東根の新しい風物詩が
はじまります★
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チェリーピロー

ヌ・クイーズ

従来のミニ枕タイプに加え、デ
スクワークや家事をしながらも
使用できる『首巻きタイプ』登
場。シンプルな3色のカラーバ
リエーションで永いおつきあい
のできる癒やしグッズです。
1コ…2,160円（税込）

新シ
リ
登場 ーズ
！！

チェリーベージュ
チェリーピンク
チェリーグリーン

6

今シーズンも美味しくできました！

食を通したまちおこし活動に取り組む「東
根風お好み焼き♪おこふ宣隊」とのコラボ
商品として今シーズンも発売開始。口の中
に広がるフルーティーなさくらんぼの酸味
が、食材の旨みを、より一層美味しく引きた
ててくれます。
各1本…450円（税込）300㎖

▼

20：30

9／

N

7

10：00
▼

山形空港
旅サロン情報!!

15：00

募
!!

▪求人事業所

一般社団法人東根市観光物産協会

▪所 在 地

〒999−3720
東根市さくらんぼ駅前一丁目1番1号

▪就業場所

上記に同じ

▪職

観光案内・観光イベント業務等

種

▪仕事内容

・観光物産の振興事業に関わる業務
・観光イベント、キャンペーン等に
関わる業務
・さくらんぼタント館施設管理ほか

▪雇用形態

正社員以外、
（契約）職員

▪雇用期間

平成26年9月1日〜平成27年3月31日
契約更新の可能性あり

▪必要な資格・免許・経験等
普通自動車免許（必須・AT限定可）
Excel、Wordが堪能な方（必須）

さくらんぼお好みソース

10：00

SU

会場▼市民交流広場

ひがしね

一般社団法人東根市観光物産協会報

in

急

契約職員の募集

きてけろくん

FR

2014 August

た〜んと
ほおバルフェスタ

山形県東根市

▪労働条件

賃金（税込み）148,700円/月
通勤手当無し
昇給及び賞与、退職金制度無し
雇用・労災・健康・厚生保険加入

▪就業時間

交替制
⑴ 8：30〜17：15 ※事業所自体は
年中無休と
⑵ 13：30〜20：00
なります。
⑶ 8：00〜16：45
週休二日制

▪採用人数

若干名

▪応募期間

平成26年8月22日まで

▪応募方法

期限日まで履歴書を持参又は郵送

▪選考方法

一次書類選考の上、面接試験あり

▪選考結果

郵送

お申し込み・お問い合せ先

▲

山形空港旅サロンで
は、 本市はもとより、 県内
各地の様々な観光情報を
お届けしております。

一般社団法人東根市観光物産協会
〒 999-3720 山 形 県 東 根 市 さ く ら ん ぼ 駅 前 一 丁 目 1-1

TEL

http://www.higashine.com
E-mail info@higashine.com
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0237-42-2777

会、
季節のお酒試飲販売などが行われます。

ン

第 回 おばけかぼちゃ
コンテスト大会

問東郷公民館

❶10月11日㈯

AM10：00～ PM4：30

⃝入場料 前売券600円／当日券800円
⃝交流会入場券 3,000円
❸今年で 32回目の本大会は
「さくらんぼ東根温
泉」
と
「果樹王国ひがしね」の魅力を全国に発
信する為に長きにわたり続いている伝統ある
大会になっております。参加者は全国から集
まり、日頃鍛えた自慢ののどを披露します。
今
大会は、ゲストに
「キングレコード専属民謡歌
手 大塚文雄さん」
、
「民謡日本一山形娘 朝倉
さや」
さんを迎え盛大に行われます。
多くの皆様のご来場をお待ちしております。
❷さくらんぼタントクルセンター・大ホール
❶10月4日㈯～5日㈰

26

問東根公民館

大江戸祭り盆踊り大会

PM4：00～ PM9：00

6 11

おもてなしの
こころ
果樹王国ひがしね

Welcome to Higashine!

住所：東根市さくらんぼ駅前2丁目1-28
TEL：0237-42-2560

友好都市 東京都中央区

❶8月22日㈮～23日㈯

14

32
0237-42-0107

❸若宮八幡宮に160年余り受け継がれてきた
太々神楽が豊作を祈って奉納されます。
❷若宮八幡宮境内
❶8月31日㈰

昨年の5月にオープンしました。パンは70種類があり、日替わ
りで提供しています。こだわりは、パンの種類を多く月替わり
にメニューを変えたり、旬なものを使ったパンを提供してい
ます。商品の入れ替わりが激しいため、お客様には新たな気持
ちでご来店していただきたいです。
これからもお客様を飽きさせないように新
商品を作り販売していくので、どうか飽きず
に来てください。
おす
和み すめ
ロー
ル

