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 成２４年８月２３日 山形県観光交流課発行 

 酒田や庄内地方で「おめかし」や 

「おしゃれをする」を意味する方言。 

県内の様々なイベントへ、じょなめで 

お出かけしてみましょう!! 

平じ ょ な め る

 

山形県に住んで 5 年目。村山地方在住の江河

です。山形県には観光資源がたくさんあります。

なかでも、“温泉”と“食”が魅力的です！ 

 
第 50 回 山形花笠まつり 

 

 

 

 

 8 月 5 日（日）から 8 月７日（火）にかけて、東北 4 大まつりとして知られる「山形花笠まつり」が

開催されました。山形の夏を象徴する「山形花笠まつり」は、今回記念すべき 50 回目の節目を迎え、東

北復興への誓いと祈りなど、さまざまな思いを乗せ繰り広げられました。今年の花笠祭りは、３日間合わ

せて過去最多の約 1 万 3400 人の踊り手が参加し、元気を発信しました。  

まつりの初日となった 5 日は、約 4800 人の踊り手が、ゴールである文翔館を目指し、目抜き通り沿

道に集まった観客と一緒に山形の夏を盛り上げました。花笠パレードには、吉村美栄子知事を代表とした

県庁花笠愛好会も参加し、山形おきたま【愛】の武将隊も登場しました。先頭の吉村知事は、沿道の子ど

もたちと笑顔で交流するなど、パレードを大いに盛り上げました。「ヤッショ、マカショ！」の掛け声が

山形の夜に響き渡り、半世紀を迎えた山形花笠まつりは真夏の暑さの中、元気と笑顔があふれるスタート

をきりました。 

 ２日目、３日目も県内外から多くの人々が集まり、記念すべき５０回目の「山形花笠まつり」は踊り手

と観客が一体となって盛り上がり、元気あふれる祭りとなりました。 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

福井県から参加のみなさん 

華やかな踊りの舞踊団 迫力のプロの踊り 

 

艶やかな浴衣の吉村知事も 
一緒に練り歩きました

子育て支援課の皆さんと子供達

県庁花笠愛好会、山形おきたま【愛】の武将隊の皆さん等総勢約 200 名に参加いただき、華やかな群舞となりました。
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  山形ＤＣ地域説明会 
  

 平成 26 年度夏に、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、Ｊ

Ｒグループ６社と自治体が連携し、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を成功させるには、県や市町村だけでなく、民間事業者の方々、そして県民の皆様の御協力が不

可欠なため、７月１１日、１２日、１９日に県内各地域にて、地域説明会を開催いたしました。 

 説明会では、ガイドブックの早期作成、農林水産業との連携、インバウンドや二次交通の充実など、

多岐に亘る意見が出され、平成 25 年度 

のプレＤＣ、そして平成 26 年度のＤＣ 

の成功に向けて、全県をあげて推進して 

いくことが確認されました。 

 

  

  説明会の様子 

    
おいしい山形 夏祭りが開催されました!! 

スイカ・メロン祭り 酒田港 夏祭り 

【日 時】7 月 28 日（土）10:00～15:00 

【会 場】酒田港本港地区（袖岡ふ頭） 

◆庄内浜でとれた新鮮な魚介類、旨みタップリの
だだちゃ豆、庄内砂丘メロンなど、庄内ならでは
の旬な味覚を提供するお店が並び、会場は大盛況!!

