアッ

プと星空観望会は 31日に開催。この日は数
年に一度のブルームーン、しかも晴天とい 
う事で大きく美しい月を眺めるのに絶好の日となりました。やくらいガーデンには 2,700人を超える来
場者が集い園内全体が大賑わい。星空観望会にも 150名を超える方が参加してくださいました。夜間ハ
イクには小学生からご高齢の方まで幅広い年代の方 43名が参加し、ライトアップされた登山道を各々
のペースで楽しんでいました。多くの方がイベント開催を望んでいたのだなと実感した日でした。 

今年度で第 4回を迎えたラーメンロ～ド加美町。今回は新店舗を一件加
えた 18店舗での開催となりました。賞品内容は全店制覇賞のオリジナル
どんぶり以外を一新し、地場産品に加え町内アクティビティ体験チケット
などをご用意。期間終了後も加美町で楽しんでいただけるよう工夫を凝ら
しました。またＳＮＳキャンペーンを同時開催し、キーワードを入れてＳ
ＮＳを発信した方にオリジナル缶バッチをプレゼントする企画も行い、大
変多くの方に情報発信していただく事が出来ました。応募総数は 704件、
内全店制覇数は 72件とコロナ禍も影響し昨年よりは減りましたが多くの
方に加美町をＰＲすることができました。 

開催しました！

星空観望会の様子

全店制覇賞の 
かみ～ごどんぶり 

令和 3年 4月 加美町観光まちづくり協会 第 7号 令和 3年 4月発行 

 4 
 

〇お世話になりました ～定年退職、任期満了のご挨拶～  
 令和 3年 3月末日をもちまして、２名が協会を離れることとなりました。 
事務員 高橋 強 
回覧板で募集チラシ「加美町を発信！観光で町を元気にする仕事です」
を見て応募し協会職員として４年間お世話になりました。加美町の情報発
信、イベントと目まぐるしくあっという間でした。町民、会員、協賛いた
だいた団体、イベントに協力いただいた皆様大変お世話になりました。今
後は町民、参加者として加美町を応援したいと思います。 
地域おこし協力隊 米津 岳 
 平成 30年 5月より約 3年間お世話になりました。移住したばかりで右
も左もわからない私に、観光・アウトドアという視点から色々なことを学
び、チャレンジさせて頂きました。とても充実した 3年間だったと思って
います。協会からは離れることとなりますが、町内には残りますので、継
続して協会事業を応援していきます。ありがとうございました。 
 

〇加美町観光まちづくり協会の会員募集のお知らせ 
加美町観光まちづくり協会は、加美町の豊かな自然、歴史、
文化等の観光資源を、地域の皆様、民間企業・団体・事業者、
町等との官民協働により最大限に活かし、交流人口の拡大や
地域経済の活性化等を図るために平成２７年度６月に誕生し
ました。是非、この趣旨にご賛同いただき、加美町の観光振
興、まちづくりの推進にお力をお貸しください。皆様のご入
会を心からお待ちしています。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】 
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベント

が中止・規模縮小となりました。観光まちづくり協会としても活動内容
が縮小される状況となり、できることを模索する一年だったように感じ
ています。令和 3年からは事務局もやくらいへ引越し、新たな事業にも
取り組む予定です。今後ともよろしくお願いします。 

～事務局職員紹介～ 
事務局長 鎌田 良一 
次  長 佐藤 法子 
事 務 員 鈴木 瞳 
 

発行：加美町観光まちづくり協会 〒981-4292加美町味ケ袋薬来原 1-76(薬師の湯食堂内) 
電話：0229-25-7550  ＦＡＸ：0229-25-7962  E-mail：kami-kankou@k-tap.org 

区分 正会員 賛助会員 

条件 
法人事業者 個人事業者 個人 

町内に住所又は事業
所を有する法人及び
団体 

町内に住所又は事
業所を有する個人 

町内に住所を有す
る個人 町外の方 

年会費(1口 1,000
円) 10口以上 5口以上 2口以上 3口以上 
議決権 あり なし 

 

