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 平成２４年６月２１日 山形県観光交流課発行 

 

 

 

置賜地方の方言で「ありがとう」という意味。笑

顔で「おしょうしな」と言えば、その場がふわっと

あたたかくなります。山形での旅の途中、ちょっと

親切にしてもらったら、ぜひ使ってみてください。 

お し ょ う し な！
米沢市出身の髙橋です。米沢市のグルメでおすすめは

ラーメンです。細い縮れ麺にあっさりスープの定番ラー

メンだけでなく、一風変わった新顔ラーメンも続々出て

きていますので、ぜひ食べ歩いてみてください。  

 

 

 本県初！ハルビンとの双方向チャーター便 

＆ やまがたフェアインハルビン  

 
 

６月１２日（火）、ハルビン太平国際空港と庄内空港を結ぶ中国南方航空のチャーター便で、ハルビン

からの観光客約５０名が庄内空港に到着しました。庄内空港到着ロビーでは、山伏が勇壮にほら貝を吹き、

菜の花娘が旬のさくらんぼや御殿まりストラップなどをプレゼントし、大変好評でした。 

また、このチャーター便の折り返し便を利用し、『やまがたフェア イン ハルビン』開催のため、やま

がたフェア代表団（団長：吉村美栄子山形県知事）がハルビンへと出発しました。 

『やまがたフェア イン ハルビン』は、昨年ハルビン事務所を開設したことを契機に、両県省間の相互

理解と人脈拡充を図り、両県省間の人・物の交流を増大させていくことを目的として、6 月１３日～１９

日の日程で開催されたものです。 

１３日には、ハルビン市のメインストリートである中央大街を酒田舞娘と花笠舞踊団が練り歩き、多く

のハルビン市民の目をひきました。また、同じく１３日の観光情報交流会では、ハルビン市内のホテルに、

地元の旅行会社を招待して、本県の観光事業者と商談会を行い、引続き行われた観光交流セミナーでは、

知事がプレゼンターをつとめ、自然や文化、温泉、グルメなど、本県の観光の魅力をＰＲしました。その

ほか、観光ブースにおいて、観光プロモーションＤＶＤの放映や写真パネルの展示、観光パンフレットの

配布を行い、本県の観光情報の発信を行いました。 

ハルビン市は中国東北部の首都で、都市圏人口は約一千万人の 

大都市です。また、近年は経済成長が著しく、訪日旅行客の更な 

る増加が期待される有望な市場です。山形県では、今回の事業を 

第一弾として、誘客の拡大に向け積極的に事業を展開していきます。   

    

 

  東北観光博第 2 回実行委員会 

６月１６日（土）、東北観光博第 2 回実行委員会が上山市の古窯で開かれ、吉村美栄子知事や井手憲文

観光庁長官をはじめ、東北や全国の行政、観光、経済団体関係者など約２０人が参加しました。会議の

中では、旅行需要を喚起するため、季節を意識したテーマを設定して季節のイベントと連動した旅行商

品づくりや情報発信を強化することなどが話し合われました。また、花笠まつりなど東北の夏祭りを売

り込むとともに、涼しさを分かち合う「クールシェア」や節電を念頭に、東北への長期滞在を促すこと

など、これからの夏のシーズンを盛り上げる方策を確認しました。会合後は、東根市のさくらんぼ農園、

銀山温泉街、銀山温泉ゾーンの旅のサロンを視察しました。 
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  やまがた産直市（上野駅） 
  

６月７日（木）～９日（土）までの３日間、JR 上野駅中央グランドコンコースにてやまがた産直市

を開催しました。昨年１０月に続き２回目となる今回のイベントでは『さくらんぼ』と『山形の夏祭り』

をテーマに、さくらんぼ、山菜、県産フルーツを使った加工品、地酒やワインといった山形ならではの

品々の販売及び観光パンフレットの配布を行いました。６月７日（木）に行われたオープニングイベン

トでは、まず始めに JR 東日本仙台支社白田事業部長からの開催の挨拶のあと、山形県東京事務所石澤

所長から開催の挨拶、やまがた女将会須藤恭子理事から山形の観光を PR するご挨拶で華々しく開幕し

ました。また、１日３回行われた山形県観光 PR クイズ大会では、上杉鷹山の有名なセリフを問うもの

から山形県最北端の駅である及位(のぞき)駅に関するクイズなどが出題され、参加した皆さまが、真剣

な表情でクイズを楽しんでいました。引き続き、ミス花笠による花笠踊りの披露が行われ、上野駅の構

内には「ヤッショマカショ」の掛け声と手拍子が響き渡りました。観光ブースに設置されたさくらんぼ

の木 2 本が、上野駅を利用するお客様の目を引き、多くの方に山形の観光やさくらんぼを PR すること

ができました。 

    