《 ステージイベント 》 

・太鼓道場「風の会」ステージ 

・家族 de すいか割り大会 

・東北公益文科大学  
よさこいソーラン部「蒼嵐」ステージ

・山形おきたま【愛】の武将隊 

・ペロリンの大じゃんけん大会   など 

 

 

【日 時】7 月 22 日（日）10:00～15:00 

【会 場】山形駅西口駅前広場 

◆スイカ･メロン･とうもろこしなど、旬の県産

農産物の販売 

◆メロンリキュール、豆乳製品、ジュースなど

の加工品の販売 

◆山形牛すじ煮、ホタテ串焼き、どんどん焼き

など、暑い夏を乗り切る美味 

しい食べ物の販売 

《 ステージイベント 》 

・夏のおいしい○×クイズ 

・ペロリンの大じゃんけん大会 

・家族 de すいか割り大会 

・「Stratosphere」ステージ 

・メロンの重さ当てクイズ    など 

 

 

同時開催 2012 みなとオアシスまつり 
【会 場】対岸の船場町緑地（東ふ頭） 

両岸を無料屋形船で結び、働く舟の一般公開
のほか、海産物などの販売を行いました。 

  
山形の味覚ブース 

  
ペロリンとじゃんけん大会 庄内の味覚ブース よさこいソーラン部「蒼嵐」



  

 
山形県最上地域全体をパビリオンに見立て、地域の温泉、食、まつり、伝統芸能などの観光資源を PR

する「もがみ観光博」が 7 月 29 日（日）に開幕し、JR 新庄駅隣接の「ゆめりあ」においてオープニン

グイベントが開催されました。式典では、主催者の観光博実行委員会の鈴木富士雄委員長と最上地域観

光協議会長の山尾順紀新庄市長のあいさつの後、来賓の吉村美栄子知事が祝辞を述べました。引き続き、

山形県住みます芸人の三浦友加さんや関係者が成功を願い開幕を宣言し、ステージではオカリナの演奏

の他、鮭川歌舞伎（鮭川村）、仁田山鹿子踊（新庄市）、稲沢番楽（金山町）が披露され、会場を盛り上

げました。また、新庄・もがみのラーメンの食べ比べイベント「らーめん対決“夏の陣”in もがみ 2012」

や肘折温泉や赤倉温泉の足湯コーナーもあり、多くの来場者で賑わいました。もがみ観光博は１１月

１８日（日）までの期間中、多彩なイベントが行われる予定です。 

 

 

 

 

 

もがみ観光博【9 月イベント】 

「もがみ観光博」開幕!! 

 

 

 kitokito fes 2012 
 森の文化祭 
 現代版湯治 4 泊プラン 
 最上まつり 
 新庄・もがみフラワーフェスティバル 2012 
 東日本チェンソーアート競技会 
 湯治入門 2 泊プラン 
 棚田・長沼・ブナ林巡り（ガイド付） 
 渓流イワナ釣り体験（ガイド付） 
 大堀まつり 

 温泉街まち歩き（ガイド付） 
 トトロの里マラソン大会 
 伝統こけし絵付け体験 
 朝市購入食材での昼食づくり 
 真室川芋祭 
 富沢まつり 
 温泉媒染ひじおり染め体験 
 旅館女将さんと作る湯治料理体験 
 温泉達人養成講座（日本スパリエ協会共催）
 豆（栗）名月を歩いて楽しもう！ 
 日本一祭 2012  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

    
吉村知事の祝辞 開幕宣言！ 鮭川歌舞伎披露 オカリナ演奏披露 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

韓国メディアの取材ツアーを実施しました 

 

海外における東北地方の観光資源の知名度向上と、落ち込んでいる海外からの旅行者数の回復を図るた

め、宮城県及び仙台市と連携し、７月２２日（日）～２５日（水）の３泊４日の日程で、韓国メディアの

記者（５社５名）を招いての取材ツアーを行いました。 

本県には２３日（月）～２４日（火）の日程で入り、最上川舟下り、銀山温泉、蔵王温泉などを取材し

たほか、上山市のクアオルトウォーキングを体験しました。 

記者の皆さんは、現地ガイドの方からの説明を聞きながら、何度も質問をしたり、動画でガイドの方の

インタビューも撮影するなど、積極的に取材をしていただきました。本県の観光資源を高く評価する声が

多く聞かれました。 

今後も、各国の旅行会社やメディアの視察ツアーを繰り返し行い、本県の観光の魅力について積極的に

アピールしてまいります。 

 