会員数（令和３年３月 1日現在） 
法人事業者 74団体 
個人事業者 31団体 
個人 33名 
特別会員 2団体 
賛助会員 3団体 
名誉会員 1名 
合計 144会員 
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72団体
24 団体
27 名　
2団体
3団体
1名　

129 会員

年会費
（1口1,000円)

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベント
が中止・規模縮小となりました。観光まちづくり協会としても活動が縮
小される状況となり、できることを模索しながら活動した一年間でした。
令和 3年度から、事務局をやくらいへ引越し、新たな事業にも取り組む
予定です。今後ともよろしくお願いします。
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新型コロナウイルス感染症対策関連の取り組みについて 
令和 2年度当初、新型コロナウイルス感染症の猛威により、国では緊急事態宣言が発令され町内にお
いても大きな影響がありました。当協会でも町内飲食店事業者への支援として「お店の味を自宅で味わ
おう！！」加美町内出前・テイクアウト・弁当提供店のご紹介を行いました。町内飲食店にて出前やテ
イクアウトを行っている店舗を一覧にまとめ協会のホームページにて発信するという内容です。こちら
のページは大変多くの方に閲覧いただきご活用いただいています。また、感染症拡大防止対策への取り
組みとして 3密ポスターを作成し、各公共施設や飲食店、量販店等に配布し張り出していただきまし
た。多くの方に注意喚起を促すことができました。まだ予断を許さない日々ではありますが、一歩ずつ
町が前進できるように当協会として出来る活動に取り組んでいきたいと思います。

春に続いてモンベルのWEBショップ「モンベルフレンドマーケ
ットご当地セレクト」に期間限定出品しました。今回は昨年販売し
た自宅でできるミニ臼の餅つきセットの他にも、間伐材を利活用し
た薪とミニトーチ、オリジナルトーチ台のセットや鴨鍋セット、酒
粕を使った鍋のセットなど多種類の商品を販売しました。ミニ臼セ
ットは 50個完売、鴨肉セットも販売終了するなど大人気で終えてい
ます。ミニトーチセットは「加美の薪セット」として、モンベル
WEBサイトにて通年販売に加えて、ふるさと納税返礼品にも登録し
継続してご注文を頂いています。今後も継続的に町を PRできる新商
品の開発・販売を進めていきたいと思います。 

観光まちづくり協会事務局移転のお知らせ  
令和 3年 4月 1日より、加美町役場 3階からやくらい薬師の湯内「キッチン木かげ」横に移転しま

した。観光振興イベント等の企画に加え、やくらい地区にいらっしゃる方々への観光案内を担う事で、
町内全域への観光振興に繋げる考えです。やくらい薬師の湯にお越しの際は是非お立ち寄りください。

モンベルご当地セレクトとふるさと納税に出品しました

やくらいおろし鴨鍋 豚しゃぶ粕味噌鍋 ミニトーチとかみ～ごトーチ台
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【8月 12日】 
未来へのプロムナード                    
加美町中新田の花楽小路では、毎年８月１２日に迎え火を焚きご先祖さまを
お迎えする「盆火祭り」を行っています。本年はコロナ禍の影響により祭り
も迎え火も中止となりました。そこで 2020年は灯籠を並べご先祖様をお迎
えすることとなりました。当日は美しい灯篭が並ぶ中、来場された方々各々
でご先祖様を偲びながら歩かれていました。 

【9月 19日、20日】 
千古の森でキャンプ体験と幻の青い沼体験ツアー        
千古の森キャンプ場は大きな沼と見渡す限りの大自然に囲まれています。一
日目は、テント設営を行い、マウンテンバイクやカヌ―体験。参加者みんな
で作った鴨鍋等の晩御飯は絶品でした。二日目は幻の青い沼探検トレッキン
グへ。適度にアップダウンのあるトレッキングコースを抜け見えてきた青い
沼は正に非日常的で、参加者一同神秘的な風景に感動していました。 

