スカイランタン

大石田町

雪中！自然薯堀りツアー！

3月7日㈯ 10：00～

早春の畑で高く積もった残雪の中、自分の手で土を掘り、自然薯を収
穫します。体験後は、自然薯料理と大石田名物の手打ちそばで舌つ
づみを打ち、自慢の温泉に浸かって疲れを癒してください。
会場：大石田温泉
「あったまりランド深堀」
集合

問あったまりランド深堀 0237-35-5353

朝日町

（大江町観光物産協会内）0237-62-2139

河北町

谷地ひなまつり

4月2日㈭▶3日㈮

山辺町

紅花交易による当時の繁栄ぶりを物語るのが、いまも町内の旧家に
残る雛人形の数々。享保雛、次郎左衛門雛、古今雛、御所人形など
それぞれの家で代々受け継がれてきた格調高い時代雛が、
ひな市通りを中心に一般公開されます。また、期間中は秋
葉神社において「ひな供養」の神事も行われます。

石山魚店
大正5年にお店をはじめてから、そろそろ創業100年になり
ます。市場直送の新鮮な魚介類と、添加物を一切使わない手作
りのお惣菜を提供しています。魚屋ならではの新鮮なお刺身
類はもちろん、お客さまの様々なご注文にお応えできるよう
な品ぞろえを目指しています。これからもお
客さまに喜ばれる料理を作っていきますの
で、ぜひお店に来てください。
住所：東根市蟹沢75
TEL：0237-43-2357
営業時間：AM8：00〜 PM7：00
定休日：不定休

今回の
会員さんは…
こちらです★

あづま食品
創業から110年ほど。私で４代目になります。国産大豆を使った
こだわりの納豆を提供しています。実際に食べていただいたお客
さまからは、大豆本来の甘さとおいしさでご好評をいただいてい
ます。食の欧米化が進む昨今、納豆という発酵
食品を通して日本の伝統的な食文化を伝え、
次の世代の担い手である子どもたちへの食育
にも取り組んでいます。

トン
トン

おすすめの
お店を
紹介します！

住所：東根市本丸西2-1-24
TEL：0237-42-0431
営業時間：AM8：00〜 PM6：00
定休日：日曜日

山形市

開催日 ①②とも桜の咲き始め～散り始め

上山市

会場：①霞城公園 ②馬見ヶ崎河川敷

▼

尾花沢市
村山市

15：00～

西川町

寒河江市

▲寒河江 桜まつり

桜まつり

開催日 4月中旬～下旬

会場：寒河江公園内さくらの丘

中山町

天童市

4月25日㈯▶26日㈰

2015. FEBRUARY

事務局長 原田 清一郎

9：00～16：00

桜の花が咲く四月中下旬になると、観光や農業関係団体の会長、組合
長、理事長など錚々たる面々が市役所内を右往左往する姿が見られた。
お
よそ二〇年前のころの光景である。
この時期は観光関係団体の総会のシーズンで、観光協会や物産協会、観
光果樹園協会、さらには観光キャンペーン、各種イベント、物産展などの
実行委員会の総会が連日のように開催され、各団体長たちは、「あれっ、今
日は何の会議だっけ？」、
「その会議は昨日終わったぞ。
」
、
「今日の会議の
場所はどこなんだ。」
などと会話を交わしながら、
市役所内をうろうろ。
混乱の原因は、観光協会等の団体や実行委員会の組織が細分化され、そ
れでいて主要メンバーは金太郎飴と同じ状態のため、連日開かれる会議
に同じ人たちが毎日のように出席という光景がみられたのである。
担当者も会議の資料作り、会場の準備、会議の開催通知と出欠の確認な
どに追われて本来の業務の停滞が余儀なくされ、気がつけば周到な準備
ができない状態でさくらんぼ観光シーズンに突入、そして当然のように
十分な成果が得ら れないままに夏祭りの準備に入るということを毎年繰
り返していたのである。
東根市の観光資源の中で、「さくらんぼ」が最大の資源であることは論
を待たないが、さくらんぼ生産日本一、佐藤錦発祥の地という名声を生か
し切れず、観光キャンペーン、イベントなどを漫然とこなすだけで、そこ
には何の戦略もみられず、
「さくらんぼ日本一」の称号を他市に譲る要因
にもなっていたのである。
そこで、団体活動の活性化と業務の効率化、さらには長期観光戦略の確
立を図るため、観光協会、物産協会、観光果樹園協会を統合して
「東根市観
光物産協会」を設立し、協会専任の職員を配置するとともに、観光キャン
ペーン、観光イベント、各種物産展の実行委員会に加え、「果樹王国ひがし
ね」
のイメージ戦略を統括する協議会の新設を図ろうとしたのである。
ところが、そこに新たな課題が持ち込まれたのである。
観光物産協会の
統合独立だけでなく、「社団法人化」
も図れとの指示が降りたのだった。
何故、観光物産協会の法人化が必要になったのか、さくらんぼ東根駅の
整備については五年前の会報に記載しているが、新駅整備と密接に関連
しているので、その裏話とともにシリーズでお伝えしていこうと思う。

