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 いきましょうの意味で山形県

内全域で使います。使用例とし

ては、「ランチにあべは！」皆

さんぜひ山形さあべは！！ 

平成２４年１０月２４日 山形県観光交流課発行 あ べ ！

 

どうも～渋谷生まれ戸沢村育ちのハイブリッド田中です。美しい 

紅葉の季節ですね。11 月中旬に蔵王地蔵岳に登ると山頂は雪、麓

は紅葉という一粒で二度美味しい体験が出来ますよ。蔵王の積雪

情報は蔵王温泉観光協会のホームページを Check it out！ 

  

 
観光業の風評被害に関する損害賠償について 

  
９月 27 日（木）、東京電力福島原子力発電所事故による観光業の風評被害の損害賠償について、山

形国際交流プラザ「山形ビッグウィング」を会場に、「観光業の風評被害に関する損害賠償説明会（第

３回）」が開催されました。この説明会では、９月７日（金）に東北 5 県の旅館ホテル生活衛生同業組合

と東京電力が大筋合意した賠償内容が説明され、県内各地から約 340 人の観光事業者が参加しました。

その後、10 月 18 日（木）、東京電力が「観光業の風評被害における賠償の対象地域の追加について」

を発表し、正式に山形県を含む東北５県の観光事業者を賠償対象にすること等を発表しました。 

今後 10 月 29 日（月）に米沢市の置賜総合文化センター、31 日（水）に三川町の文化館なの花ホ

ール、11 月１日（木）に新庄市市民プラザ、2 日（金）に山形市総合スポーツセンターと山形県内４

地域で損害賠償個別相談会（10:00～16:00）が開催される予定となっています。 

  
【第 3 回損害賠償説明会】多くの観光事業者に参加いただき、東京電力からの説明や質疑応答が行われました。

 

東京電力株式会社 福島原子力補償相談室 

電話：０１２０‐９２６‐４０４   受付時間／９：00～21：00 

【 問合せ先 】

 

 

  

 
山形ＤＣ推進協議会（仮称）設立準備会開催 

  
 平成 26 年夏に、山形デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）が開催されます。このＤＣは、ＪＲ

グループ６社と自治体が協力し、全国の旅行会社等の協力を得ながら、重点的かつ集中的に全国で宣伝

販売を展開する、国内最大規模の観光キャンペーンであり、観光交流人口の増加を図るための大きなチ

ャンスとなります。 

 ＤＣの成功には、県や市町村、観光事業者だけでなく、農業や商 

工業等の全産業、そして県民の皆様が一体となって、県民総参加で 

取組みを進める必要があります。そこで、自治体や各産業の中核団 

体等を構成員として山形ＤＣを推進する新しい組織を立ち上げる準 

備のため、１０月１６日、新しい組織の中心となる団体が参集し、 

「山形デスティネーションキャンペーン推進協議会（仮称）」設立 

準備会を開催いたしました。 

 会議では、「ＤＣを一過性のものとせず、今後１０年の観光地域づ 

くりのきっかけとしてほしい」等、活発な意見交換が行われ、山形 

ＤＣの成功に向けて、協力体制を築いていくことが確認されました。 

 
平成 26 年度「山形ディスティネー
ションキャンペーン」成功に向けた
意見交換が行われました。 



  
大盛況 !!「山形ご当地グルメフェスティバル２０１２in ひがしね」 

 
 9 月 29 日（土）～ 30 日（日）に「山形ご当地グルメフェスティバル２０１２in ひがしね」が 

東根市の市民交流広場において開催され、食を通したまちづくり、まちおこし 

活動に取組んでいる「山形ご当地グルメまちづくり協議会」と、友好出展の 

「秋田県『食』のネットワーク協議会」が地域のＰＲとご当地グルメを実演販 

売しました。また、東根市の友好都市・東松島市も参加した「ひがしねフード 

フェス２０１２」も同時開催されました。 

フェスティバルは大盛況で、早い時間に完 

売するブースが相次ぎました。また、29 日 

には、「山形ご当地グメまちづくり協議会」 

と「秋田県『食』のネットワーク協議会」 

が友好団体の盟約を結びました。今後も協 

力しながら地域のＰＲを行っていきます。 

 