【10月 4日】 
サイクルフェスタ２０２０                  
規模を縮小した屋外のサイクルイベントとして企画しました。加美町の史跡
を巡る「歴史めぐりコース」とやくらいを満喫する「やくらいジンギスカン
コース」の 2つを実施し、10名を超える方に参加して頂きました。当日は
「ロードバイクメンテナンス講習会」や「ハンドバイク体験会」「レンタサイ
クル試乗体験会」も同時開催し、自転車の魅力に触れる一日となりました。 

【2月 7日、11日、13日、20日】 
スノーシュー体験                      
初心者がスノーシュー（西洋かんじき）を使用し、参加しやすい企画とし
て、「荒沢の雪原で初めてのスノーシュー体験をしよう！」と「やくらいガー
デンで雪遊び」の計４回開催。スノーシューの履き方、歩き方のレクチャー
を行いました。薬師の湯の入館券をセットにし、加美町の食材を使った野菜
大盛りの豚汁やお菓子をご提供しました。参加者は、「今度はレンタルを自分
で行い、また加美町に遊びに来たい」とおっしゃっていただきました。 

その他 活動報告（抜粋） 
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が発令され町内においても大きな影響がありました。当協会でも町内飲食店事業者
への支援として「お店の味を自宅で味わおう！！」加美町内出前・テイクアウト・
弁当提供店の紹介を行いました。町内飲食店にて出前やテイクアウトを行っている
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に配布し貼り出していただきました。多くの方に注意喚起を促すことができました。
継続して感染症防止対策に取り組んでまいります。

観光まちづくり協会事務局移転のお知らせ
　令和３年４月１日から、やくらい薬師の湯内「キッチン木かげ」横に移転しました。観光振興イベ
ント等の企画に加え、やくらい地区にいらっしゃる方々への観光案内を担う事で、町内全域への観光
振興に繋げてまいります。やくらい薬師の湯にお越しの際は是非お立ち寄りください。

　春に続いてモンベルのWEBショップ「モンベルフレンドマーケ
ットご当地セレクト」に期間限定出品しました。今回は昨年販売
した自宅でできるミニ臼の餅つきセットの他にも、間伐材を利活
用した薪とミニトーチ、オリジナルトーチ台のセット、鴨鍋セッ
トや酒粕を使った鍋のセットなど多くの商品を販売しました。ミ
ニ臼セットは50個完売、鴨肉セットも販売終了するなど大人気で
終えています。ミニトーチセットは「加美の薪セット」として、
モンベルWEBサイトにて通年販売に加えて、ふるさと納税返礼品
にも登録し継続してご注文を頂いています。今後も継続的に町を
PRできる新商品の開発・販売を進めていきたいと思います。

その他  活動報告テイクアウト・弁当提供紹介 新型コロナウイルス感染症対策関連の取り組みについて

協会で作成した出前・テイクアウト提供店一覧表

注意喚起ポスター

　加美町中新田の花楽小路では、毎年８月12日に迎え火を焚きご先祖さま
をお迎えする「盆火祭り」を行っていましたが、本年はコロナ禍の影響に
より祭りも迎え火も中止となりました。そこで2020年は中新田地区商店街
のみなさんが灯籠を並べご先祖様をお迎えしました。当日は美しい灯籠が
並ぶ中、来場された方各々がご先祖様を偲びながら歩かれていました。

未来へのプロムナード【8月12日】

　屋外のサイクルイベントを規模を縮小して企画しました。加美町の史跡を
巡る「歴史めぐりコース」とやくらいを満喫する「やくらいジンギスカンコ
ース」の２コースに、10名を超える方に参加して頂きました。当日は「ロー
ドバイクメンテナンス講習会」、「ハンドバイク体験会」や「レンタサイク
ル試乗体験会」も同時開催し、自転車の魅力に触れた一日となりました。