3月4日㈬

●協会員のご紹介

上山市民俗行事
「加勢鳥」

大江町

大江のひなまつり

3月27日㈮▶29日㈰ 各日10：00～16：00
○大江町歴史民俗資料館、岡田文治家、清野太家、金子仙之助家→各会場大人
300円、
その他4会場共通券あり
（800円）
※各会場にて当日購入可
○錦庵→無料（お休み処）

最上川舟運の中継地として栄えた大江町。裕福な旧家には、嫁いで
いく娘に雛人形を持たせる習慣があり、今も各家で大切に保存されて
います。大江のひなまつりは町内に5カ所の展示会場があり、各箇所に
て時代雛などの種類豊富な雛が並んでいます。雛を通じて、舟運がも
たらした優雅な生活文化を垣間見ることができます。
会場：大江町歴史民俗資料館、
岡田文治家、
清野太家、
金子仙之助家、
お休み処：錦庵
（5会場）

2月1日㈰ 9：30～

問大江のひなまつり実行委員会

2月7日㈯ 17：45～21：00 ※雪像コンテストは別時間

会場：谷地地内

問（一社）河北町観光協会 0237-72-3787

春はやまがた 舞桜

霞城公園では、約1,500本の桜の咲き誇る中で大茶会などの風流な
イベントを実施します。また、馬見ヶ崎河川敷は、桜のトンネルの中のド
ライブや散策ができる人気のスポット。両会場においてはライト
アップも行われ、昼とは違った幻想的な桜も楽しめます。
問山形市商工観光部 観光物産課 023-641-1212

だんご木市

2月14日㈯▶15日㈰

会場：尾花沢市文化体育施設サルナート特設会場
（尾花沢市観光物産協会内）0237-23-4567
2月28日㈯

第１０回 雪旅籠の灯り

2月27日㈮、28日㈯、3月1日㈰、3月6日㈮、7日㈯、8日㈰

寒河江公園内のさくらの丘は、ソメイヨシノを含め約700本の桜が美
しく咲き誇り、天気の良い日には綺麗な桜と月山を眺めることができ
る絶景スポットです。開花状況に合わせ、 4月中旬から下旬にかけ、
「さくらの茶店」と「夜桜ライトアップ」を行います。 4/29（水 ・ 祝）には
「さくらの茶会」と「さくらの丘の写真館」などのイベントも催されます。
問寒河江市さくらんぼ観光課 0237-86-2111

天童桜まつり 人間将棋

約2000本の桜が舞鶴山に咲き乱れる頃、建勲神社に祀られている
織田信長公が蘇り、甲冑や着物に身を包んだ武者や、腰元を将棋の
駒に見立てた対局が始まります。

だんご木販売など露店が軒を連ねます。
会場：中山町長崎上町通り

お〜い会員
さん

近隣市町の
イチオシ情報
▲

▼

▲雪中！
自然薯堀りツアー！

スキー場まつり

桃色ウサヒと宝探し大会、 スノーモービル体験など楽しいアトラクションが
いっぱい！そのほか、 あつあつの豚汁などもご用意しています。 Asahi自然観
で思いっきり雪遊びしませんか？
会場：Asahi自然観スノーパーク中央広場

問朝日町総合産業課 0237-67-2113

まんだらの里・雪の芸術祭２０１５
まんだらの里に浮かぶ光と炎が、 幻想的な世界に導く多彩な雪の祭典
です。一般参加による制作が可能な『雪の造形コンテスト』や真冬の打ち
上げ花火、 スカイランタンの打ち上げ、 奉納舞踏、 地元に伝わる民話の
語りなど。
会場：作谷沢ふれあい自然館

問作谷沢ふれあい自然館 023-666-2121

上山市民俗行事
「加勢鳥」 2月11日㈬㈷ 10：00～15：30
江戸時代初期から伝わる、ケンダイという蓑をかぶった若者に手桶か
ら祝いの水をかけ、五穀豊穣と商売繁盛を祈る上山伝
統の民俗行事です。上山城をスタートし、市内を練り歩き
ます。ぜひご覧いただき、勢いよく水をかけてみませんか。
会場：上山城門前〜市内

問上山市観光物産協会 023-672-0839

第40回 尾花沢雪まつり

天童桜まつり
人間将棋▼

尾花沢の雪を楽しむイベントが盛りだくさん！
メイン会場ではおばねうまいもんコーナーや子供たちに人気の巨大すべ
り台が出現。また、 14日の夜は市民手作りの雪像や雪灯籠にあかり
が灯り、幻想的な雰囲気に包まれます。
問尾花沢市四大まつり実行委員会

山の内雪祭り

スノーモービルやバナナボートの無料体験、物産品販売のほかにもたく
さんのイベントが目白押しです。雪祭りに合わせ、 17：00から雪景色の
「隼の瀬」をライトアップします。幻想的な雪景色をお楽しみください。
会場：山の内自然体験交流施設
『やまばと』