 
友好団体の盟約の締結式 

山形と秋田の 
ご当地グルメが大集合！ 

 

極上のイタリアンと音楽の旅 

 寝台車「カシオペア・クルーズ」 
   

  １０月１２日（金）から 2 泊 3 日の日程で、ＪＲ東日本の東北応援特別ツアー「カシオペア・クル

ーズ」が上野駅を出発しました。列車にはシンガー・ソングライターの八神純子さんと、イタリアン

レストラン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行オーナーシェフがエスコート役として乗り込みました。

今回のツアーはカシオペアとしては初の日本海ルートで東北を目指し、東北各地の食材のほか、

県産米つや姫、庄内産のマスなども積み込まれ、東北各地の味覚が詰まった料理が、奥田シェフの

手によって提供されました。午前 8 時ごろ上野駅を出発した列車は、午後 3 時に鶴岡駅のホームに姿

を現し、庄内映画村のスタッフが武家姿で出迎えたほか、鶴岡市と 

「アル・ケッチァーノ」のスタッフらも駆けつけ、「だだちゃ豆の 

フリーズドライ」や観光パンフレットなどが乗客に手渡されるなど、 

歓迎セレモニーが行われました。 

このツアーは東日本大震災の被災者へのチャリティーも兼ねてお 

り、東北の「大自然」「グルメ」「音楽」を満喫 

してもらい、東北の魅力を再発見してもらう機 

会になるようにとの願いを乗せ、列車は青森駅 

を目指し発車しました。  
 

鶴岡駅で行われた歓迎セレモニー 

 
「きらきら羽越観光圏パスＳＰ」発売中！ 

期間限定のお得なパスを利用して、エリア内に点在する観光地や温泉地を廻ってみませんか？ 
電車とバスを乗り継いで、オリジナルのコースを作って旅に出よう !! 

【発売期間】 平成 24 年 11 月 29 日まで（ご利用は、平成 24 年 11 月 30 日まで） 
 

 

【有効期間】 2 日間・フリーエリア指定交通機関を乗り降り自由 

【価  格】 大人 2,500 円 ／ 小児 900 円 

【フリーエリア】 秋田県にかほ市、山形県鶴岡市・酒田市・戸沢村・三川町・庄内町・遊佐町、 
 新潟県村上市・関川村・粟島浦村 

【利用交通機関】 ＪＲ線・由利高原鉄道線の普通列車（快速含む）自由席、庄内交通バス、 
 鶴岡観光ぐるっとバス、新潟交通観光バス 

【お求め・問合せ先】フリーエリア内のＪＲ東日本の駅のみどりの窓口・びゅうプラザ。 
新潟駅・新発田駅の駅のみどりの窓口・びゅうプラザ。主な旅行会社。 
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 おしんの生家の復元を支援するための寄附金のお願い 
 

 中山町にあった「おしんの生家」は倒壊の危機にあったことから、今年５月から６月にかけて解体工事

を行い、その部材を古民家の復元や管理のノウハウが豊富な庄内映画村オープンセットへ移送し、現在は、

同地内に大切に養生されております。 

 この「おしんの生家」は、昭和 58 年に放送され大ヒットしたＮＨＫ朝の連続テレビドラマ「おしん」

の撮影にも使用された本県の重要な観光資源であり、今後は映画「おしん」の撮影を始め、様々に活用さ

れていくことが期待されております。広くたくさんの方々から応援をいただくため、寄附金の募集が行わ

れております。多くの皆様からのご理解とご支援をお願いします。 

◆趣旨にご賛同いただける方は、以下の口座にご寄附をお振込みくださいますようお願いいたします。 

【金融機関】：荘内銀行 本店営業部 
【口座番号】：普通 １０８３１５１ 
【口座名義】：おしんの生家の復元を支援する会 会長 田中雅明 
【問合せ先】：おしんの生家の復元を支援する会事務局  ℡0235-62-2080 

山形県鶴岡市羽黒町松ヶ岡字松ヶ岡２９番地（庄内映画村内） 

 