  山形新幹線開業２０周年キャンペーン 首都圏キャラバン 
  

 首都圏にお住まいの方々から、開業２０周年を迎える山形新幹線を利用して「日本人の心のふるさと

美しい山形」にお越しいただくため、６月７日（木）にＪＲ上野駅、浦和駅、大宮駅、川口駅、蕨駅で、

９日（土）にＪＲ三鷹駅、立川駅、国分寺駅でＰＲキャラバンを実施しました。 

 ７日（木）のＰＲキャラバンには各温泉地の女将さんにも多数ご参加いただき、山形の魅力がたくさ

ん詰まったパンフレット入りの手提げ袋をお配りしました。 

ＪＲ各駅の皆様には、特設コーナーの設置など、キャラバンにご協力いただきありがとうございました。

 

   

 ７月１日（日）、山形新幹線（東京-山形間）が開業２０周年を迎えます。当日は、つばさ１３３号車

中にカメラを搭載し、米沢→新庄間走行中、新幹線に笑顔で手を振る様子を撮影し続けます。その映像

をＷＥＢサイトや駅構内のモニター等で全国に発信します。山形新幹線が地域とともに歩んできた２０

年目を、みんなで新たな記念日にするための『 沿線スマイルプロジェクト 』です。 

【 手をふるＰＯＩＮＴ！ 】 

 １２：３５頃 南陽市役所駐車場 ⇒⇒ １２：４５頃 上山市体育文化センターグランド ⇒⇒ 

 １３：００頃 馬見ヶ崎河川敷（千歳橋下） ⇒⇒ １３：２０頃 村山市立楯岡中グラウンド 

    

山形新幹線に手を振ろう！！ 
 



  

 

 

韓国国際観光展「ＫＯＴＦＡ２０１２」に宮城・山形ブース出展 

６月７日（木）～１０日（日）、韓国国際観光展『ＫＯＴＦＡ２０１２』に宮城・山形観光推進協議会

としてブースを出展しました。この観光展は今年で２５回目となる韓国最大規模の国際観光展です。今

年は世界から６２カ国が出展し、約１１万４千人が来場しました。ジャパンパビリオンでは日本政府観

光局（ＪＮＴＯ）を始め、各観光施設や自治体などの２０個のブースが設置され、本県からは事務局の

３人と新庄市の１人が参加し、スキーや温泉など県内の魅力ある観光資源のＰＲを行いました。 

ＪＮＴＯブースでは、韓国で最近ブームの道歩き「オルレ」を紹介するコーナーが設けられ、本県か

らも上山市のクアオルトウォーキングを紹介しました。宮城・山形のブースでは各県のパンフレットと

２県で作成したクリアファイルを配布しました。ブースを訪れたお客様はパンフレットなどを手にとっ

て、「まだ行ったことのない東北に興味がある。」と県内の温泉施設や観光施設について質問をする一方

で、放射能に対する心配の声もありました。ブースでのＰＲ以外にも、旅行会社との商談会が開催され、

パンフレット等を使っての本県の観光資源の紹介を行いました。 

最終日にはＫＯＴＦＡの表彰式が開かれ、宮城・山形観光推進協議会ブースが暖かいおもてなしとす

ばらしい装飾でのブース運営に対して贈られる「ザ・ベストブースオペレーション賞」を受賞し、宮城

県ソウル事務所長が代表として表彰を受けました。 

    

 
やまがた観光プロモーション in 羽田空港 

6 月 8 日（金）から 6 月 10 日（日）の 3 日間、羽田空港国内線第 2 旅客ターミナルを会場に、や

まがた観光プロモーションが行われました。現在実施されている「東北観光博」の山形県内５ゾーン（上

山・天童・山形蔵王、銀山温泉、最上、米沢・おきたま、庄内）ごとにプロモーション活動を行い、山

形県の魅力を発信しました。 

 山形県内のゆるキャラ「かねたん」「じゅっきー君」「雪ごろう」も応援にかけつけ、空港に訪れた多

くの方々が、ゆるキャラと一緒に大きなさくらんぼパネルの前で記念撮影を行いました。 

メインイベントとして、アンケートに答えていただいた先着 100 名様を対象に、山形にまつわる景品

が当たる抽選会を実施しました。1 等は「羽田空港⇔庄内空港の往復航空券」2 等が「さくらんぼ」

3 等が「各５エリアの名産品」4 等でも「でん六テトラパックとおしどりミルクケーキ」が当たる山形

の魅力が詰まった抽選会となりました。山形のプロモーションブースの前には長い列ができ、山形県に

大きな注目が集まりました。 

 