サイクルフェスタ２０２０【10月4日】

　初心者向けのスノーシュー（西洋かんじき）体験を計４回開催しました。
「荒沢の雪原で初めてのスノーシュー体験をしよう！」と「やくらいガーデ
ンで雪遊び」をテーマに、冬のやくらい地区を楽しんでいただきました。薬
師の湯の入館券をセットにし、加美町の食材を使った野菜たっぷりの豚汁や
お菓子をご提供しました。参加者は、「今度はレンタルを自分で行い、また
加美町に遊びに来たい」とおっしゃっていただきました。

スノーシュー体験【2月7日、11日、13日、20日】

　千古の森キャンプ場は大きな沼と見渡す限りの大自然に囲まれています。
一日目は、テント設営を行い、マウンテンバイクやカヌー体験。参加者みん
なで作った鴨鍋等の晩御飯は絶品でした。二日目は幻の青い沼探検トレッキ
ングへ。適度にアップダウンのあるトレッキングコースを抜け見えてきた青
い沼は正に非日常的で、参加者一同神秘的な風景に感動していました。

千古の森でキャンプ体験と幻の青い沼体験ツアー【9月19日、20日】
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【8月 12日】 
未来へのプロムナード                    
加美町中新田の花楽小路では、毎年８月１２日に迎え火を焚きご先祖さまを
お迎えする「盆火祭り」を行っています。本年はコロナ禍の影響により祭り
も迎え火も中止となりました。そこで 2020年は灯籠を並べご先祖様をお迎
えすることとなりました。当日は美しい灯篭が並ぶ中、来場された方々各々
でご先祖様を偲びながら歩かれていました。 

【9月 19日、20日】 
千古の森でキャンプ体験と幻の青い沼体験ツアー        
千古の森キャンプ場は大きな沼と見渡す限りの大自然に囲まれています。一
日目は、テント設営を行い、マウンテンバイクやカヌ―体験。参加者みんな
で作った鴨鍋等の晩御飯は絶品でした。二日目は幻の青い沼探検トレッキン
グへ。適度にアップダウンのあるトレッキングコースを抜け見えてきた青い
沼は正に非日常的で、参加者一同神秘的な風景に感動していました。 

【10月 4日】 
サイクルフェスタ２０２０                  
規模を縮小した屋外のサイクルイベントとして企画しました。加美町の史跡
を巡る「歴史めぐりコース」とやくらいを満喫する「やくらいジンギスカン
コース」の 2つを実施し、10名を超える方に参加して頂きました。当日は
「ロードバイクメンテナンス講習会」や「ハンドバイク体験会」「レンタサイ
クル試乗体験会」も同時開催し、自転車の魅力に触れる一日となりました。 

【2月 7日、11日、13日、20日】 
スノーシュー体験                      
初心者がスノーシュー（西洋かんじき）を使用し、参加しやすい企画とし
て、「荒沢の雪原で初めてのスノーシュー体験をしよう！」と「やくらいガー
デンで雪遊び」の計４回開催。スノーシューの履き方、歩き方のレクチャー
を行いました。薬師の湯の入館券をセットにし、加美町の食材を使った野菜
大盛りの豚汁やお菓子をご提供しました。参加者は、「今度はレンタルを自分
で行い、また加美町に遊びに来たい」とおっしゃっていただきました。 

その他 活動報告（抜粋） 
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粕を使った鍋のセットなど多種類の商品を販売しました。ミニ臼セ
ットは 50個完売、鴨肉セットも販売終了するなど大人気で終えてい
ます。ミニトーチセットは「加美の薪セット」として、モンベル
WEBサイトにて通年販売に加えて、ふるさと納税返礼品にも登録し
継続してご注文を頂いています。今後も継続的に町を PRできる新商
品の開発・販売を進めていきたいと思います。 

観光まちづくり協会事務局移転のお知らせ  
令和 3年 4月 1日より、加美町役場 3階からやくらい薬師の湯内「キッチン木かげ」横に移転しま

した。観光振興イベント等の企画に加え、やくらい地区にいらっしゃる方々への観光案内を担う事で、
町内全域への観光振興に繋げる考えです。やくらい薬師の湯にお越しの際は是非お立ち寄りください。