 観光庁が主催する「次世代旅館経営者育成プログラム」が山形大学工学部 

（米沢市）を会場としスタートしました。このプログラムは、「高い経営能力 

を持つ人材の育成」を目指して、地方エリアの若手経営者を対象としたもの 

で、地域と共に生きる経営者として、基礎的な経営スキルを身につけ、強い 

意志とビジョンに基づき、知識と実際の行動を一致させ、事業を変革してい 

くリーダーを育成することが狙いです。 

「自ら未来を切り拓き、イノベーションを実現する」が本プログラムのコ 

ンセプト。来年３月まで２泊３日の研修が４回あり、研修での学習や気づき 

を日々の仕事に持ち帰り実践するプログラムとなっています。 

全国から集まった 16 名の次世代旅館経営者が、お互いの想いや経験をオ 

ープンに語り合い、旅館経営について考え、ありたい姿を創造していく、こ 

れまでにない取組みです。 

 

 
「次世代旅館経営者育成プログラム」スタート 

 

●新たな自分自身の成長の場にして、自社の向上と地域の発展につなげていきたい。 
●自己否定の場 
●より深みのある経営能力の習得 
●自分ビジョンをしっかり描けるようにする。 
●自分自身の意識改革と、多くの参加者の想いを感じ、自分の立ち位置を見直したい。 

【 参加者の受講にあたっての決意表明 】

 
熱意を持って真剣に取組む受講生

 

 
台湾教育旅行関係者が来県 

 

 

 
台湾からの教育旅行（修学旅行）を誘致するため、本県と国土交通省東北運輸局・宮城県・福島県が連

携し、９月２９日（土）～１０月３日（水）の日程で台湾の高等学校長８名を招聘しました。 

一行は、９月３０日（日）に宮城から山形に入り、東北芸術工科大学での和太鼓体験や蔵王スキー場の

視察を行いました。また、翌日にはぶどう狩り体験（南陽市）、県立米沢商業高等学校との交流を行い、

その後、福島県へ向かわれました。 

参加者は、大学生・高校生との交流や冬 

の蔵王に大変興味を持ち、「美しい景色や 

おいしい食べ物があり、学生との交流も図 

れる山形を来年度の教育旅行の候補地とし 

て考えたい」との感想がありました。 

山形県では、11 月下旬に台湾において 

開催される、観光庁主催の教育旅行現地説 

明会に参加し、本県への更なる教育旅行誘 

致を図ってまいります。 
 

 
南陽市にてぶどう狩り体験 

 
芸工大にて、和太鼓「太悳」の

皆さんと 



  

 

 

 お知らせ『仙山交流味祭 in やまがた』『むらやま地域地場産業祭』開催！ 

１０月２７日（土）と２８日（日）に、ＪＲ山形駅西口の「駅西広場」において、「仙山交流味祭

ｉｎやまがた」が開催されます。今回は「むらやま地域地場産業祭」、「駅西 旬の朝市」と同時開

催。会場では、村山・仙台地域を中心とした農林水産加工品、生鮮野菜、果物、地域特産物等の販売

として６０を超える出店者が軒を連ねます。ステージイベントでは、仙台すずめ踊り連盟から２団体

が出演するほか、東根市のよさこい花笠、山辺町のあがすけダンスなどが華麗な踊りを披露します。

ほかにも、つや姫５㎏や県内温泉宿泊券が当たる「お楽しみ抽選会」など楽しいイベント満載！是非

ご家族連れで会場に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。 

【開催日時】 10 月 27 日（土）・28 日（日） 10:00 ～ 15:00 

【開催会場】 山形駅 駅西広場（霞城セントラル南側） 

【問合せ先】 仙山交流チャレンジマーケット・ 

       村山総合支庁地域振興課 ℡：023-621-8354 

 

 

●仙山圏の農林水産物等の販売 

●村山地域の地場産品の販売 

●仙山圏の観光・村山地域の伝統野菜 PR 

●お楽しみ抽選会 

13:00～仙台すずめ踊り連盟 

13:30～よさこい欅会（よさこい花笠、東根市）

仙山地域の伝統芸能団体演舞 

27 日(土) 

10:30～上山市民俗行事「加勢鳥」保存会 

11:00～川前ギフチョウ神楽（大石田町） 

11:30～民謡照桃会（山元町） 

13:00～仙台すずめ踊り連盟 

13:30～ハッピークワイア（ゴスペル、仙台市） 

出展ゾーン 

ステージイベント 

 つや姫５kg、 
県内温泉宿泊券 
などが当たる！! 