問大高根地区市民センター 0237-57-2001

月山志津温泉

宿場町として開かれていた時の志津を5ｍにも及ぶ雪を使って再現。
夜はろうそくのほのかな明かりで幻想的な世界が作り出され、月山志
津温泉の美肌の湯が冷えた体を優しく包み込んでくれます。
会場：月山志津温泉地内

問月山朝日観光協会 0237-74-4119

だんご木市

問天童桜まつり実行委員会 023-653-1680

問中山町観光協会 023-662-2114

会場：舞鶴山山頂

一般社団法人東根市観光物産協会報

撮影／柴田幸夫
東根市の中央を東西に流れる白水川。その両岸6km
にわたって樹齢50年ほどの桜並木が続きます。春のお花
見シーズンには両岸で桜が満開に咲き誇り、雪をかぶっ
た白い月山との色鮮やかなコントラストが人気のスポッ
トです。旧市街地から西に向かって伸びるこの桜並木
は、明治時代の初期に河川改修記念として植栽されま
した。今も変わらず鮮やかに咲き誇る桜の姿が、道ゆく
人々の目を楽しませています。
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一般社団法人東根市観光物産協会

お申し込み・お問い合せ先
正職員
採用試験
用試験結
結果

●採用内定者

受験番号６番

昨年11月30日に実施いたしました正職員採用試験の
結果につきまして、
下記のとおりご報告いたします。

果樹王国ひがしね部門

山形新幹線部門

最優秀賞 関根雅夫さん（仙台市）
優秀賞
竹内正和さん（東根市）
入 選
本間文子さん（東根市）
特別賞
大内 守さん（東根市）
特別賞
伊藤拓真さん（東根市）

最優秀賞 橋本秀樹さん
（山形市）
優秀賞
早坂武弘さん
（尾花沢市）
入 選
奥山忠雄さん
（東根市）
特別賞
田中昇一さん
（東根市）
特別賞
小野広隆さん
（村山市）

多数のご応募
ありがとう
ございました。

果樹王国ひがしね
フォトコンテスト2014

山形県内在住でおいしい山形
空港⇔羽田または名古屋小牧
空港の航空利用される方に片
道2,500円（ 往 復 利 用 で5,000
円）のキャッシュバックを行い
ます。日本 航 空
（JAL）
、フジド
リームエアラインズ（FDA）
では
お早目の予約でお得な運賃が
設定されています。この機会に
ぜひご利用ください。詳しくは、
山形空港ホームページへ！ http://www.yamagata-airport.co.jp/

のお雛様
東根

おいしい山形空港
応援月間でキャッシュバック !!
▼

２月 ３月

2月中は毎日
『樹氷ライト
アップ』
が行われます！

おいしい山形空港観光ライナー
【蔵王温泉行】
樹氷シーズンに合わせ、
今年1月5日㈪から蔵王温泉へ
の直通アクセスが新設されまし
た。スキーやスノーボードなど、
大きなお荷物もご利用OK。
（所
要時間60分・おひとり1,500円）
※事前予約が必要です。

2015 February

れを感じま
春の訪
す

おいしい山形空港から
蔵王温泉へアクセス

山形県東根市

近隣市町の
イチオシ情報

大石田町

スカイランタン

雪中！自然薯堀りツアー！

大正5年にお店をはじめてから、そろそろ創業100年になり
ます。市場直送の新鮮な魚介類と、添加物を一切使わない手作
りのお惣菜を提供しています。魚屋ならではの新鮮なお刺身
類はもちろん、お客さまの様々なご注文にお応えできるよう
な品ぞろえを目指しています。これからもお
客さまに喜ばれる料理を作っていきますの
で、ぜひお店に来てください。

3月7日㈯ 10：00～

早春の畑で高く積もった残雪の中、自分の手で土を掘り、自然薯を収
穫します。体験後は、自然薯料理と大石田名物の手打ちそばで舌つ
づみを打ち、自慢の温泉に浸かって疲れを癒してください。
会場：大石田温泉
「あったまりランド深堀」
集合
問あったまりランド深堀 0237-35-5353

大江町

大江のひなまつり

住所：東根市蟹沢75
TEL：0237-43-2357
営業時間：AM8：00〜 PM7：00
定休日：不定休

3月27日㈮▶29日㈰ 各日10：00～16：00
○大江町歴史民俗資料館、
岡田文治家、
清野太家、
金子仙之助家→各会場大人
300円、
その他4会場共通券あり
（800円）
※各会場にて当日購入可
○錦庵→無料
（お休み処）

最上川舟運の中継地として栄えた大江町。裕福な旧家には、嫁いで
いく娘に雛人形を持たせる習慣があり、今も各家で大切に保存されて
います。大江のひなまつりは町内に5カ所の展示会場があり、各箇所に
て時代雛などの種類豊富な雛が並んでいます。雛を通じて、舟運がも
たらした優雅な生活文化を垣間見ることができます。