ド・リーテ・マルシャン

営業時間：AM7：00〜 PM7：00
定休日：第1、3、5 火曜日

住所：東根市荷口1-6
TEL：0237-48-1777

昭和30年ぐらいから創業しています。こだわりは美味しいも
のをお客様にご提供すること。品揃えは、豆腐、油揚げ、厚揚
げ、平こんにゃく、糸こんにゃく、玉こんにゃく、ところてん。
オススメは玉こんにゃく260円、豆腐100円です。これからも
美味しい伝統食品をお客様に提供していき
たいと思います。

ります。
イベントを開催してお
各地域でもたくさんの
場所 ❸…詳細
❶…日程・時刻 ❷…

！
イベントシーズン到来！

風祭り （若宮八幡宮）

タ

す！
ておりま
んもお待ちし
く
ト
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❷六歌仙

第 回 最上川舟唄全国大会

山形空港
開港 周年記念
フェスティバル

❸五穀豊穣を祝い、
秋の収穫市場、大餅つき大

六歌仙
秋の大収穫

問株式会社六歌仙

少子高齢化や人口減少が叫ばれる中、外国人の観
光 誘 客 が 交 流 人 口 拡 大 を 図 る 上 で は 大 き な テ ーマ
と言われております。本市においては、
これまでそ
ういった取り組みは皆無であり、
その術を持ち合わ
せてもおりませんでした。今回はじめて、
インバウ
ンド人材育成事業の一環として、
タイ王国大使館公
使ご夫妻をはじめ、
東京医科歯科大学へのタイ人留
学生 名を招いてのモニターツアーをおこないまし
た 。 月 日（
土）
、
山形デスティネーションキャンペー
ンのオープニングに合わせ、
さくらんぼ東根駅に降
り立ったご一行を東根市立東根中部小学校のマーチ
ングバンド、
河北町立谷地中部小学校豆奴による歓
迎セレモニーでお出迎え。地元、
山形大学へのタイ
人留学生と昼食交流会の後、
寒河江市、
慈恩寺で秘
仏観賞、
河北町の紅花資料館では、
最上川舟運の歴
史と文化などに触れ、夕方からは、
さくらんぼ東根
温泉で良質な源泉を楽しみながら、
日本食と日本酒
を堪能いただきました。翌朝は、
本市が誇るさくら
んぼ佐藤錦の新しい旅行商品として販売中の「
朝摘
みさくらんぼ狩り」や、最上川三難所舟下り、銀山
温泉で大正ロ マンを体験するなど、
実際に本市の持
つ観光素材やおもてなし文化を感じていただき、
様々なご意見やご感想をいただきました。例えば、
外国人向けの表記や外国語での簡単なご挨拶、
宗教
による食事制限など、
クリアすべき課題は多くあり
ますが、
今 回 の モ ニ タ ーツ ア ーに よ って 一 歩 前 へ 進
んだものと思います。今後は、
本格的な国際交流を
推し進めるべく課題を精査し、
受入態勢の整備を進
め、
タイ王国への観光プロモーションをおこなって参
りたいと考えております。

髙野萌以・髙久江利

〒 996-0025 山形県新庄市若葉町 13-62
TEL 0233-22-6516 ㈹ FAX 0233-23-3969
ホームページ http://www.kyoeiprinting.com
メール info@kyoeiprinting.com

2014

外国人観光誘客に
向けた取り組み

共栄印刷株式会社

デザイン

2014

羽柴食品
季節を感じて
楽しもう！

営業時間：AM9：00〜 PM5：00
定休日：日曜日

●協会員のご紹介

一般社団法人東根市観光物産協会

企画・制作

❷浜町公園

お笑いライブ！U字工事、
大西ライオン、
5GAP、
エハラマサヒロ、
爆笑コメディアンズ出演
アマチュアバンドによるHIGASHINEライブ、
キッズプレイランドほか

発行元

❸盆踊り、日本の音頭
（22日のみ）
、中央区伝
統芸能、縁日コーナーなど多彩な催しが真
夏の夜を盛り上げます。本市の物産展も開
催されます。

ステージ＆アトラクションイベント盛りだくさん！

Vol.52

2014 年 8 月 15 日

❶9月14日㈰ AM10：00～
❷東郷公民館
❸ハロウィンでお馴染みの
「おばけかぼちゃ」
の
重さを競う大会です。
大きいことはいいことだ！
0237-44-2223

東根市商工会や東根市農業協同組合などが、
地元食材を使ったグルメを出展！

たぁんとさくらんぼ

❶9月27日㈯～28日㈰ ❷山形空港
❸普段見る事の出来ない管制塔の見学、
滑走路
を歩くツアー、
消防車との綱引きなどを予定し
ています。

ひがしねフードフェスタも
同時開催！

023-630-2401（県空港港湾課）

★詳しくは中面をご覧下さい！

●ひろしの餃子
●山形ワンタン本舗
●韓国料理鑫城苑 ●中華レストラン玉家
●トップ食品
●中国帰国者を支援する会

実行委員会

●仙台あおば餃子（宮城県仙台市）
●はちやの餃子（宮城県塩竃市）
●宇都宮焼餃子（栃木県宇都宮市）
●浜松餃子（静岡県浜松市）
●すその水ギョーザ（静岡県裾野市）
●津ぎょうざ（三重県津市）

