平成２５年６月１１日

山形県観光交流課発行

朝日町出身の佐竹です。山形では、いよいよさ
くらんぼシーズン到来！朝日町にも旬の味覚
が一杯です。皆さんぜひ遊びにきてください！

「山形日和。
」観光キャンペーン
2013．6．15～2013．9．14

『日本一さくらんぼ祭り』開催！！

6/22

土

6/23

日

「やまがた日和。
」観光キャンペーンのひとつとして日本一さくらんぼ祭りを
開催します。
山形に来てみんなで一緒に“元気”になりましょう！
★文翔館前
6 月 22 日（土）11:00～19:00
●オープニングセレモニー 11:00～
●さくらんぼグッズコンテスト 11:00～15:00
●「朝倉さや」さんミニライブ ①12:00～ ②14:00～
●スイーツアイデアコンテスト
6 月 23 日（日）11:00～17:00
●「朝倉さや」さんミニライブ ①11:00～ ②15:00～
●山形名物 流しさくらんぼ
●ダンスレッスン ①14:00～ ②16:15～
●ダンス SHOW 13:00～16:15

23 日・24 日両日
●「さくらんぼマルシェ」では、新鮮なさくらんぼや県産品、さくらんぼ関連グッズの販売
●ご当地グルメ（山形県・秋田県のご当地グルメが集合）
★山形市七日町大通り[歩行者天国]
6 月 22 日（土）11:00～19:00（一部 16:00 まで）
●神輿渡御：さくらんぼ御輿、山形神輿連絡会、寒河江神輿會による神輿渡御
●山形グルメ・お買い物ゾーン：県産農林水産物や加工品の美味しい食の販売、東北六県コーナー
●ダンスレッスン・ダンスコンテスト・ダンス SHOW
●山形ファッションショー
●民俗芸能のつどい：山形の伝統芸能の実演
●伝統工芸品展示販売
●スポーツ交流ゾーン：スポーツ選手との交流や体験等
●学生パフォーマンスステージ
●みんなで作ろう「やまがたすこだまロール」
：さくらんぼ等の果物が詰まったロールケーキ作り
両日会場内でスタンプラリーが開催されます。スタンプを集めて豪華賞品をゲットしよう！
※22 日（土）は、県庁⇔文翔館の間で無料シャトルバスが運行されますのでご利用ください。

山形 DC に向け新潟ＤＣの全国宣伝販売促進会議に参加しました！
平成２６年春にＤＣを開催する新潟県で、全国の旅行会社の商品造成担当者等を
対象に開催された全国宣伝販売促進会議に参加しました。
全体会議は、各プレゼンターが映像を交えながら新潟の魅力をプレゼンテーショ
ンする形式で行われ、別会場の観光・物産ＰＲコーナーでは、新潟県内７エリアの
観光情報や物産の紹介のほか、新潟の食及びものづくり等
の実演コーナーが設置されていたのに加え、各ブースを回
るスタンプラリーが実施されていました。レセプション会場では、新潟の地元食材
を使った料理に加え、新潟の郷土料理、地酒、ご当地グルメの屋台が並び、燕市の
研磨技術を生かしたグラスでのビール飲み比べコーナーなど、地元の工業製品の宣
伝も行われていました。また、翌日からは７コースに分かれてのエキスカーション
（地元の観光資源について実際に見て体験する形式の視察）が実施され、旅行商品
の造成に向け、地元関係者から旅行会社等に新潟の観光資源のアピールが行われま
した。
今回の新潟の事例を参考にし、
「山形デスティネーションキャン
ペーン」の全国宣伝販売促進会議（8/28～8/30）では、山形県
の観光資源をより魅力的に伝えられるようにしていきます。
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首都圏旅行会社向けキャラバンに行ってきました！
６月１５日（土）からスタートする「山形日和。
」観光キャンペーンの観光誘客
キャラバンを、首都圏旅行会社（5/16～17）
、首都圏 JR８駅（5/23～24）及
び南東北 JR３駅（5/27）を対象に実施しました。
首都圏旅行会社等対象キャラバンは、企画広報、誘客対策の両委員長と六社協を
中心としたキャラバン隊が、首都圏の大手旅行会社・航空会社等や新聞社を訪問し
キャンペーンの特徴や期間中の見どころ、観光素材等を説明し、商品造成の依頼を
しました。全員が「きてけろくん」の水色のハッピを着て、
「きてけろくん」のＰＲ
とパンフレット等への使用をお願いし、各訪問先では、
「やわらかい感じでとても良
い」
、
「早く着ぐるみが見たい」
、
「ぜひ活用させてもらう」等大好評でした。
首都圏と南東北の JR 駅対象キャラバンでは、
「きてけ
ろくん」ハッピを着たキャラバン隊が、駅構内でパンフ
レットや「きてけろくん」グッズを配布し、山形の観光
を PR しました。
「やまがた女将会」の女将もキャラバンに参加し、山形の温泉等
の観光資源の PR を行いました。
配布したパンフレット、グッズは好評で、駅によっては 30～40 分でなくなる
ところもあり、山形の観光に対する関心の高さが伺えました。