朝日町
山辺町

会場：Asahi自然観スノーパーク中央広場
問朝日町総合産業課 0237-67-2113

河北町

桃色ウサヒと宝探し大会、 スノーモービル体験など楽しいアトラクションが
いっぱい！そのほか、 あつあつの豚汁などもご用意しています。 Asahi自然観
で思いっきり雪遊びしませんか？

まんだらの里・雪の芸術祭２０１５
2月7日㈯ 17：45～21：00 ※雪像コンテストは別時間

谷地ひなまつり

4月2日㈭▶3日㈮

紅花交易による当時の繁栄ぶりを物語るのが、いまも町内の旧家に
残る雛人形の数々。享保雛、次郎左衛門雛、古今雛、御所人形など
それぞれの家で代々受け継がれてきた格調高い時代雛が、
ひな市通りを中心に一般公開されます。また、期間中は秋
葉神社において「ひな供養」の神事も行われます。

住所：東根市本丸西2-1-24
TEL：0237-42-0431
営業時間：AM8：00〜 PM6：00
定休日：日曜日

開催日 ①②とも桜の咲き始め～散り始め

2015. FEBRUARY

会場：①霞城公園 ②馬見ヶ崎河川敷
問山形市商工観光部 観光物産課 023-641-1212

江戸時代初期から伝わる、ケンダイという蓑をかぶった若者に手桶か
ら祝いの水をかけ、五穀豊穣と商売繁盛を祈る上山伝
統の民俗行事です。上山城をスタートし、市内を練り歩き
ます。ぜひご覧いただき、勢いよく水をかけてみませんか。

だんご木市

▼

尾花沢市

会場：上山城門前〜市内
問上山市観光物産協会 023-672-0839

第40回 尾花沢雪まつり

2月14日㈯▶15日㈰

天童桜まつり
人間将棋▼

尾花沢の雪を楽しむイベントが盛りだくさん！
メイン会場ではおばねうまいもんコーナーや子供たちに人気の巨大すべ
り台が出現。また、 14日の夜は市民手作りの雪像や雪灯籠にあかり
が灯り、幻想的な雰囲気に包まれます。
会場：尾花沢市文化体育施設サルナート特設会場
問尾花沢市四大まつり実行委員会
（尾花沢市観光物産協会内）0237-23-4567

村山市

山の内雪祭り

2月28日㈯ 15：00～

西川町

月山志津温泉

第１０回 雪旅籠の灯り

▲寒河江 桜まつり

2月27日㈮、28日㈯、3月1日㈰、3月6日㈮、7日㈯、8日㈰

宿場町として開かれていた時の志津を5ｍにも及ぶ雪を使って再現。
夜はろうそくのほのかな明かりで幻想的な世界が作り出され、月山志
津温泉の美肌の湯が冷えた体を優しく包み込んでくれます。

中山町

だんご木市

開催日 4月中旬～下旬

寒河江公園内のさくらの丘は、ソメイヨシノを含め約700本の桜が美
しく咲き誇り、天気の良い日には綺麗な桜と月山を眺めることができ
る絶景スポットです。開花状況に合わせ、 4月中旬から下旬にかけ、
「さくらの茶店」と「夜桜ライトアップ」を行います。 4/29（水 ・ 祝）には
「さくらの茶会」と「さくらの丘の写真館」などのイベントも催されます。
会場：寒河江公園内さくらの丘
問寒河江市さくらんぼ観光課 0237-86-2111

天童市

会場：月山志津温泉地内
問月山朝日観光協会 0237-74-4119

桜まつり

天童桜まつり 人間将棋

4月25日㈯▶26日㈰

だんご木販売など露店が軒を連ねます。

約2000本の桜が舞鶴山に咲き乱れる頃、建勲神社に祀られている
織田信長公が蘇り、甲冑や着物に身を包んだ武者や、腰元を将棋の
駒に見立てた対局が始まります。

会場：中山町長崎上町通り
問中山町観光協会 023-662-2114

会場：舞鶴山山頂
問天童桜まつり実行委員会 023-653-1680

3月4日㈬ 9：00～16：00

事務局長 原田 清一郎

会場：山の内自然体験交流施設
『やまばと』
問大高根地区市民センター 0237-57-2001

寒河江市

スノーモービルやバナナボートの無料体験、物産品販売のほかにもたく
さんのイベントが目白押しです。雪祭りに合わせ、 17：00から雪景色の
「隼の瀬」をライトアップします。幻想的な雪景色をお楽しみください。