協会員
大募集

山形空港利用拡大推進協議会では、
「おいしい山
形空港」愛称決定を機に、山形県内20市町村の旬
の果物など「おいしい山形」の特産品を山形空港到
着のお客様にお届けしております。
「 山形空港サ
ポーターズクラブ」会員専用ラウンジで提供する
コーヒーが「NESPRESSO」になりました。仙台の
高級ホテルのVIPラウンジで提供されるなど、品
質は折り紙付きです。
「山形サポーターズクラブ」
には、ビジネスパーソンの方であれば、入会金、年
会費無料でどなたでもご入会できます。

問山形空港開港50周年記念事業

県外有名餃子が来市！ 東根の餃子も本格参戦！

お〜い会員
さん

0237-41-1200
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チェリーピロー

ヌ・クイーズ

従来のミニ枕タイプに加え、デ
スクワークや家事をしながらも
使用できる『首巻きタイプ』登
場。シンプルな3色のカラーバ
リエーションで永いおつきあい
のできる癒やしグッズです。
1コ…2,160円（税込）

新シ
リ
登場 ーズ
！！

チェリーベージュ
チェリーピンク
チェリーグリーン

さくらんぼお好みソース
今シーズンも美味しくできました！

食を通したまちおこし活動に取り組む「東
根風お好み焼き♪おこふ宣隊」とのコラボ
商品として今シーズンも発売開始。口の中
に広がるフルーティーなさくらんぼの酸味
が、食材の旨みを、より一層美味しく引きた
ててくれます。
各1本…450円（税込）300㎖

契約職員の募集

急

募
!!

上記に同じ

▪就業場所

〒999−3720
東根市さくらんぼ駅前一丁目1番1号

▪所 在 地

一般社団法人東根市観光物産協会

▪求人事業所

・観光物産の振興事業に関わる業務
・観光イベント、
キャンペーン等に
関わる業務
・さくらんぼタント館施設管理ほか

▪仕事内容

観光案内・観光イベント業務等

▪職

種

平成26年9月1日〜平成27年3月31日
契約更新の可能性あり

▪雇用期間

正社員以外、
（契約）
職員

▪雇用形態

▪必要な資格・免許・経験等
普通自動車免許
（必須・AT限定可）
Excel、Wordが堪能な方
（必須）
▪労働条件

▪就業時間

賃金
（税込み）148,
700円/月
通勤手当無し
昇給及び賞与、
退職金制度無し
雇用・労災・健康・厚生保険加入
交替制
⑴ 8：30〜17：15 ※事業所自体は
年中無休と
⑵ 13：30〜20：00
なります。
⑶ 8：00〜16：45
週休二日制

郵送

▪選考結果

一次書類選考の上、
面接試験あり

▪選考方法

期限日まで履歴書を持参又は郵送

▪応募方法

平成26年8月22日まで

▪応募期間

若干名

▪採用人数

お申し込み・お問い合せ先
一般社団法人東根市観光物産協会
〒 999-3720 山 形 県 東 根 市 さ く ら ん ぼ 駅 前 一 丁 目 1-1

TEL

●ひろしの餃子
●山形ワンタン本舗
●韓国料理鑫城苑 ●中華レストラン玉家
●トップ食品
●中国帰国者を支援する会

ひがしねフードフェスタも
同時開催！
東根市商工会や東根市農業協同組合などが、
地元食材を使ったグルメを出展！

ステージ＆アトラクションイベント盛りだくさん！
お笑いライブ！U字工事、
大西ライオン、5GAP、
エハラマサヒロ、
爆笑コメディアンズ出演
アマチュアバンドによるHIGASHINEライブ、
キッズプレイランドほか

果樹王国ひがしね

山形空港利用拡大推進協議会では、
「おいしい山
形空港」愛称決定を機に、山形県内20市町村の旬
の果物など「おいしい山形」の特産品を山形空港到
着のお客様にお届けしております。
「 山形空港サ
ポーターズクラブ」会員専用ラウンジで提供する
コーヒーが「NESPRESSO」になりました。仙台の
高級ホテルのVIPラウンジで提供されるなど、品
質は折り紙付きです。
「山形サポーターズクラブ」
には、ビジネスパーソンの方であれば、入会金、年
会費無料でどなたでもご入会できます。

0237-42-0107

風祭り （若宮八幡宮）

❷若宮八幡宮境内
❶8月31日㈰

●協会員のご紹介

太々神楽が豊作を祈って奉納されます。

❸若宮八幡宮に160年余り受け継がれてきた

友好都市 東京都中央区

協会員
大募集
たぁんとさくらんぼ Vol.52
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発行元 一般社団法人東根市観光物産協会
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ホームページ http://www.kyoeiprinting.com
メール info@kyoeiprinting.com

