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青い破線が仕
上がり位置と
なります。

グリーン・ツーリズムとは、農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を
楽しむ滞在型の余暇活動です。 例えば、農家レストランでの食事や農家民宿への
宿泊、地元農産物の購入や、収穫・加工体験、農作業体験などのことを言います。

切れては困るも
のは、ピンクの
破線内に配置
してください。

県 内 イ べ ン ト 情 報
フチ無し印刷
は黒い線まで
伸ばして配置
してください。

庄内

地域
[酒田市]

ねぎの産地が大集合！
子どもから大人まで楽しめる
この秋イチ押しの食の祭典！

最上

地域
[大蔵村]

全国ねぎサミット 2015 in 酒田

最上の紅葉とそば打ち体験ツアー

○東北初開催！『全国ねぎサミット 2015in 酒田』
ねぎ産地 PR 合戦、食の都庄内親善大使による料理の振る舞い
○山形庄内の食の祭典『やまがた庄内・農山漁食まつり』
物販、飲食、展示コーナー、つきたてモチ、新米つや姫の振る舞い
○豊かな海づくりフェスタ
海藻おしば製作体験、海の生き物タッチプール、地魚さばき実演

四ヶ村の長沼周辺のブナ林を散
策し、ふるさと味来館にて地元の
玄そば「最上早生」でそば打ち体
験をします。昼食後は日本の棚田
百選に選ばれた四ヶ村の棚田を
見学し、肘折温泉で湯めぐりを楽
しみます。
◎ブナ林散策
◎そば打ち体験（新そばです♪）
◎四ヶ村の棚田見学
◎肘折温泉の湯めぐり
など
※貴重なルリイトトンボに
あえるかも！

○森とみどりのフェスティバル
○山形在来作物研究会公開フォーラム
【ここに注目】
朝倉さや・白崎映美ステージライブ、産地のゆるキャラ大集合

開催日時：平成 27 年 10 月 31 日(土)・11 月 1 日(日)
開催場所 ：酒田市国体記念体育館
問合せ ：酒田市農政課 ☎0234-26-5792
ねぎサミット

2015

地域
置賜[小国町]

で検索！

鍋将軍を目指し、
おぐに喰らう

紅花のブナ林散策と新そば
のそば打ち体験で四ヶ村の
秋を味わう

開催日：平成 27 年 10 月 17 日（土）
場 所：大蔵村（男沼・長沼、ふるさと味来館、四ヶ村の
棚田、肘折温泉街）
料 金：おとな１名様 4,100 円（こども同一料金）
問合せ：びゅう予約センター ☎0570-04-8950
備 考：定員 20 名

地域
村山 [大石田町]

「来迎寺在来」を
使ったそばは絶品

第１３回 おぐに鍋まつり

大石田新そばまつり

食欲の秋！味自慢の鍋が勢揃い！

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、皆様をお待ちしており
ます。

小国の鍋を作る者の称号「鍋将軍」を目指して、地域自慢の鍋
や創作鍋が勢揃い！小国町の味覚が食欲の秋を盛り上げます。
開催日時：平成 27 年 11 月 8 日（日） 11 時 30 分販売開始
場
所：小国町・白い森ショッピングセンターアスモ 西口駐車場
料
金：有料（各商品で値段は異なります）
問合せ先：小国町商工会 第 13 回おぐに鍋まつり実行委員会
0238-62-4146
交
通：小国駅から徒歩 5 分
備
考：雨天決行

開催日時：平成 27 年１０月 24 日（土）・25 日（日）
会
場：クロスカルチャープラザ「桂桜会館」特設会場（役場前）
料
金：そばを食べるにはチケットが必要です
前売り券：1,000 円（当日券：1,200 円）
問合せ先：
「大石田町そばの里」推進協議会新そばまつり事務局
0237-35-2111（内線 145・146）
備

考：入場時間は両日とも午前
11 時～午後 1 時 30 分
午前 10 時～ 整理券を
配布（受付順で入場でき
ます。
）
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森の家

（真室川町）

一子相伝の里芋【甚五ヱ門芋】
（じんごえもんいも）

芋掘りの風景

真室川町の大沢地区は、北に出羽富士鳥海山を望
み、南に月山を望む里山で、電線や下水などが一
切通ってない森の中にある広い農地にあります。
甚五右ヱ門芋は代々伝わる伝承野菜の里芋で、室
町時代からこの大谷地で代々育ててきました。ま
さに場所と時間が育てた、非常に柔らかく粘り気
のある里芋です。
10 月～11 月には芋掘り体験を随時受付しており
ます。詳しくはご連絡ください。
<秋の田舎暮らし体験>
10 月～11 月 ★芋掘り体験

山の内自然体験交流施設やまばと

©akaoni Design
詳しくは以下へお問合わせください。
・住 所 山形県最上郡真室川町大字大沢 2052-1
・電話&FAX 0233-63-2701
・メール info@morinoie.com

（村山市）

◎山の内地域づくり協議会（村山市）

自然体験の風景

◎自然豊かな環境の中で、ぶな林トレッキングや川遊び
など思いっきり遊べる体験を用意しています。体験内
容は季節や人数によりますのでご相談ください。拠点
になる「村山市山の内自然体験交流施設やまばと」は
旧山ノ内小学校を改装した宿泊可能な体験交流施設
です。子ども会活動や部活の合宿やサークル活動など
で多くの方に利用いただいています。
◎自然体験

体験のみ 1,500 円（ぶな林トレッキング、
川遊び、農業体験等）体験＋昼食 3,000
円（山菜、漬物、地元料理等）その他（バ
ーベキュー、キャンプファイアー等）季節、
人数、内容等によって変わりますので、ご
相談ください。

◎お問合せ先
住 所：山形県村山市大字山の内 120 番地
施設名：村山市山の内自然体験交流施設やまばと
電話/FAX：0237-57-2822

http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/gakko/shakaikyouiku/yamabato.html

全国ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑﾈｯﾄﾜｰｸ山形大会
<イベント予定>
10 月 29 日 分科会（8 ヶ所）
（鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、
遊佐町、村山市、最上地域、飯豊町）
30 日 全体会（三川町：なの花ホール）
31 日 オプショナルツアー
（南庄内編、北庄内編、庄内町）

◎お問合せ先
全国グリーン・ツーリズムネットワーク山形大会
実行委員会 事務局
ＦＡＸ ：023-647-8352
E-mail：gt-yamagata@festa.ocn.co.jp
詳しくは

全国 GT 山形大会

・全体会場 なの花ホール（三川町）
・住
所 東田川郡三川町大字横山字堤

172-1

・全体会場
・住
所

文化館 なの花ホール
東田川郡三川町大字横山字堤
172-1

で検索！

~H27.9.18 現在 会員数 216 随時会員を募集しております~
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〒990-2473 山形市松栄一丁目 7 番 48 号 山形県土地改良会館別館内
TEL：023(647)8351 FAX：023(647)8352

山形県グリーン・ツーリズム推進協議会

http://gt-yamagata.com

E-mail:gt-yamagata@festa.ocn.ne.jp
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