桜の花が咲く四月中下旬になると、観光や農業関係団体の会長、組合
長、理事長など錚々たる面々が市役所内を右往左往する姿が見られた。
お
よそ二〇年前のころの光景である。
この時期は観光関係団体の総会のシーズンで、観光協会や物産協会、観
光果樹園協会、さらには観光キャンペーン、各種イベント、物産展などの
実行委員会の総会が連日のように開催され、各団体長たちは、「あれっ、今
日は何の会議だっけ？」
、
「その会議は昨日終わったぞ。
」
、
「今日の会議の
場所はどこなんだ。」
などと会話を交わしながら、
市役所内をうろうろ。
混乱の原因は、観光協会等の団体や実行委員会の組織が細分化され、そ
れでいて主要メンバーは金太郎飴と同じ状態のため、連日開かれる会議
に同じ人たちが毎日のように出席という光景がみられたのである。
担当者も会議の資料作り、会場の準備、会議の開催通知と出欠の確認な
どに追われて本来の業務の停滞が余儀なくされ、気がつけば周到な準備
ができない状態でさくらんぼ観光シーズンに突入、そして当然のように
十分な成果が得ら れないままに夏祭りの準備に入るということを毎年繰
り返していたのである。
東根市の観光資源の中で、
「さくらんぼ」が最大の資源であることは論
を待たないが、さくらんぼ生産日本一、佐藤錦発祥の地という名声を生か
し切れず、観光キャンペーン、イベントなどを漫然とこなすだけで、そこ
には何の戦略もみられず、
「さくらんぼ日本一」の称号を他市に譲る要因
にもなっていたのである。
そこで、団体活動の活性化と業務の効率化、さらには長期観光戦略の確
立を図るため、観光協会、物産協会、観光果樹園協会を統合して
「東根市観
光物産協会」
を設立し、協会専任の職員を配置するとともに、観光キャン
ペーン、観光イベント、各種物産展の実行委員会に加え、「果樹王国ひがし
ね」
のイメージ戦略を統括する協議会の新設を図ろうとしたのである。
ところが、そこに新たな課題が持ち込まれたのである。
観光物産協会の
統合独立だけでなく、「社団法人化」
も図れとの指示が降りたのだった。
何故、観光物産協会の法人化が必要になったのか、さくらんぼ東根駅の
整備については五年前の会報に記載しているが、新駅整備と密接に関連
しているので、
その裏話とともにシリーズでお伝えしていこうと思う。

上山市

上山市民俗行事「加勢鳥」 2月11日㈬㈷ 10：00～15：30

春はやまがた 舞桜

霞城公園では、約1,500本の桜の咲き誇る中で大茶会などの風流な
イベントを実施します。また、馬見ヶ崎河川敷は、桜のトンネルの中のド
ライブや散策ができる人気のスポット。両会場においてはライト
アップも行われ、昼とは違った幻想的な桜も楽しめます。

協会の統合と新駅整備

会場：作谷沢ふれあい自然館
問作谷沢ふれあい自然館 023-666-2121

創業から110年ほど。私で４代目になります。国産大豆を使った
こだわりの納豆を提供しています。実際に食べていただいたお客
さまからは、大豆本来の甘さとおいしさでご好評をいただいてい
ます。食の欧米化が進む昨今、納豆という発酵
食品を通して日本の伝統的な食文化を伝え、
次の世代の担い手である子どもたちへの食育
にも取り組んでいます。

会場：谷地地内
問（一社）河北町観光協会 0237-72-3787

山形市

まんだらの里に浮かぶ光と炎が、 幻想的な世界に導く多彩な雪の祭典
です。一般参加による制作が可能な『雪の造形コンテスト』や真冬の打ち
上げ花火、 スカイランタンの打ち上げ、 奉納舞踏、 地元に伝わる民話の
語りなど。

あづま食品

会場：大江町歴史民俗資料館、
岡田文治家、
清野太家、
金子仙之助家、
お休み処：錦庵
（5会場）
問大江のひなまつり実行委員会
（大江町観光物産協会内）0237-62-2139

2月1日㈰ 9：30～

今回の
会員さんは…
こちらです★

おすすめの
お店を
紹介します！

●協会員のご紹介

上山市民俗行事
「加勢鳥」

▼

スキー場まつり

トン

石山魚店

▲

▲雪中
雪中！
自然薯堀りツアー！

お〜い会員
さん

トン

1
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東根市の中央を東西に流れる白水川。その両岸6km
にわたって樹齢50年ほどの桜並木が続きます。春のお花
見シーズンには両岸で桜が満開に咲き誇り、雪をかぶっ
た白い月山との色鮮やかなコントラストが人気のスポッ
トです。旧市街地から西に向かって伸びるこの桜並木
は、明治時代の初期に河川改修記念として植栽されま
した。今も変わらず鮮やかに咲き誇る桜の姿が、道ゆく
人々の目を楽しませています。