大江戸祭り盆踊り大会

問東根公民館

PM4：00～ PM9：00

営業時間：AM7：00〜 PM7：00
定休日：第1、3、5 火曜日

お〜い会員
さん

0237-41-1200

http://www.higashine.com
E-mail info@higashine.com

Vol.52

県外有名餃子が来市！ 東根の餃子も本格参戦！
●仙台あおば餃子（宮城県仙台市）
●はちやの餃子（宮城県塩竃市）
●宇都宮焼餃子（栃木県宇都宮市）
●浜松餃子（静岡県浜松市）
●すその水ギョーザ（静岡県裾野市）
●津ぎょうざ（三重県津市）
★詳しくは中面をご覧下さい！
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外国人観光誘客に
向けた取り組み

山形空港
開港 周年記念
フェスティバル
第 回 おばけかぼちゃ
コンテスト大会

❸今年で 32回目の本大会は
「さくらんぼ東根温
❷さくらんぼタントクルセンター・大ホール
❶10月4日㈯～5日㈰

少子高齢化や人口減少が叫ばれる中、外国人の観
光 誘 客 が 交 流 人 口 拡 大 を 図 る 上 で は 大 き な テ ーマ
と言われております。本市においては、
これまでそ
ういった取り組みは皆無であり、
その術を持ち合わ
せてもおりませんでした。今回はじめて、
インバウ
ンド人材育成事業の一環として、
タイ王国大使館公
使ご夫妻をはじめ、
東京医科歯科大学へのタイ人留
学生 名を招いてのモニターツアーをおこないまし
た。 月 日（
土）
、
山形デスティネーションキャンペー
ンのオープニングに合わせ、
さくらんぼ東根駅に降
り立ったご一行を東根市立東根中部小学校のマーチ
ングバンド、
河北町立谷地中部小学校豆奴による歓
迎セレモニーでお出迎え。地元、
山形大学へのタイ
人留学生と昼食交流会の後、
寒河江市、
慈恩寺で秘
仏観賞、
河北町の紅花資料館では、
最上川舟運の歴
史と文化などに触れ、夕方からは、
さくらんぼ東根
温泉で良質な源泉を楽しみながら、
日本食と日本酒
を堪能いただきました。翌朝は、
本市が誇るさくら
んぼ佐藤錦の新しい旅行商品として販売中の「
朝摘
みさくらんぼ狩り」や、最上川三難所舟下り、銀山
温泉で大正ロ マンを体験するなど、
実際に本市の持
つ観光素材やおもてなし文化を感じていただき、
様々なご意見やご感想をいただきました。例えば、
外国人向けの表記や外国語での簡単なご挨拶、
宗教
による食事制限など、
クリアすべき課題は多くあり
ますが、
今 回 の モ ニ タ ーツ ア ーに よ って 一 歩 前 へ 進
んだものと思います。今後は、
本格的な国際交流を
推し進めるべく課題を精査し、
受入態勢の整備を進
め、
タイ王国への観光プロモーションをおこなって参
りたいと考えております。

0237-42-2777

会、
季節のお酒試飲販売などが行われます。
AM10：00～ PM4：30

六歌仙
秋の大収穫

問株式会社六歌仙
❷六歌仙
❶10月11日㈯

⃝入場料 前売券600円／当日券800円
⃝交流会入場券 3,000円

泉」
と
「果樹王国ひがしね」の魅力を全国に発
信する為に長きにわたり続いている伝統ある
大会になっております。参加者は全国から集
まり、日頃鍛えた自慢ののどを披露します。
今
大会は、ゲストに
「キングレコード専属民謡歌
手 大塚文雄さん」
、
「民謡日本一山形娘 朝倉
さや」
さんを迎え盛大に行われます。
多くの皆様のご来場をお待ちしております。

第 回 最上川舟唄全国大会

2014

❸五穀豊穣を祝い、
秋の収穫市場、大餅つき大

タ

ント

ます！
ちしており
くんもお待

AM10：00～

一般社団法人東根市観光物産協会報

N

ひがしね

9／

SU

会場▼市民交流広場

た〜んと
ほおバルフェスタ

山形県東根市

2014 August

in

7

10：00
15：00

山形空港
旅サロン情報!!
山形空港旅サロンで
は、 本市はもとより、 県内
各地の様々な観光情報を
お届けしております。

▲

2014

を歩くツアー、
消防車との綱引きなどを予定し
ています。
問山形空港開港50周年記念事業
実行委員会 023-630-2401（県空港港湾課）
❸普段見る事の出来ない管制塔の見学、
滑走路
❶9月27日㈯～28日㈰ ❷山形空港

50

重さを競う大会です。
大きいことはいいことだ！
問東郷公民館 0237-44-2223
❸ハロウィンでお馴染みの
「おばけかぼちゃ」
の
❷東郷公民館
❶9月14日㈰

おもてなしの
こころ

32

26

Welcome to Higashine!