山寺御開帳
平成 25 年４月 27 日(土)から平成 25 年５月 31 日(金)までの期間、国指定重要文化財の立石寺根本中
堂に安置されている慈覚大師が自ら彫り込んだとされる薬師如来坐像が、50 年ぶり
に御開帳されました。
４月 27 日（土）は、芭蕉記念館から根本中堂まで、冠や烏帽子を身に着けた稚児
行列がねり歩き、到着後、開闢（かいびゃく）法要が執り
行われました。法要後、御本尊が御開帳され、待ちわびて
いた、たくさんの人がその姿を御覧になりました。
御開帳の期間以外にも 6 月 13 日(木)、7 月 14 日(日)、8 月 4 日(日)と 10 月
20 日(日)に御開扉されます。
まだ御覧になっていない方は、この機会に是非お出掛け下さい。

台湾旅行会社等の招請事業を実施しました！
日本航空台北支店が企画・販売する、山形空港と羽田空港の国内定期便を活用した台湾からの旅行商品の
販売促進のため、日本航空台北支店と連携し、５月１３日（月）から５月１６日（木）までの日程で、旅行
会社や航空会社、メディアを台湾から招請しました。
一行は、１３日の午前中に台湾を出発し、羽田空港を経由し夕方山形へ到着。さくらんぼ狩り体験や山寺
の視察を行いました。翌日以降は、銀山温泉、最上川舟下り、蔵王お釜や蔵王スカイケーブルなどを視察し、
商品に入れる内容を実際に体験、確認いただきました。
日本航空台北支店には、今回の視察をもとに本県への旅行商品を造成いただき、５月２４日（金）から
２７日（月）まで台湾で開催された台北国際観光博覧会において販売していただいたところです。
山形県としましては、今後も海外からのさらなる誘客に努めてまいります。

山形空港で招請者の皆さんを歓迎

造成した商品

さくらんぼ狩り視察
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「Japan-ASEAN Travel Mart 2013」での山形ＰＲ
平成 25 年５月 17 日
（金）
にグランドプリンスホテル新高輪で開催された
「Japan-ASEAN Travel Mart
2013」に参加し、東南アジアの旅行会社の方々に山形ＰＲをしてまいりました。この「Japan-ASEAN
Travel Mart 2013」は、日本 ASEAN 友好 40 周年を記念して初めて開催されたもので、東南アジア６
カ国の旅行会社約 100 社と、国内の自治体、旅館・ホテル関係者など約 200 団体が参加しました。
各社とも山形への認知度は低く、東京や仙台からのアクセスからの説明となりましたが、山形が舞台のド
ラマ「おしん」を話題に出すとほとんどの方が知っており、知名度向上のためには、今年１０月に公開され
る映画「おしん」も前面に出してＰＲしていくことが最も有効ではと感じたところです。
また、同日、品川プリンスホテルで開催された「ムスリム・ツーリズムセミナー」では、ムスリム圏旅行
者のニーズ、受け入れ側の注意事項等について説明があり、ハラル（イスラム法上で食べることが許される
もの）に対応した弁当の試食も行われました。
今後も、有望とされる東南アジアからの誘客に向けて、積極的なＰＲを進めてまいります。

山形県ブース

商談の様子

ﾑｽﾘﾑ･ﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾐﾅｰ

ハラル弁当

山形デスティネーションキャンペーン推進協議会の動き
【５月１０日（金）第２回事業推進会議、第４回企画広報委員会及び第４回誘客対策委員会】
・企画広報委員会の所掌事務の進捗状況について
・誘客対策委員会の所掌事務の進捗状況について
【５月２１日（火）第３回『山形日和。
』観光キャンペーンガイドブック等編集会議】
・地域別ガイドブックの内容について
・ポスター（第２回以降）の内容について
【５月２２日（水）理事会、総会】
・平成２４年度事業実績（案）及び収支決算（案）について
・平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
山形ご当地グルメフェスティバル

2013

in かほく

食（ご当地グルメ）を通したまち
おこし、まちづくり活動に取組む団
体が、地域のご当地グルメを実演販
売する「山形ご当地グルメフェステ
ィバル 2013in かほく」が開催され
ます。山形県内団体のほか「石巻茶
色い焼きそばアカデミー」など出展
します。
【開催日時】 7 月 13 日（土）
・14 日（日）
午前 10 時～午後 3 時
【開催場所】 河北町サハトべに花駐車場
【お問合せ】 山形ご当地グルメまちづくり協議会
事務局（東根市観光物産協会）
℡0237-41-1200