モンベルご当地セレクトとふるさと納税に出品しました

やくらいおろし鴨鍋 豚しゃぶ粕味噌鍋 ミニトーチとかみ～ごトーチ台
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　令和２年度当初、新型コロナウイルス感染症の猛威により、国では緊急事態宣言
が発令され町内においても大きな影響がありました。当協会でも町内飲食店事業者
への支援として「お店の味を自宅で味わおう！！」加美町内出前・テイクアウト・
弁当提供店の紹介を行いました。町内飲食店にて出前やテイクアウトを行っている
店舗を一覧にまとめ協会のホームページにて発信するという内容です。こちらのペ
ージは大変多くの方に閲覧いただきご活用いただいています。また、感染症拡大防
止対策への取り組みとして3密ポスターを作成し、各公共施設や飲食店、量販店等
に配布し貼り出していただきました。多くの方に注意喚起を促すことができました。
継続して感染症防止対策に取り組んでまいります。

観光まちづくり協会事務局移転のお知らせ
　令和３年４月１日から、やくらい薬師の湯内「キッチン木かげ」横に移転しました。観光振興イベ
ント等の企画に加え、やくらい地区にいらっしゃる方々への観光案内を担う事で、町内全域への観光
振興に繋げてまいります。やくらい薬師の湯にお越しの際は是非お立ち寄りください。

　春に続いてモンベルのWEBショップ「モンベルフレンドマーケ
ットご当地セレクト」に期間限定出品しました。今回は昨年販売
した自宅でできるミニ臼の餅つきセットの他にも、間伐材を利活
用した薪とミニトーチ、オリジナルトーチ台のセット、鴨鍋セッ
トや酒粕を使った鍋のセットなど多くの商品を販売しました。ミ
ニ臼セットは50個完売、鴨肉セットも販売終了するなど大人気で
終えています。ミニトーチセットは「加美の薪セット」として、
モンベルWEBサイトにて通年販売に加えて、ふるさと納税返礼品
にも登録し継続してご注文を頂いています。今後も継続的に町を
PRできる新商品の開発・販売を進めていきたいと思います。

その他  活動報告テイクアウト・弁当提供紹介 新型コロナウイルス感染症対策関連の取り組みについて

協会で作成した出前・テイクアウト提供店一覧表

注意喚起ポスター

　加美町中新田の花楽小路では、毎年８月12日に迎え火を焚きご先祖さま
をお迎えする「盆火祭り」を行っていましたが、本年はコロナ禍の影響に
より祭りも迎え火も中止となりました。そこで2020年は中新田地区商店街
のみなさんが灯籠を並べご先祖様をお迎えしました。当日は美しい灯籠が
並ぶ中、来場された方各々がご先祖様を偲びながら歩かれていました。

未来へのプロムナード【8月12日】

　屋外のサイクルイベントを規模を縮小して企画しました。加美町の史跡を
巡る「歴史めぐりコース」とやくらいを満喫する「やくらいジンギスカンコ
ース」の２コースに、10名を超える方に参加して頂きました。当日は「ロー
ドバイクメンテナンス講習会」、「ハンドバイク体験会」や「レンタサイク
ル試乗体験会」も同時開催し、自転車の魅力に触れた一日となりました。

サイクルフェスタ２０２０【10月4日】

　初心者向けのスノーシュー（西洋かんじき）体験を計４回開催しました。
「荒沢の雪原で初めてのスノーシュー体験をしよう！」と「やくらいガーデ
ンで雪遊び」をテーマに、冬のやくらい地区を楽しんでいただきました。薬
師の湯の入館券をセットにし、加美町の食材を使った野菜たっぷりの豚汁や
お菓子をご提供しました。参加者は、「今度はレンタルを自分で行い、また
加美町に遊びに来たい」とおっしゃっていただきました。