住所：東根市さくらんぼ駅前2丁目1-28
TEL：0237-42-2560

統芸能、縁日コーナーなど多彩な催しが真
夏の夜を盛り上げます。本市の物産展も開
催されます。

❸盆踊り、日本の音頭
（22日のみ）
、中央区伝
❷浜町公園
❶8月22日㈮～23日㈯

昨年の5月にオープンしました。パンは70種類があり、日替わ
りで提供しています。こだわりは、パンの種類を多く月替わり
にメニューを変えたり、旬なものを使ったパンを提供してい
ます。商品の入れ替わりが激しいため、お客様には新たな気持
ちでご来店していただきたいです。
おす
和み すめ
これからもお客様を飽きさせないように新
ロー
ル
商品を作り販売していくので、どうか飽きず
に来てください。

ド・リーテ・マルシャン
住所：東根市荷口1-6
TEL：0237-48-1777

昭和30年ぐらいから創業しています。こだわりは美味しいも
のをお客様にご提供すること。品揃えは、豆腐、油揚げ、厚揚
げ、平こんにゃく、糸こんにゃく、玉こんにゃく、ところてん。
オススメは玉こんにゃく260円、豆腐100円です。これからも
美味しい伝統食品をお客様に提供していき
たいと思います。

ります。
イベントを開催してお
各地域でもたくさんの
場所 ❸…詳細
❶…日程・時刻 ❷…

！
イベントシーズン到来！

羽柴食品

営業時間：AM9：00〜 PM5：00
定休日：日曜日

トン

トン

季節を感じて
楽しもう！

ダンス＆バンドナイト

子ども連れの方も楽しく過していただけるよ
う、会場内にキッズプレイランドを設置いたし
ます。大人気のふあふあドームのほ
か、親子参加型「手作りバームクー
ヘン教室」
も開催いたします。詳しい
内容につきましては、後日東根市の
ホームページ等でお知らせします。

▲レディオサイエンス
作庭家が提案する外構工事
コーディネートはお任せ下さい
庭は遊び心、斬新さと伝統の出会い。建築
様式やライフスタイルの多様化に伴って、庭
園の在り方も伝統的な和風からオリジナリ
ティー溢れる洋風ガーデンまで多岐に渡って
います。当社は長年培ってきた確かな技術
力と独創的なデザイン力でお客様のあらゆ
る庭づくりに対応致します。

なだらかな曲線を描く石積みと石たたみ

武田園芸

弊社は、造園工事業者では
数少ないISO9001：2008
の認証取得事業者です。

☎ 0120-77-0263

住 東根市神町南1-8-14
造園工事業：山形県知事許可
（特定-13） 営 8：00〜18：00 休 日曜・祭日
第300365号
HP http://takedaengei.net/

ご予算に合わせて作成いたします
お気軽にご相談ください！
モンベル・コロンビア・
ノースフェイス・チャムス 他
紳士・婦人靴、サンダル
グラウンドゴルフ用品
サプリメント
神町中学校指定グッズ取扱店

ココストア

さん

三協スポーツ
アウトドア部
北信さん

神町自衛隊

大胆な構成の大型オリジナル門柱

ネーム刺しゅう・Tシャツプリント・オリジナルワッペン作成

山形空港

京風ただようモダンな庭

◉誰に頼んでいいのか分からない。
◉希望のイメージはあるが具体的な方法が
思いつかない。
◉整理のつかない庭をすっきりさせたい。
◉雑誌に出てくる写真のような庭をつくりたい。
◉管理に手間を掛けたくない
（草むしり・雪囲い等）

アウトドア用品・スポーツ用品・迷彩グッズ・刺しゅう

ほっともっと さん

こんなお客様はぜひご相談ください

その❸

▼スペシャオ餃子
ＢＡＮＤ

今回は、観光地のトイ

キッズプレイランド

大滝公園の公衆便所

レだからこその苦労話を
二つ紹介しよう。

先日、ひがしね祭を熱くした踊り団体
や、バンドグループが、再びグルメの夜を
熱く楽しく盛り上げます。
土曜日は「レディオサイエンス」と「スペ
シャオ餃子BAND」もスペシャルゲストと
して演奏します！

ある年の夏、 東 根 市

▼

会場：西川町間沢「交流センターあいべ」
問西川町商工観光課内 西川菊まつり等振興委員会
0237-74-4119

土

出演

「大滝公園」
が管 理する

10月25日㈯▶11月9日㈰

町内の菊愛好家の方々が育てた菊約 400点を2
週間にわたり会場に展示され、 町民が作成した
菊人形なども並ぶ華やかなお祭りとなっています。
もっとも優秀な作品には内閣総理大臣賞等が授
与されます。 西川町の花である菊を町全体で愛で
る催しです。

事
Ｕ字工

の公 衆 便 所から 国 道の

第79回 西川菊まつり

日

出演

が流
「黄色いモノ」
側溝に
れているとの連 絡があっ

会場：クロスカルチャープラザ
「桂桜会館」
特設会場
（役場前）
問申込先：かおり風景100選「大石田町そばの里」推進協
議会 新そばまつり事務局（大石田町役場産業振興課
商工観光グループ）0237-35-2111