 

 

2８日(日) 

10:30～La☆Bissu（あがすけダンス、山辺町）

11:00～大江町正調最上川舟唄保存会 

11:30～利府太鼓（利府町） 

  

山形県観光情報ポータルサイト「やまがたへの旅」 
スマホ・ケータイ版デビュー  

 

「山形県観光情報ポータルやまがたへの旅」と「温泉王国やまがたウェブ合戦」のスマートフォン・

携帯電話用のサイトが新しくオープン！いつでもどこでも山形県の 

最新の観光情報にアクセスできます♪楽しい情報満載なので、ぜひ 

気軽にアクセスしてみてください！！ 

 

【 山形への旅 】 

●スマートフォン 
 http://sp.yamagatakanko.com/ 

●携帯 
 http://k.yamagatakanko.com/ 

 

 

【 温泉王国やまがたウェブ合戦 】 

●スマートフォン 
 http://sp.yamagata-onsen.org/ 

●携帯 
 http://k.yamagata-onsen.org/ 
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第 100 回記念 南陽の菊まつり開催中 
 

 

【開催日時】 10 月 20 日（土）～ 11 月 11 日（日） 9:00～17:00（受付終了 16:30） 

【開催会場】 南陽市中央花公園 特設会場 

【問合せ先】 南陽市菊まつり実行委員会（南陽市観光協会内） ℡：0238-40-3211 

【入場料金】 当日券 ／ 大人：300 円  小人(小・中学生)：200 円 

    福祉施設・障がい者 ／ 大人：200 円  小人：100 円 

【見どころ】  一番の見どころは、菊人形展。今年は『 平清盛 』 
第 100 回を記念して全 6 場面を展示します。菊のか 
ぐわしい香りに包まれながら、絢爛豪華な時代絵巻を 
楽しむことができます。また会場には、「菊花展 南陽 
市菊花大会」として、1,200 鉢もの菊花が展示され、 
菊の美しさを堪能することができます。 

同時開催 第 48 回一般社団法人全国菊花連盟全国大会･南陽大会 

【開催期間】 11 月 9 日（金）～11 日（日） 

 

 
美しい菊の衣装をまとった菊人形 

 

紅葉の名所を巡ろう 
 

 

 

 
県内各地の紅葉情報は、山形観光情報総合サイト「やまがたへの旅」http://yamagatakanko.com/ 
でもご確認いだだけます。 

【現在見頃】 
1．天元台高原：℡0238-55-2236 
2．天元台高原：℡0238-55-2236 

3．滑川温泉福島屋：℡0238-35-2633
4．姥湯温泉桝形屋：℡0238-34-2250
5．飯豊町産業振興課：℡0238-72-2111

6．高畠町観光協会：℡0238-57-3844
8．ZAO たいらぐら：℡023-677-0283
9．蔵王温泉観光協会：℡023-694-9328

13．月山朝日観光協会： 
          ℡0237-74-4119 
16．大蔵村観光協会：℡0233-75-2111

20．鶴岡市朝日庁舎産業課商工観光班： 
          ℡0235-53-2111

秋も深くなる頃、自然豊かな山形では、見事な紅葉が
いたるところで鮮やかに山々を染めています。夏とは違
うドライブが楽しめるはずです。 

≪ 平成 24 年 10 月２３日現在 ≫  

 

【色づき始め】 

7．小国町観光協会：℡0238-62-2416
10．面白山観光協議会： 
          ℡023-657-3466 

11．山寺観光協会：℡023-695-2816 
12．大江町政策推進課観光振興係： 
          ℡0237-62-2139 

14．尾花沢市商工観光課： 
          ℡0237-22-1111 
15．最上峡芭蕉ライン観光： 

          ℡0233-72-2001 
17．最上町交流促進課： 
          ℡0233-43-2111 

18．あつみ観光協会：℡0235-43-3547
19．鶴岡市朝日庁舎産業課商工観光班： 
          ℡0235-53-2111

21．庄内森林保全協会： 
          ℡0234-62-3323 
22．遊佐町企画課：℡0234-72-5886 

23．遊佐町企画課：℡0234-72-5886 
24．北月山荘：℡0234-59-2137 
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◆ 10 月 26 日（金）～ 28 日（日） 