    

 

  

 

やまがた観光キャンペーン推進協議会では、６月９日（土）に阪神 

甲子園球場において「おいしい山形『さくらんぼ』デーゲーム」を開 

催しました。来場者に先着で観光パンフレットと「さくらんぼ」のプ 

レゼント、両軍への「さくらんぼ」贈呈、髙橋副知事による始球式、 

球場内ビジョンでの山形の観光ＰＲを行い、「さくらんぼ」のＰＲと 

関西から山形への観光誘客を図りました。 

 
おいしい山形「さくらんぼ」デーゲームを開催 
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さくらんぼ情報

  

 
 
 山形が誇る日本一の『さくらんぼ』で山形から全国に元気を 

発信する「日本一『さくらんぼ』祭り」が開催されます。みな 

さん山形に来て一緒に元気になりましょう。 

◆文翔館会場 

  6 月 23 日（土） １１：００～１５：００ 

    ●オープニングセレモニー（１１：００～）：俳優・眞島秀和さんトークショーなど 

 ●さくらんぼ品評会：文翔館 3 階さくらんぼギャラリー 

6 月 24 日（日） １０：００～１５：００ 

 ●山響さくらんぼミニコンサート（１１：００～１２：００）：議場ホール 

 ●パフォーマンスショー（１１：００～）：住みます芸人・三浦友加さんなど（屋外ステージ）

23 日・24 日両日 

●国宝土偶「縄文の女神」レプリカの展示：文翔館 3 階さくらんぼギャラリー 

●「さくらんぼマルシェ」ではさくらんぼ等の県産品やさくらんぼ関連商品、「さくらんぼカ

フェ」では山形県ならではの食べ物等の販売 

◆歩行者天国会場（山形市中心部の本町～七日町大通り） 

  6 月 23 日（土） １０：００～１５：００ 

 ●山形文化ゾーン：山形の伝統工芸品などの実演や販売 

 ●山形グルメゾーン・お買い物ゾーン：山形の「おいしい食」・農産物などの販売 

 ●お出迎え・おもてなしゾーン：「花笠おどり」や「カセ鳥」など伝統祭り等でお出迎え 

 ●交流・体験ゾーン：スポーツ選手との交流イベントなど 

日本一『さくらんぼ』祭りが開催されます

 

 

 

 

【日  時】６月２４日（日） １４：００～１４：３０ 

【場  所】文翔館前特設ステージ 

【入場料等】入場は無料ですが、できるだけ５００円以上の募金を 

お願いします。募金は八神純子さん設立の 

「トランス・パシフィック・キャンペーン」へ寄付されます。 

【曲  目】「みずいろの雨」「パープルタウン」「翼」など 

        募金をしてくださった方先着２００名様に 

 アル・ケッチァーノ 奥田シェフ特製の「さくらんぼアイス」をプレゼント。 

八神 純子さん 

  

 

 

八神純子 with 奥田政行 
さくらんぼアイスチャリティーコンサート 

山形県内対象宿に宿泊の方先着１万名様へ「さくらんぼ狩り無料入園券」プレゼント

山形県内対象宿に宿泊の方を対象に、さくらんぼ狩り無料入園券をプレゼントする企画ができまし

た。対象となる宿泊期間は２０１２年６月１８日（月）～７月１３日（金） 

です。対象となる旅館・ホテルは、山形県旅館ホテル生活衛生同業組合に 

ご確認ください。お申し込みは、電話・ＦＡX・協賛施設のＨＰ、または 

以下のＨＰからお願い致します。 

・じゃらんネット http://www.jalan.net/ 

・るるぶトラベル http://rurubu.travel/ 

・楽天トラベル  http://travel.rakuten.co.jp/special/sakuranbo/ 

この企画に関するお問い合わせ 

・山形県旅館ホテル生活衛生同業組合 http://yamagatayado.jp/ 

 ℡023-622-4891  

http://www.jalan.net/
http://rurubu.travel/
http://travel.rakuten.co.jp/special/sakuranbo/
http://yamagatayado.jp/
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 ６月２日（土）、庄内町で「槇島（まぎしま）ほうき」づくりを継承する「槇島ほうき手作りの会」の