５ＧＡＰ

タント君

当時は、
どのような酒蔵だったのですか？

新そばの収穫を祝い、大石田のそばを広く知っていた
だくため、今年も新そばまつりを開催します。 大石田
町のそばの在来種、「来迎寺在来」をこの日のために
育て、「挽きたて・打ちたて・茹でたて」の三拍子に「採
れたて」 「心立て」 が加わった美味しいそばをご用意し
て、お待ちしております。 そばを食べるには、チケットが必
要です。

六田の麩が入った東根風お好み焼き「お
こふ」や、Higashine Sweets Club による甘
～いデザート「さくらんぼサンデー」など、
東根市の食材をふんだんに使ったグルメ
が出展されます。
また、東根市の友好都市である、東京都
中央区、北海道新得町、宮城県東松島市の
グルメも出展予定！

ヒロ
爆笑
アンズ エハラマサ
コメディ

Q

トイレものがたり

10月25㈯▶26㈰ 11:00～13:30 前売券1,000円（当日券
1,200円）前売券購入場所は、直接お問い合わせください

出演

た。 調べてみると出羽三

会場：寒河江八幡宮、寒河江駅前 ほか
問寒河江市さくらんぼ観光課 0237-86-2111

新そばまつり

イオン
大西ラ

▲東根風お好み焼き
おこふ

日

土日
出演

山神社の例祭があって、

今年で32回目を迎える 「絆 ・ 熱き魂の躍動」 の
テーマのもと約4000名の担ぎ手が観客を魅了す
る 「神輿の祭典」 他にも、鎌倉武士の勇壮さ引
き継ぐ流鏑馬（やぶさめ）やふるさと芸能まつり、う
まい大鍋まつりややきとりバルなど見所が満載。

会場：朝日町エコミュージアムセンター創遊館芝生広場
問朝日町ワインまつり実行委員会事務局
0237-67-2111

出演

▼㊇広果園
0237-47-1357
▼たきぐち果樹園
0237-44-1957
▼神町観光果樹園
0237-48-1888
▼滝口観光果樹園
0237-44-2881

仙 台 市 周 辺から連日バ

9月13日㈯▶15日㈪㈷

土

朝日町特産品の「朝日町ワイン」を飲みながら野
外でのバーベキューが楽しめるイベント。 抽選会やぶ
どう踏み競争などのアトラクションも行われます。おい
しいワインと国産牛のバーベキュー！ご家族・仲間ど
うしでご自由に焼いてお召し上がりください。

もぎとり可能園地

A

岡田さん

ス数 台を 連ねて参 拝 客

寒河江まつり

▼さくらんぼサンデー

事務局長 原田 清一郎

寒河江市

会場：中山町最上川せせらぎ公園
問元祖芋煮会in中山実行委員会 023-662-2114

2014

9月23日㈫ 秋分の日 ※雨天中止 前売券 大人：3,100円
小中学生：1,600円（当日券なし）

西川町

芋煮会発祥の地である中山町において、 9月の
第二土曜日を「町民芋煮会の日」とし、芋煮会
を多くの方に実践していただく参加型イベント。

朝日町ワインまつり

プロの芸人さんによるお笑いライブを
開催します！
★6日㈯ 1回目12：00～ 2回目15：00～
★7日㈰ 1回目11：30～ 2回目13：30〜
※各回約50分程度

10月上旬～12月
中旬頃までりんご
狩りが可能！主力
品種は「ふじ」。甘
みがぎゅっと凝縮さ
れた蜜がたっぷり入
る11月中旬が旬。
品種は様々あります
が、「果樹王国ひが
しね」のりんごは、密
がはいった「密入り
りんご」です。 ちょっと
固い歯ごたえの後の
「甘み」は格別です！

観光ボランティアガイドから
学んで楽しむ シリーズ❷

10：30～15：30（小雨決行、荒天中止）

会場：左沢駅前
問大江町観光物産協会事務局
（大江町政策推進課内）0237-62-2111

お笑いライブ開催！
ひがしね
フードフェスタ

0円
以上60
小学生
分）
0
6
0円（
小人40

本日ガイドをしていただく、
観光ボランティアガイドの岡田元助さんです。
早速、
岡田さんに質問です。
ここは何と言う場所ですか？

９月13日㈯

★10:00 15:00

▼滝口観光果樹園
0237-44-2881
▼渡辺ぶどう園
0237-44-2924

ここ「
は 東の杜資料館」という所です。

中山町

中山町誕生60周年記念
「第7回元祖芋煮会in中山」

んご狩り
り

もぎとり可能園地

資料館はなぜできたのですか？

会場：山辺町本町通り
（ふるさと資料館前）
問本町商店振興会事務局 023-664-5620（庄司）

★10:00 20:30

8月のデラウエア～
10月上旬のナイア
ガラまで多様な品
種のぶどう狩りが
可能！ ぶどうは、他
の果物と違って一
房にたくさんの実が
たわわに実り一粒
一粒に栄養とおい
しさがギュッとつまっ
てます。