県立博物館企画展「最上川流域の文化と景観」
ただ今、県立博物館では、山形県
の母なる川「最上川」をテーマとし
た企画展が開催されております。
この機会に最上川の歴史や文化に
触れてみてはいかがでしょうか。
【開催日時】7 月 15 日（月）まで
午前 9 時～午後 4 時 30 分
【開催場所】山形県立博物館
【企画展期間中の関連催事】
・6 月 22 日（土）
記念講演会「地域の文化と自然を活かす観光」
・7 月 15 日（月）紅花染め体験
【お問合せ】山形県立博物館 ℡023-645-1111
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山形県内さくらんぼ情報
山形県作柄検討委員会より、5 月 30 日に今年の収穫量予想が平年並みと公表されました。
―収穫期の見込みー
●佐藤錦 一部で色付き始めてきましたが、収穫まではもうしばらくお待ちください。
6 月中旬頃から始まり、収穫盛期は、前年度より３日程度遅い６月２９日頃と見込まれます。
●紅秀峰 7 月上旬頃から始まり、収穫盛期は、前年度より３日程度遅い 7 月 7 日頃と見込まれます。
各地の生育状況及び開園状況につきましては、観光ポータルサイト「やまがたへの旅」をご覧ください。
「さくらんぼ狩りに行こう」http://yamagatakanko.com/log/?l=272481

イベント情報
◆ 6 月 1 日（土）～9 月 30 日（月）
・くちびる美人コンテスト（天童市／天童温泉協同組合：TEL023-653-6146）
◆ 6 月 8 日（土）～1３日（木）
・第 44 回植木・金魚まつり（庄内町余目・ショッピングモールアピア／庄内町観光協会：TEL0234-42-2922）
◆ 6 月 15 日（土）～17 日（月）
・ひらた植木まつり（平田総合支所前イベント会場／酒田観光物産協会平田支部：TEL0234-52-3915）
◆ 6 月 16 日（日）
・さくらんぼ種飛ばしジャパングランプリ（東根市役所庁舎南側・市民広場／東根市商工観光課：TEL0237-42-1111）
・第 28 回全国さくらんぼの種吹きとばし大会（チェリーランドさがえイベント会場／
寒河江市さくらんぼ観光課：TEL0237-86-2111）
◆ 6 月 22 日（土）～7 月 31 日（水）
・小野川温泉ほたるまつり（米沢市小野川温泉街／小野川温泉旅館組合：TEL0238-32-2740）
◆ 6 月 22 日（土）～23 日（日）
・国際ノルディックウォーク in 湯野浜（22 日湯の浜温泉・23 日羽黒山随神門／
湯野浜温泉観光協会：TEL0235-75-2258）
・鈍翁茶会（山形市東原町／鈍翁茶会実行委員会事務局：TEL023-622-3692）
◆ 6 月 23 日（日）
・舟唄健康マラソン大会（大江町本郷／大江町体育協会：TEL0237-62-3663）
・道の駅たかはたまつり「さくらんぼフェア」
（高畠町安久津／道の駅たかはた：TEL0238-52-5433）
・うまイカ・干しイカ・イカまつり（鶴岡市鼠ヶ関弁天島前イベント会場／あつみ観光協会：TEL0235-43-3547）
・自衛隊駐とん地祭（東根市神町／東根市商工観光課：TEL023-42-1111）
◆ 6 月 28 日（金）
・とれたて！お魚夕市（鶴岡市鼠ヶ関／鼠ヶ関地域協議会「蓬莱塾」：TEL0235-44-2112）
◆ 6 月 30 日（日）
・大祓夏越祭（大宮子易両神社）
（小国町大宮／大宮子易両神社：TEL0238-62-2347）
・第 30 回正調最上川舟唄全国大会（大江町民ふれあい会館／正調最上川舟唄全国大会事務局：TEL0237-62-2139）
・夏の大祓い「茅の輪くぐり」
（天童市天童／建勲神社：TEL023-653-0289）

花まつりイベント
◆ ６月１日（土）～１５日（土）
・しゃくやく祭り（諏訪神社芍薬苑）
（南陽市 諏訪神社／しゃくやく祭り実行委員会（諏訪神社）
：℡0238-49-2307）
◆ ６月１日（土）～７月７日（日）
・南陽のバラまつり（南陽市双松公園／南陽市観光協会：℡0238-43-5230）
◆ 6 月６日（木）～7 月７日（日）
・東沢バラ公園バラまつり 2013（村山市・東沢バラ公園／村山市観光物産協会：℡0237-55-2111）
◆ 6 月 8 日（土）～6 月 30 日（日）
・あつみ温泉ばら園まつり（鶴岡市湯温海／あつみ観光協会：TEL0235-43-3547）
◆ 6 月 29 日（土）～7 月 15 日（月）
・置賜公園ハーブガーデンフェア（川西町上小松／川西町観光協会:TEL0238-42-2112）
◆ 6 月 1５日（土）～7 月７日（日）
・あやめまつり（長井市あやめ公園／長井市観光協会：℡0238-88-5279）
◆ 6 月 30 日（日）～7 月 21 日（日）
・むらきざわあじさい祭り（良向寺・出塩文殊堂／村木沢地区振興会・あじさい祭り実行委員会：℡023-643-2050）

発行：山形県商工労働観光部観光経済交流局 観光交流課
〒990-8570 山形県山形市松波二丁目８－１
TEL：023-６30-2373
FAX：023-630-2097
山形県観光情報ポータル：やまがたへの旅 http://yamagatakanko.com/
facebook http://yamagatakanko.com/facebook/
twitter http://twitter.com/yamagatakanko
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