ほうききび定植会が行われました。遠くは関東地方から参加する方もいる「槇島ほうき応援隊」のメンバ

ー約 60 名が、３班に分かれ、６つの畑にほうききびの苗約１万３千本を植えました。 

槇島ほうきとは、庄内町の槇島地区で古くから受け継がれてきた座敷用のほうきです。後継者不足から、

一時は伝承が途切れそうになったこのほうきですが、「宝物に見えた」というプロジェクトの発起人の想

いによって復活しました。ほうききびを植えるところから刈り取りまでを支援するこの企画は、ほうきを

通して人と人がつながって交流が生まれる着地型観光の一つとして、槇島ほうきとともに着実に成長して

います。 

槇島ほうき手作りの会 

さくらんぼ情報 

 

【６月１５日 現在】 

【佐藤錦】 ●天候に恵まれ順調に着色が進んでいます。 

●早い産地では出荷が始まっており、収穫のピークは、ほぼ平年並みの 6 月下旬から 7

月初旬頃と見込まれます。 

【紅秀峰】 ●果実は順調に肥大し、着色も進んでいます。収穫のピークは、7 月上旬頃からと見込

まれます。 

 ◆山形県ホームページ http://www.pref.yamagata.jp/sakuranbo/にて、生育状況をご覧いただ

けます(週２回更新)。また、放射性物質検査結果も公表されており、不検出と安全が確認されています。

さくらんぼ観光果樹園「開園情報」は、やまがたへの旅 http://yamagatakanko.com/をご覧下さい。

 

さくらんぼの生育状況と収穫時期について 

さくらんぼイベント 

 6 月 23 日（土）24 日（日）「日本一『さくらんぼ』祭り」が開催されるほか、各地で今が旬の

さくらんぼのイベントが開催されます。 

◆ 6 月２３日（土） 
・南陽市農業祭「さくらんぼまつり」（JA 山形おきたま南陽支店／ 
           南陽ブランド推進課：℡0238-40-3211） 

 ６月２４日（日） 
・第 11 回櫛引さくらんぼまつり（産直あぐり／ 
              櫛引観光協会：℡0235-57-2115） 

・道の駅たかはたまつり さくらんぼフェア 
    （道の駅たかはた／道の駅たかはた：℡0238-52-5433） 
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 ６月２４日（日） 
・じおん市（本山慈恩寺前／寒河江市商工会青年部：℡0237-86-1211） 

・寒河江さくらんぼウォーク（チェリーランド／ 
寒河江さくらんぼウォーク実行委員会：℡023-626-3330） 

◆ 6 月下旬～7 月上旬 
・ホタルの里 牛房野（尾花沢市牛房野地区・ホタルの里／ 
              尾花沢市商工観光課：℡0237-22-1111） 

 7 月１日（日） 
・鳥海山湯ノ台口山開き神事と鳥海登山（鳥海高原家族旅行村／ 
          酒田市観光物産協会八幡支部：℡0234-64-3115） 

 7 月 8 日（日） 
・大江のうまいもの市（左沢駅周辺／大江町商工会：℡0237-62-4128） 

・最上川フェスタ（寒河江市最上川／ 
最上川フェスタ事務局：℡0237-86-2111） 

・長井トライアスロン（長井北中学校／ 
長井トライアスロン大会実行委員会：℡0238-84-7052） 

◆ 7 月１３日（金）・１４日（土） 
・肘折温泉開湯祭（大蔵村肘折温泉／ 
              肘折温泉旅館案内所：℡0233-76-2211） 

◆ 7 月 15 日（日） 
・温海トライアスロン大会（鶴岡市鼠ヶ関／ 
  温海ふれあいセンター内トライアスロン事務局：℡0235-43-4411） 

・花まつり「出羽三山神社の例祭」（出羽三山神社／ 
出羽三山神社社務所：℡0235-62-2355） 

◆ ７月２２日（日） 
・あじさいまつり（東山公園あじさいの杜／ 
                   新庄市都市整備課：℡0233-22-2111） 

 
＝ 7 月上旬から見頃を迎えます ＝ 

◆ 7 月 7 日（土）、8 日（日） 
・山形紅花まつり（山形市高瀬・高瀬紅花ふれあいセンター／ 
                    山形紅花まつり実行委員会：℡023-686-3341） 

◆ ７月 1４日（土）、１５日（日） 
・白鷹紅花まつり（滝野交流館・萩野大日堂／ 
               白鷹町観光協会：℡0238-86-0086） 

・べに花まつり（河北町紅花資料館／ 
河北町観光協会：℡0237-72-3787） 

◆ 7 月上旬～中旬 
・おくのほそ道天童紅花まつり（じゃがらもがら交流センター他／ 
                        天童市観光物産課：℡023-654-1111） 

 
 

 県内イベント情報 

 

 

 

 

 

ホタルの里 牛房野

鳥海山登山 

温海トライアスロン大会

花まつり 

紅花まつり 
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