が訪れており、途中の大
のだという。
をなして用を足していく
滝公園で途中下車し列
を行っているが、浄
、合併浄化槽による処理
大滝公園の水洗トイレは
は建築面積により算
いう形で表される。通常
化槽の大きさは何人槽と

15：00～21：00（予定）

食べる・飲む・遊ぶ・見る・聴く・彩るをテーマに通り
の空地や駐車場を使った盛りだくさんのイベント。
本町商店振興会加盟店による大抽選会や道路
に子どもたちが絵を描いたり、ふるさと交流センター
「あがらっしゃい」周辺を使って遊べる空間を創出し
ます。

★16:00 20:30

9月21日㈰ パレード開始時間：11:20～

毎年9月に開催される「伝統おおえの秋まつり」 は
各地区に受け継がれる伝統芸能が一同に会して
町内を練り歩きます。 大江町の歴史と伝統が披
露されます。

大石田町

９月６日㈯

伝統大江の秋祭り

5日（金）
6日（土）
7日（日）

●ひろしの餃子
●韓国料理鑫城苑
●トップ食品
●山形ワンタン本舗
●中華レストラン玉家
●中国帰国者を支援する会

いる。

山辺町

『くう☆のむ☆あそ部フェスタvol.3』
（くうのむあそべフェスタ）

会場：上山市民公園
問上山市観光物産協会 023-672-0839

市内団体

0円
以上60
小学生
分）
0
6
（
円
0
小人40

、駐車台数などによっ
観光地における浄化槽は
定される基準があるが、
りの平均処理人数で
。いずれにしても１日あた
て算定される場合が多い
う大きさが決定される。
五十人槽とか百人槽とい
楽地や観光施設では
常識とされていても、行
しかし、法律や基準では
は、短時間で一日平均
起こる。大滝公園の場合
しばしば想定外のことが
バ
出した原因であり、
たのが未処理汚水が流れ
利用人数を超えてしまっ
い。
請したのは言うまでもな
ス会社に利用自粛を要
堤のたまり水を利
レは、近くの沢の砂防堰
また大滝公園の水洗トイ
水しか流れなくなっ
響で堰 堤が埋まりチョロ
用していたが、大 雨の影
結して、冬期間の
ートルに及ぶ送水管が凍
さらに、厳冬期に数十メ
た。
たことがあった。
トイレ閉鎖に追い込まれ
近くにパイプを埋
いので、大滝上流の河川
もはや沢水は利用できな
たまたま
込めない。
、岩盤があってうまく差し
設し取水しようとしたが
は河川の伏流水では
取水に成功したが、これ
岩盤の割れ目が見つかり
たが河川区域外のた
川法に抵触しそうになっ
なく河川水そのもの、河
て
しており 今も使 用され
かくしてこの水 源が安 定
め危うくセーフ、

会場：天童高原特設会場
問天童高原まつり実行委員会
天童市経済部産業立地室内 023-654-1111

上山を代表する秋まつりで、会場には大小合
わせて500体以上のかかしが並びます。フード
コートやステージイベントなど見どころ盛りだくさ
んです。今年は11日間開催します。

朝日町

さわやかな高原の風薫る天童高原にてみなさんでお
いしい天童牛を食べることができますよ。 バンド演奏
や大抽選会や、新鮮野菜や手作り菓子などの販売
もあります。

第44回 9月13日㈯▶23日㈫㈷
かみのやま温泉 全国かかし祭

▼㊇広果園
0237-47-1357
▼たきぐち果樹園
0237-44-1957
▼滝口観光果樹園
0237-44-2881

ine
Higash history

横尾家は、明治時代まで、名主さんでしたが、体制が変
わり 業 種 転 換で酒 造 事 業を 興す、 現 在まで継 続して
いるものです。私もこの酒造工場（横尾酒造店）で昭和
三十一年から昭和四十七年まで働いたので、その頃の話
をしたいと思います。酒造工場としては一番隆盛した頃
だったように思います。
働 く 人 達（ 蔵 人 ）
も三○ 人 近 くいたと 記 憶しておりま
す。
しかも当時としては、珍しく、岩手県の人達（単身赴
任の季節労働者）と一緒に働いたのでいろんな風習や珍
しい話、また、唄特に民謡などがうまい人達が居り、大
変勉強になった時期だったと思い出されます。
当時は、人手のかかる仕事が多く、酒屋仕事独特の
「も
のの数え方」など
（忘れないように節をつけて数えた）が
あり、他人様と違った世界を垣間見る事が出来、更に岩
手県民（一部の県民であるが）言葉等の違いなどがある
というのが興味深かったことでした。
このごろ 、 驚いた 時に 発 する 言 葉「 じぇ
じぇ」がテレビ等で話題になっている言葉
ですが、当 時 、岩 手 県の内 陸 部・花 巻と 盛
岡の中間辺り
「紫波町・石鳥谷町」付近からの蔵人が来
ていたのでその人達は
「じゃじゃ」
という言葉を使ってお
りました。
また、秋になると各地方の蔵に入る蔵人達が
「南部せん
べい」
と「モチ」
を持参したものですが、それを頂き食べた
時のおいしかったことが忘れられません。