・鶴岡にぎわい市（鶴岡公園 疎林広場／鶴岡市観光物産課：℡0235-25-2111） 

◆ 10 月 27 日（土） 
・温海農林水産まつり（道の駅「あつみ」しゃりん／ 
      庄内たがわ農業協同組合温海基幹支所：℡0235-43-3411） 

・肘折温泉郷なめこ・こけし祭り（肘折いでゆ館前／ 
肘折温泉観光案内所：℡0233-76-2211） 

◆ 10 月 27 日（土）・28 日（日） 
・大石田町新そばまつり（大石田クロスカルチャープラザ／ 
かおり風景 100 選「大石田そばの里」推進協議会：℡0237-35-2111） 

・とざわ旬の市～秋～（戸沢村農村環境改善センター周辺／ 
戸沢村観光物産協会：℡0233-72-2110） 

◆ 10 月２８日（日） 
・尾花沢新そばまつり（徳良湖温泉「花笠の湯」特設会場／ 
          尾花沢そば街道二番所明友庵：℡0237-22-1819） 

・まるごとさけがわ鮭まつり（鮭の子公園／ 
鮭まつり実行委員会：℡0233-55-2032） 

・つや姫の里の収穫祭・つるおか食の祭典（藤島体育館／ 
鶴岡市藤島庁舎産業課：℡0235-64-2111） 

・ながい地産地消まつり（白つつじ公園駐車場／ 
ながい地産地消まつり実行委員会：℡0238-84-2121） 

・やわた産業まつり 2012（八幡タウンセンター前／ 
酒田市八幡総合支所建設産業課：℡0234-64-3115） 

・酒田市農林水産まつり 2012（中通り商店街・中町中和会商店街・ 
中町モール／酒田市農林水産まつり実行委員会：℡0234-26-5792） 

◆ 11 月 3 日（土・祝） 
・たかはた秋まつり（高畠町役場庁舎前広場／ 
          たかはた秋まつり実行委員会：℡0238-52-2086） 

・いいで秋の収穫祭（飯豊町町民総合センターあ～す／ 
いいで秋の収穫祭実行委員会：℡0238-72-2111） 

・庄内ひらた目ん玉秋まつり産業まつり（ひらたタウンセンター／ 
酒田市平田総合支所建設産業課：℡0234-52-3914） 

・あさひ産業文化まつり（朝日地域中央生涯学習施設「すまいる」他／ 
鶴岡市教育委員会総務企画課：℡0235-57-2111） 

◆ 11 月 3 日（土・祝）・4 日（日） 
・はぐろ秋まつり（羽黒コミュニティセンター周辺／ 
           鶴岡市羽黒庁舎総務企画課：℡0235-62-2111） 

◆ 11 月 4 日（日） 
・新庄そばまつり（山屋セミナーハウス（旧山屋小学校）／ 
                      新庄そばまつり実行委員会：℡0233-22-2111） 

◆ 1１月 10 日（土） 
・天童市農業まつり（天童市農業協同組合本所前広場／ 
          天童市農業まつり実行委員会：℡023-654-1111） 

◆ 11 月 11 日（日） 
・秋のおおえの物産味覚まつり（大江町町民ふれあい会館／ 
    おおえの物産味覚まつり実行委員会事務局：℡0237-62-2139） 

◆ 11 月 17 日（土）・18 日（日） 
・朝日町産業まつり（朝日町町民体育館周辺／ 
       朝日町産業まつり実行委員会事務局：℡0237-67-2111） 

 

 

 

 

 

 

大石田町新そばまつり 

尾花沢新そばまつり 

まるごとさけがわ鮭まつり

やわた産業まつり 

秋のおおえの物産味覚まつり

朝日町産業まつり 

  

「山形の秋」食のイベント 

 

 

 

   
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/ 
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