    
銀山温泉 蔵王温泉 クアオルトウォ－キング

（上山市） 
最上川舟下り 

- 3 -          やまがた観光通信 vol.２０ 

 



 

- 4 -          やまがた観光通信 vol.２０ 

 

 
  

秋田・山形・新潟サンセットスタンプラリー2012 開催中！ 

１０月３１日（水）までの期間、「温泉と食を楽しもう」をテーマとして、 

秋田・山形・新潟の３県を周遊するスタンプラリーが開催中！スタンプラリーの協賛店を巡って、各県

１～３個、最大９個のスタンプを集めて応募すると、旅館やホテルのペア宿泊券１００組や各県の名産品

など、抽選で素敵な賞品が当たります。秋田・山形・新潟は、豊かな自然はもちろん、おいしい食べ物、

そして温泉が豊富。サンセットスタンプラリーでこの夏から秋にかけ、おトクに旅を楽しんではいかがで

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくはホームページをご覧ください。http://www.akitafan.com/3set2012/  

< スタンプ数 > 各県３個 計９個  

・３県の旅館やホテルが選べるペア宿泊券 
                 なんと抽選で１００組様 

< スタンプ数 > 各県２個 計６個 
Ａ賞  ご当地名産品 3,000 円相当  抽選で３０名様 
 ・つや姫新米５㎏ ・秋田県産品カタログギフト 
 ・新潟の地酒 2 本（四合瓶）から１つ 

< スタンプ数 > 各県１個 計３個 
Ｂ賞  ご当地名産品 1,000 円相当  抽選で 60 名様 
 ・おしどりミルクケーキ詰め合せ・寒中挽き抜き蕎麦 
 ・多恵要蔵「お菓子ギフトセット」・ゴンタロー「なまはげの手土産」 
 ・魚沼産コシヒカリ１㎏・浪花屋製菓「柿の種詰め合せ」から１つ 

 

スタンプ数に応じて応募賞品が選べる!! 

 

 

 

第 24 回「日本一の芋煮会フェスティバル」が開催されます 
 

 
 山形では秋になると家族や友人、職場などの仲間が集まり、かまどを囲み芋煮会をする人達で河原がい

っぱいになります。そんな芋煮の季節の到来を告げるのが、毎年 9 月に行われる「日本一の芋煮会フェ

スティバル」です。平成元年から始まったイベントで、今年は第 24 回となります。 

 ６ｍの大鍋に里芋３t、牛肉１.２t、コンニャク 3,500 枚、 

ネギ 3,500 本、味付けの醤油 700 ㍑、隠し味に日本酒５０升、 

砂糖 200kg、そして水６t を入れ、６t の薪（ナラ材）で煮炊き 

する、おいしさもスケールもまさに日本一。 

≪開 催 日≫ ９月２日（日） 

≪会  場≫ 馬見ヶ崎河川敷 双月橋付近 

≪お問合せ≫ 日本一の芋煮会事務局  ℡023-622-0141 

  【芋煮引換整理券】 ・６m 大鍋の芋煮を食べるには、芋煮引換整理券が必要となります。 

            ・「芋煮引換整理券」は、協賛チケットまたは３００円以上のご協賛で１枚 

            受け取ることができます。 

            ・整理券の発券は午前８：３０から整理券発券所で開始となります。 

【６ｍ大鍋芋煮の配布】 ・芋煮の配布開始時間は午前１１：００ごろの予定しております。 

            ・「芋煮引換整理券」に芋煮の受け取り時間が記載されており、指定時間に 

            大鍋のゲート A・B にお並びください。 

会場内には、県産農畜産物・加工品、山形の味や軽食が販売されるブース、

体験ブースなど沢山のブースがあります。またステージイベントも開かれ、

楽しんでお腹もいっぱい、満足間違いなし !! 