8月31日㈰ 雨天決行11:30開会（午前11:00受付開始）
13:30閉会 大抽選券付前売券 1,700円
（1人券）天童牛
200ｇ・野菜付き、前売券の発行番号が抽選番号になります
前売り券 8月22日㈮まで販売。取り扱い施設は下記連絡先
に直接お問い合わせください。

会場：谷地八幡宮周辺
問河北町観光協会 0237-72-3787

もぎとり可能園地

ここは 昭 和三○ 年まで、 日 本 酒を 製 造していた 酒 造工場
でした。 北 村 山 郡 管 内の酒 屋（六軒 ）
さんが、
合 併し（ 昭 和
四十七年営業部門・昭和六○年製造部門）
、新しい工場に移
転しましたので古い酒 蔵の再 利 用を 考えて前の持ち 主
横 尾 家（ 現 当 主・横 尾 智三郎 氏 ）
が資 料 館にし 昭 和
六十三年にオープンしました。

天童高原まつり

昔は山形の三大祭と称せられていた
歴史ある祭りです。最終日夕方から
「谷地どんがまつり競演」 が開催され
ます。囃子屋台の競演が観光客を
魅了します。

どう狩り
ぶ

●仙台あおば餃子（宮城県仙台市）
●はちやの餃子
（宮城県塩竃市）
●宇都宮焼餃子
（栃木県宇都宮市）
●浜松餃子
（静岡県浜松市）
●すその水ギョーザ（静岡県裾野市）
●津ぎょうざ（三重県津市）

▲

天童市

023-694-9518

9月13日㈯▶15日㈪㈷

県外団体

▲

問蔵王ロープウェイ株式会社 蔵王山麓駅

谷地どんが祭り

大江町

サマーナイトクルージングは夏期だけの、特別なアクティビ
ティ。 地蔵山頂駅からの夜景と星空を鑑賞し、災難除
け、諸願成就のお地蔵様を参拝する冒険ツアーです。涼
やかな夜の風に包まれて見上げる星空は、きっと忘れられ
ない思い出になるはず。

かみのやま温泉
全国かかし祭

0円
以上80
小学生
分）
0
6
（
円
0
小人60

8月上旬～9月下
旬にかけて「あかつ
き・川中島白桃」
他品種のもも狩り
が可能！ 寒暖の差
が激しい東根市で
育った「もも」は、糖
度が高く果汁が多
くジューシーですよ。

▲

開催中▶8月31日㈰ 開催時間 17:00▶21:00（上り最
終19:50まで）往復乗車運賃:おとな2,600円 こども
1,300円

も狩り
も

全国餃子まつり
全国の有名な餃子と、東根市を代表する
餃子が一堂に会した餃子まつりを開催し
ます。ビールを片手にどこの餃子がおいし
いか食べ比べてみてはいかがですが。

上山市

山形市

蔵王ロープウェイ
サマーナイトクルージング

ねの
し
が
ひ
国
王
果樹
フルーツ狩り

inひがしね

河北町

尾花沢市

会場：市内中央駐車場周辺で開催
問尾花沢市観光物産協会 0237-23-4567

7

N

8月22日㈮▶24日㈰

花笠踊り発祥地「おばなざわ花笠まつり」。 県内の
夏祭りの最後を飾る盛大な祭です。 27日は神輿
や囃子屋台などの伝統行列、 28日は花笠踊り大
パレードを開催します。 約3,000人の踊り手が豪快
華麗な伝統踊りを披露し、街中が花笠一色に染ま
ります。

9／

会場

▼

村山市

むらやま
徳内まつり

5
SU

in ひがしね

今年、 むらやま徳内まつりは20周年を迎えます。 山
形県村山市を会場に、鉦、笛、大太鼓、締太鼓、
掛声等からなる囃し手が、豪華絢爛な山車に乗込
み、踊り手はアップテンポなお囃子に合わせて勇壮か
つ華麗に、 各団体が特色を活かした踊りを繰り広
げます。

8月27日㈬▶28日㈭

I

ェスタ
フ
ル
バ
お
ほ
と
広場
た〜ん
南側 市民交流
：東根市役所

食

むらやま徳内まつり

おばなざわ花笠まつり

FR

まれ!!
いしん坊ー集

近隣市町の
イチオシ情報

会場：村山駅周辺まつり広場
問むらやま徳内まつり実行委員会
0237-55-4311

9／

遊びに
来
くださー て
い★

カタログ注文もＯＫ！

三協スポーツ アウトドア部
神町中央2-9-12 ☎℻.47-0110 携.090-2023-4508