✿
✿

白水川堤防

〒 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
デザイン

髙野萌以・髙久江利

タ

ント

ます！
ちしており
くんもお待

企画・制作 共栄印刷株式会社
発行元 一般社団法人東根市観光物産協会
2015 年 2 月 1 日

たぁんとさくらんぼ Vol.54

協会員
大募集

✿

雛膳

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

TEL

0237-41-1200

〒 999-3720 山 形 県 東 根 市 さ く ら ん ぼ 駅 前 一 丁 目 1-1

一般社団法人東根市観光物産協会

お申し込み・お問い合せ先
●採用内定者 受験番号６番

昨年11月30日に実施いたしました正職員採用試験の
結果につきまして、下記のとおりご報告いたします。

最優秀賞 橋本秀樹さん
（山形市）
優秀賞
早坂武弘さん
（尾花沢市）
入 選
奥山忠雄さん
（東根市）
特別賞
田中昇一さん
（東根市）
特別賞
小野広隆さん
（村山市）

最優秀賞 関根雅夫さん（仙台市）
優秀賞
竹内正和さん（東根市）
入 選
本間文子さん（東根市）
特別賞
大内 守さん（東根市）
特別賞
伊藤拓真さん（東根市）

山形新幹線部門

果樹王国ひがしね部門

多数のご応募
ありがとう
ございました。

のお雛様
東根

果樹王国ひがしね
フォトコンテスト2014

山形県内在住でおいしい山形
空港⇔羽田または名古屋小牧
空港の航空利用される方に片
道2,500円（ 往 復 利 用 で5,000
円）のキャッシュバックを行い
ます。日本 航 空
（JAL）
、フジド
リームエアラインズ（FDA）
では
お早目の予約でお得な運賃が
設定されています。この機会に
ぜひご利用ください。詳しくは、
山形空港ホームページへ！ http://www.yamagata-airport.co.jp/

２月 ３月 おいしい山形空港
応援月間でキャッシュバック !!
▼

2月中は毎日
『樹氷ライト
アップ』が行われます！

2015 February

れを感じま
春の訪
す
山形県東根市

おいしい山形空港観光ライナー
【蔵王温泉行】
樹氷シーズンに合わせ、
今年1月5日㈪から蔵王温泉へ
の直通アクセスが新設されまし
た。スキーやスノーボードなど、
大きなお荷物もご利用OK。
（所
要時間60分・おひとり1,500円）
※事前予約が必要です。

おいしい山形空港から
蔵王温泉へアクセス

問東根温泉協同組合
東根市温泉町一丁目8-23

FR

一言メッセージコンテスト 大募集

✿お姫さま膳（ふ料理コース）2,160円
✿ふそばセット 860円
問梅ヶ枝清水
ぬ

ひなまつりでは、女の子の幸福と健やかな成長を祈ります。我が子の成長を喜び、たくさん
の愛情を注いで大切に育ててくれた“母親”は、誰にとっても特別な存在です。そんな“母親”
へ贈る感謝の気持ちを込めた一言メッセージを募集します。可愛らしいお雛様を見ながら、
普段はなかなか言葉にできない思いを、素直に表現してみませんか？
入賞作品に選ばれた方には、東根の豪華賞品をプレゼント！

0237-42-0589
も

り

や

壽屋寿香蔵・野守の宿

N

15
FR

応募期間

応募内容 ・自分の母親に宛てた
「ありがとう」
といった感謝の気持ちを表していただきます。
・文字数は30文字前後とします。
賞

MENU

29.sun
東の杜資料館

母屋

●コーヒー 100円 ●おひなもち 100円
●大けやきロール 100円 ●果樹の実ばうむ 100円

純米吟醸 日本一 大欅

●会場：東根温泉町・㈱六歌仙特設会場 ●参加費：お一人様500円 ※先着60名様
●参加申込：当日10:50まで会場へお越しください。
事前参加予約の場合、
東根市観光物産協会までご連絡ください。
問
（一社）
東根市観光物産協会 0237-41-1200

さくらんぼ東根温泉 雛膳料理を提供しています。お雛会席 5,000円（税別）〜／お雛弁当 2,500円（税別）〜

（ ）

株式会社 六歌仙
山形県東根市温泉町三丁目 17-7
ＴＥＬ0237-42-2777 ＦＡＸ0237-43-6074

さくらんぼ東根温泉 雛膳料理を提供しています。お雛会席 5,000円（税別）〜／お雛弁当 2,500円（税別）〜

要予約

花の香り
ほのかに︒

雛人形の歴史に想いを
馳せながら︑温泉と雛御膳を
お楽しみください︒

嵐の湯に は
心を瘉すおもてなしと
疲れを癒やす
石の お風呂があります

のんびり︑
ゆったり︑
温泉三昧︒

東根市温泉町2丁目11-1 ℡.0237-42-1551

7

広告

さくらんぼ
東根温泉
東根市温泉町一丁目7-12 ℡.0237-42-0050

たびやかた嵐の湯
さくらんぼ東根温泉

旅 館さくら湯

山形県さくらんぼ東根温泉

さくらんぼ東根温泉

東根市温泉町一丁目 9-22

たびやかた嵐の湯
０２３７－４２－００５４
東根市温泉町一丁目9-22 ℡.0237-42-0054

あったまり
美肌の湯

東根市温泉町1丁目9番3号 ℡.0237-42-0043

お酒は 20 歳になってから

要予約

季節の流れのほとりで
心やすらぐおもてなしの湯宿

雛膳弁当

さくらんぼ
東根温泉
東根市温泉町2-1-1 ℡.0237-42-1711 ののか本郷館
URL.http://www.nonoka.jp E-mail info@nonoka.jp