【交通のご案内】 ・会場には駐車場がありません。山形市総合スポーツセンター駐車場、山形県

庁駐車場に車を停めて、シャトルバス（片道 200 円）をご利用ください。 

・電車でお越しの方は、山形駅から路線バスをご利用下さい。「沼の辺」行き

または「千歳公園」行きに乗車⇒「消防署前」にて下車（片道 230 円）。 

 

 

 

 

http://www.akitafan.com/3set2012/


  

 

 

 「山形の秋」食のイベント 

◆ 9 月 1 日（土） 
・地酒と黒べこまつり（川西ダリア園／川西町産業振興課：℡0238-42-6641） 

◆ 9 月 2 日（日） 
・遊佐町農林水産まつり・畜産フェスティバル 
  （遊佐町生涯学習センター前／産業課農業振興係：℡0234-72-5882） 

・月山ワインまつり（赤川河川緑地／ 
庄内たがわ農協朝日支所：℡0235-53-251２） 

◆ 9 月 7 日（金） 
・ワインフェスティバル in 南陽（ハイジアパーク南陽／ 
           南陽市商工観光ブランド課：℡0238-40-3211） 

◆ 9 月 8 日（土） 
・元祖芋煮会 in 中山（中山町最上川せせらぎ公園／ 
        「元祖芋煮会 in 中山」実行委員会：℡023-662-2114） 

・そば花まつり（大高根地区市民センター／ 
村山市商工文化観光課：℡0237-55-2111） 

◆ 9 月 8 日（土）・9 日（日） 
・ふながた若鮎まつり【もがみ観光博】（アユパークふながた／ 
                    舟形町産業振興課商工観光班：℡0233-32-2111） 

◆ ９月１５日（土）～２３日（日） 
・産直あぐりフルーツまつり 2012（産直あぐりイベント広場／ 
                                    産直あぐり：℡0235-57-3300） 

◆ 9 月 29 日（土）・30 日（日） 
・山形ご当地グルメフェスティバル 2012 in ひがしね 
（東根市市民交流広場／ 
     山形ご当地グルメフェスティバル in ひがしね実行委員会：℡0237-41-1200） 

  

 

 
ワインフェスティバル in 南陽 

 
そば花まつり 

 
ふながた若鮎まつり

 
 

県内イベント情報  
 

◆ ８月２４日（金）～２６日（日） 
・むらやま徳内まつり（村山市楯岡／ 
         むらやま徳内まつり実行委員会：℡0237-55-4311） 

・新庄まつり【もがみ観光博】（新庄市／ 
新庄まつり委員会：℡0233-22-6855） 

◆ ８月 2６日（月）～２８日（火） 
・おばなざわ花笠まつり（メイン会場「尾花沢市中央駐車場周辺」／ 
             尾花沢市観光物産協会：℡0237-23-4567） 

 
むらやま徳内まつり

  

   ８月２３日発行 

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/ 

 

 

◆ 8 月３１日（金）～9 月 2 日（日） 
・蔵王音楽祭第 7 回蔵王龍岩祭（蔵王温泉スキー場上ノ台エリア特設会場／ 
             蔵王龍岩祭実行委員会：℡023-694-9081） 

◆ 9 月 8 日（土）・9 日（日） 
・赤湯温泉ふるさと祭り（赤湯温泉周辺／ 
           南陽市商工観光ブランド課：℡0238-40-3211） 

◆ 9 月１４日（金）～１６日（日） 
・寒河江まつり（寒河江市内・寒河江駅前周辺／ 
                   寒河江市情報観光課：℡0237-86-2111） 

◆ 9 月１５日（土）～１７日（祝） 
・谷地どんがまつり（どんがホール広場周辺／ 
               谷地どんがまつり実行委員会：℡0237-72-3787） 

◆ 9 月１５日（土）～２３日（日） 
・かみのやま温泉全国かかしまつり（上山市民公園・市役所東側／ 
                   上山市観光物産協会：℡023-672-0839） 

 
かみのやま温泉 

全国かかしまつり

 
新庄まつり 
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