スノーシュー体験【2月7日、11日、13日、20日】

　千古の森キャンプ場は大きな沼と見渡す限りの大自然に囲まれています。
一日目は、テント設営を行い、マウンテンバイクやカヌー体験。参加者みん
なで作った鴨鍋等の晩御飯は絶品でした。二日目は幻の青い沼探検トレッキ
ングへ。適度にアップダウンのあるトレッキングコースを抜け見えてきた青
い沼は正に非日常的で、参加者一同神秘的な風景に感動していました。

千古の森でキャンプ体験と幻の青い沼体験ツアー【9月19日、20日】
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やくらいシアター「星空とライトアップを楽しむ夕べ」開催報告 
令和２年 10月 11日（日）に開催を予定

していたやくらいシアター「星空とライト
アップを楽しむ夕べ」は天候の影響により
屋外・屋内の内容として 2回に分けて開催
しました。11日は手持の提灯を自分でデコ
レーションするワークショップを国際交流
協会と共催しました。町内在住の外国人の
方々が約 20名参加して下さり、完成した提
灯を持ってやくらいガーデン内を楽し気に
歩いておられる姿が印象的でした。 
雨天で延期した薬莱山登山道ライトアッ

プと星空観望会は 31日に開催。この日は数
年に一度のブルームーン、しかも晴天とい 
う事で大きく美しい月を眺めるのに絶好の日となりました。やくらいガーデンには 2,700人を超える来
場者が集い園内全体が大賑わい。星空観望会にも 150名を超える方が参加してくださいました。夜間ハ
イクには小学生からご高齢の方まで幅広い年代の方 43名が参加し、ライトアップされた登山道を各々
のペースで楽しんでいました。多くの方がイベント開催を望んでいたのだなと実感した日でした。 

今年度で第 4回を迎えたラーメンロ～ド加美町。今回は新店舗を一件加
えた 18店舗での開催となりました。賞品内容は全店制覇賞のオリジナル
どんぶり以外を一新し、地場産品に加え町内アクティビティ体験チケット
などをご用意。期間終了後も加美町で楽しんでいただけるよう工夫を凝ら
しました。またＳＮＳキャンペーンを同時開催し、キーワードを入れてＳ
ＮＳを発信した方にオリジナル缶バッチをプレゼントする企画も行い、大
変多くの方に情報発信していただく事が出来ました。応募総数は 704件、
内全店制覇数は 72件とコロナ禍も影響し昨年よりは減りましたが多くの
方に加美町をＰＲすることができました。 

開催しました！

星空観望会の様子

全店制覇賞の 
かみ～ごどんぶり 
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〇お世話になりました ～定年退職、任期満了のご挨拶～  
 令和 3年 3月末日をもちまして、２名が協会を離れることとなりました。 
事務員 高橋 強 
回覧板で募集チラシ「加美町を発信！観光で町を元気にする仕事です」
を見て応募し協会職員として４年間お世話になりました。加美町の情報発
信、イベントと目まぐるしくあっという間でした。町民、会員、協賛いた
だいた団体、イベントに協力いただいた皆様大変お世話になりました。今
後は町民、参加者として加美町を応援したいと思います。 
地域おこし協力隊 米津 岳 
 平成 30年 5月より約 3年間お世話になりました。移住したばかりで右
も左もわからない私に、観光・アウトドアという視点から色々なことを学
び、チャレンジさせて頂きました。とても充実した 3年間だったと思って
います。協会からは離れることとなりますが、町内には残りますので、継
続して協会事業を応援していきます。ありがとうございました。 
 

〇加美町観光まちづくり協会の会員募集のお知らせ 
加美町観光まちづくり協会は、加美町の豊かな自然、歴史、
文化等の観光資源を、地域の皆様、民間企業・団体・事業者、
町等との官民協働により最大限に活かし、交流人口の拡大や
地域経済の活性化等を図るために平成２７年度６月に誕生し
ました。是非、この趣旨にご賛同いただき、加美町の観光振
興、まちづくりの推進にお力をお貸しください。皆様のご入
会を心からお待ちしています。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】 
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベント

が中止・規模縮小となりました。観光まちづくり協会としても活動内容
が縮小される状況となり、できることを模索する一年だったように感じ
ています。令和 3年からは事務局もやくらいへ引越し、新たな事業にも
取り組む予定です。今後ともよろしくお願いします。 

～事務局職員紹介～ 
事務局長 鎌田 良一 
次  長 佐藤 法子 
事 務 員 鈴木 瞳 
 

発行：加美町観光まちづくり協会 〒981-4292加美町味ケ袋薬来原 1-76(薬師の湯食堂内) 
電話：0229-25-7550  ＦＡＸ：0229-25-7962  E-mail：kami-kankou@k-tap.org 

区分 正会員 賛助会員 

条件 
法人事業者 個人事業者 個人 

町内に住所又は事業
所を有する法人及び
団体 

町内に住所又は事
業所を有する個人 

町内に住所を有す
る個人 町外の方 

年会費(1口 1,000
円) 10口以上 5口以上 2口以上 3口以上 
議決権 あり なし 

 

会員数（令和３年３月 1日現在） 
法人事業者 74団体 
個人事業者 31団体 
個人 33名 
特別会員 2団体 
賛助会員 3団体 
名誉会員 1名 
合計 144会員 
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　令和２年10月11日（日）に開催を予定し
ていたやくらいシアター「星空とライトア
ップを楽しむ夕べ」は、天候の影響により
屋外・屋内の内容として11日と31日の２日
に分けて開催しました。11日は、手持の提
灯を自分でデコレーションするワークショ
ップを国際交流協会と共催しました。町内
在住の外国人の方々が約20名参加して下さ
り、完成した提灯を持ってやくらいガーデ
ン内を楽し気に歩く姿が印象的でした。
　31日は、雨天で延期した薬莱山登山道ラ
イトアップと星空観望会を開催。この日は
数年に一度のブルームーン、しかも晴天と
いう事で大きく美しい月を眺めるのに絶好の日となりました。やくらいガーデンには2,700人を超える
来場者が集い園内全体が大賑わい。星空観望会にも150名を超える方が参加してくださいました。夜間
ハイクには小学生からご高齢の方まで幅広い年代の方43名が参加し、ライトアップされた登山道を
各々のペースで楽しんでいました。多くの方がイベント開催を望んでいたのだなと実感した日でした。

　今年度で第４回を迎えたラーメンロ～ド加美町。今回は新店舗を一件加
えた18店舗での開催となりました。賞品は、全店制覇賞のオリジナルどん
ぶり以外を一新し、地場産品に加え町内アクティビティ体験チケットなど
を用意。期間終了後も加美町で楽しんでいただけるよう工夫を凝らしまし
た。応募総数は704件、うち全店制覇数は72件とコロナ禍も影響し昨年よ
りは減りましたが加美町をＰＲすることができました。
　またＳＮＳキャンペーンを同時開催し、キーワードを入れてＳＮＳを発
信した方にオリジナル缶バッチをプレゼントする企画も行い、多くの方に
情報発信していただく事が出来ました。
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　加美町観光まちづくり協会は、加美町の豊かな自然、歴史、
文化等の観光資源を、地域の皆様、民間企業・団体・事業者、
町等との官民協働により最大限に活かし、交流人口の拡大や
地域経済の活性化等を図るため、平成２７年度６月に誕生し
ました。是非、この趣旨にご賛同いただき、加美町の観光振
興、まちづくりの推進にお力をお貸しください。皆様のご入
会を心からお待ちしています。

72団体
24 団体
27 名　
2団体
3団体
1名　

129 会員

年会費
（1口1,000円)

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベント
が中止・規模縮小となりました。観光まちづくり協会としても活動が縮
小される状況となり、できることを模索しながら活動した一年間でした。
令和 3年度から、事務局をやくらいへ引越し、新たな事業にも取り組む
予定です。今後ともよろしくお願いします。