さくらんぼ東根温泉
検索

湯 辺の宿

東根市温泉町1-14-8

8

1.8Ｌ 2,980 円 （税別）
720ｍｌ 1,480 円 （税別）

お内裏様とお雛様が並んだ、
かわいらしい雛膳。
待ち遠しい春を思わせるお料理をご堪能くださいませ。

雛膳料理
さくらんぼ東根温泉

3

Web http://www.yamagata-rokkasen.co.jp/

広告

心地よい寛ぎのひとときを満喫していただけます

上位6位には、
平安時代に活躍した歌人の総称
「六歌仙」の称号と豪華副賞が贈られます。
また、参加賞もあります。

おひなもち

27

日日日日
土土土土 蔵出し
土土土
土土
日土

0237-43-4902

AM10:00▶PM4:00

お雛様を見たあとは、おいしいコーヒーと
あま～いスイーツで
ほっと一息つきませんか？

月月月月
月

✿会場内で甘酒とそば茶のサービスや、
特産品の販売も開催します!

3/28.sat

対戦型・利き酒選手権
「酒Battle」開催!!

Battle

I

IRORI CAFE

FR

3

囲炉裏カフェ

●会場：㈱六歌仙特設会場
（東根市温泉町3-17-7）
●時間：11時出陣

年年年年
年

T

4／

広告

平成

SA

歴史民俗資料を展示している東の杜資
料館。趣きのある旧家の母屋と蔵座敷に展
示します。古今雛をはじめ、地元に伝わる土
人形など、昔懐かしい雰囲気の中でご覧い
ただけます。

28

最優秀賞 さくらんぼ東根温泉利用券
（1名）
優秀賞 壽屋寿香蔵お買い物利用券
（1名） 郷土料理 梅ヶ枝清水食事券
（1名）
入選 チェリーピロー ヌ・クイーズ
（3名） 特別賞 ふ菓子セット
（3名）

酒蔵探検・限定酒販売・無料きき酒
コーナー・雪中囲い酒掘り出し
地元の美味しいグルメフェア・他にも
イベント盛りだくさん！

酒

3／

AM10:00▶PM4:00

問東の杜資料館

品

3／

純米吟醸 雪中蔵囲い生酒

0120-42-0173

東の杜資料館

入場
無料

ROKKASEN
KURASANKAN

N

要予約
✿和布を利用した創作小物教室
当日、材料費をご負担いただきます。
問壽屋寿香蔵

平成27年1月20日㈫〜4月3日㈮

応募方法 ・全会場に設置してある専用BOXに投函してください。
・男女問わずどなたでも応募できます。
・4月10日㈮必着で郵送での応募も可能とします。
【応募先：〒999-3720 東根市さくらんぼ駅前1-1-1
（一社）
東根市観光物産協会内 一言メッセージコンテスト宛】

7
SU

I

3

一年に一度だけの蔵開き。六歌仙の蔵を、そして美味しい旬のお酒を見て、聞
いていただきたいという『蔵参観』が今年も開催されます。蔵探検はもちろん、
酒蔵ならではの多彩なイベント満載です。さらに、六歌仙の称号
（在原業平・僧
正遍昭・喜撰法師・大友黒主・文屋康秀・小野小町）と豪華賞品をかけた「酒バト
ル」も開催されます。詳しくは、本協会までお問合せください。

蔵参観

4／

漬物屋「壽屋寿香蔵」の蔵座敷「野守の
宿」。江戸時代の享保雛（神町の武田家）を
はじめとしたお雛様が、穏やかな表情を見
せてくれます。

マ 自分を大切に育ててくれた母親に伝えたい
テー 心温まるメッセージ

3／

T

SU

AM10:00▶PM4:00

六歌仙
015
酒蔵参観日 2

SA

2／

ど

●会場：さくらんぼタントクルセンター
●時間：午後1時30分開演
（午後0時30分開場）
恒例の
『新春市民寄席』
を開催します。
●木戸銭：前売り券 2,000円
当日券 2,300円
今年も笑いで始まり、笑いで終われるようにとの
願いを込めて、沢山の人出で盛り上がりましょう。 問東根落語会（東根公民館内）
0237-42-0107

大入

I

3

0237-42-7100

鳳笑
三遊亭

4／

由緒ある旧家を利用した郷土料理「梅ヶ
枝清水」。艶やかな雛人形をご覧いただきな
がら、手作りの郷土料理をお楽しみいただ
けます。

鳳楽
三遊亭

E

20

今シーズン12月６日にプ
レオープンしたジャングル×
ジャングル。
今 年は雪 量・雪質ともに
最高の状態でお客様をお待
ちしております。毎週多彩な
イベントの中、シーズン最大
のイベント「ひがしねスノー
HIGASHINE
フェスティバル2015inジャン
SNOWFESTIV
グル×ジャングル」が開催さ
AL
れます。イベント内容は、果
樹王国ひがしねマスコット
「タント君」の滑走に始まりホットアップル
ジュースの無料サービス、タント君とのジャンケン大会、雪玉ストラッ
クアウトなど、豪華景品をプレゼントします。スキー・ボード仲間、ご家
族で遊びに来てください。●時間：10：30～14：30



TU

AM10:00▶PM4:00

21

T

梅ヶ枝清水

21

三遊亭
小円歌

✿花の湯ホテル ✿石亭小松 ✿たびやかた 嵐湯
✿よし田川別館 ✿旅館 松浦屋 ✿あづまや
✿大二館 ✿のゝか本郷館 ✿旅館 さくら湯
✿ホテル来山荘

1／

ず

T

す

雛膳料理 参加旅館

SA

が

大森山

2／

SHINSYUN
SHIMINYOSE
三遊亭
鳳志

至山形

郷土料理

め

第23回
新春市民寄席

お雛弁当 2,500円（税別）〜

至仙台

大森
工業団地

2／

ェスティバル
フ
ー
ノ
ス
ね
し
ひが
×ジャングル
ル
グ
ン
ャ
ジ
in
2015

SA

R287

詳しくは大会HPをご覧ください。http://sakuranbo-m.jp

観光ボランティアガイドから
学んで楽しむ シリーズ❹

イオン東根店

お雛会席 5,000円（税別）〜

よってけ
ポポラ

要予約

なりますので、
お早めに
●会場：陸上自衛隊神町駐屯地及び周辺
お申込みください。
●種目：ハーフ・10km・5km・3km
●参加賞：さくらんぼ佐藤錦・おにぎり・特製Ｔシャツ・ドリンクなど
問さくらんぼマラソン大会実行委員会事務局
（山形県東根市経済部商工観光課内）
0237-43-1158 E-mail sakuranbo-m@city.higashine.yamagata.jp

ine
Higash history

ゆきむろ

黒鳥観音

趣きのある旧家の母屋を会場に、市内の旧
家に代々受け継がれてきた可憐で貴重な雛人
形が一堂に展示されています。
雛が持つ歴史に思いを馳せながら、東根城
址を散策してみませんか？

六田の
石鳥居

定員になり次第終了と

さくらんぼ東根温泉では、見た目も味わいも一足早い春を
味わえる雛膳料理を提供します。
おいしい料理と温泉で心も体も温まります。また、全旅館共
通メニューとして、雛ちらし（ちらし寿司）をご用意しておりま
す。お申込の際は、雛膳料理とお申し付けください。
うれしい♪温泉入浴付き！

晋一

壽屋寿香蔵
野守の宿

2月2日（月）～

AM11:00▶PM1:00頃まで

相原

東の杜資料館

かにさわ

お申込み

普光寺の鐘

「蟹沢の雪室」

若宮八幡宮

東根の
大ケヤキ

龍興寺沼
公園

さくらんぼ
東根駅

I

東根駅

FR

至新庄
R13

郷土料理
梅ヶ枝清水

堂ノ前
公園

3

2

2月2日㈪、
いよいよ参加エ
ントリー受付が始まります。
ゲストランナーに、この大会
を知り尽くしている金哲彦さ
ん、千葉真子さん、荻原次晴
さんを迎え、今年も盛大に開
始いたします。年々進化し続
けるこの大会にぜひご参加く
ださい。

ANBO
SAKURTHON
MARA

4／

雛をめぐる
散歩みち

さくらんぼ
東根温泉

2／

東根市蟹沢地区には現代にお
いて、
と て も 貴 重 な「 雪 室 」が 存
在しています。
「雪室」
は、
一九三○年（昭 和 五 年
頃）
安部家三十八代がお客様の
おもてなしと食糧保存の為、製
作したものです。当時では先駆
的な鉄筋コンクリート制で創ら
れ、
夏季においては冷たい飲み
物を提供し、
併せて四季を通じ
て野菜等の保存に利用されまし
た。何より特筆すべきは、
冷やす媒体として自然の雪を
使用しているのが驚きです。
昨 今「 省 エ ネ ル ギ ー 」
と叫ばれている時代、
昭和初期
に自然の雪を利用した冷蔵庫的な物が東根に存在して
いました。今も
「雪室」
は地域の人により、『地域の宝』と
して伝承されています。

T

全会場に一足早い

21

エントリー
受付開始!!

N

SA

飾り
を展示しております
”
東根のひ春のな
桜
翁
“啓
訪れを感じられる

ひがしね
国
王
樹
果
回
4
第1
ソン大会
さくらんぼマラ

2／

さくらんぼ東根温泉 雛膳料理

料 !!
全会場入場無

MO

がしねに伝
〜古豪の郷 ひ

果樹王国ひがしね案内人の会

わる時代雛〜

℡.0237-42-0152

