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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⺠宿への
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。

地域
庄内[三川町】

平成 28 年
１月 31 日(日)

みかわ・あったか冬まつり

地域
最上[金山町]

平成 28 年
１月 17 日(日)

神室雪まつり

寒い冬にこころもからだもあたたまりませんか？

～純白のスキー場で行われる冬のおまつり～

「食」をテーマにした交流型イベントです。
お店のイチオシや新作を屋台村形式で提供します。
特産品やスイーツの販売も行います。

場

所：いろり⽕の⾥ ⽂化館なの花ホール
東⽥川郡三川町⼤字横⼭字堤 172-1
料 ⾦：⼊場無料
問合せ：みかわ・あったか冬まつり実⾏委員会
☎0235-66-4656
その他：お得な前売り券を販売します。詳細については
三川町観光協会 HP にて随時お知らせします。

置賜

地域
[置賜一円]

平成 27 年 1２月 1９日
～平成 28 年 2 月 29 日

｢雪面を彩る
打ち上げ花火｣

純白のパウダースノーに覆われた神室スキー場を会場に、子ど
もたちも大喜びの様々なゲームやイベント、大抽選会が行われ
ます。一日の最後に打ち上げ花火が雪面を彩り、幻想的な美
しさです。
場 所：神室スキー場
料 ⾦：なし
問合せ：神室雪まつり実⾏委員会 ☎0233-52-2240
その他：新庄駅から⾞で 35 分（シェーネスハイム⾦⼭に
宿泊の場合は送迎あり）※要予約

村山

地域
[上山市]

12 月下旬まで毎日開催！
14 時集合（所要時間 2 時間程度）

冬のおきたま食の銘店めぐりスタンプラリー 秋の里山クアオルト
暮色（くれいろ）ウォーキング
置賜産農産物を食べて、
使って、
素敵な賞品をゲットしよう！
“おきたま⾷の応援団”約 320 店舗のグリーンフラッグ店(※)
と酒蔵・ワイナリー約 20 店舗で飲⾷、または買い物をしてス
タンプを 4 つ集めてご応募ください。抽選で素敵な賞品が当
たります。さらに 4 つ(合計 8 つ)スタンプを集めてＷチャン
ス賞にも挑戦してくださいね。詳しくはこちら↓

http://yamagata-okitama-shoku.net/index.html
場

所：“おきたま⾷の応援団”グリーン・フラッグ店約 320 店舗
及び置賜地域の酒蔵・ワイナリー約 20 店舗
問 合 せ：“おきたま⾷の応援団”事務局(⼭形県置賜総合⽀庁農業振
興課)
☎0238-26-6051
応募⽅法：リーフレットの専⽤応募ハガキに対象店舗のスタンプを
集めてご応募ください。
リーフレット設置箇所：スタンプラリー参加店舗および置賜地域の
道の駅・観光協会・旅館組合・各市町 など
(※)目印はこちら

キーワードは「冷たくサラサラ」
かみのやま温泉の新しい過ごし⽅：
〜クアオルト「暮⾊ウォーキング」はいかがですか？〜
3.1km の「⻄⼭コース」
、⼼地よい⾥⼭へガイドとともに出
かけましょう。⾊付く⽊漏れ⽇の森で深呼吸をしたり、どん
ぐりや⽊の実を拾ったり、とっておきの時間をお楽しみくだ
さい。ガイドによる歩き⽅レクチャーもあります。歩いた後
の温泉＋お⾷事は最⾼ですよ。
場 所：新湯の⾜湯
（旅館「あづま屋」隣）
集合
料 ⾦：通常⼤⼈⼀名 2,600 円
⇒かみのやま温泉
宿泊者限定特別料⾦
2,000 円
問合せ：上⼭市観光物産協会
☎023-672-0839
その他：最少催⾏⼈数：2 名、
当⽇午前 10 時まで受
け付け。（⽔曜定休）
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◎ 文字や絵柄で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。
◎ フチ無し印刷をご希望の場合は、黒の線まで色や写真を配置してください。
◎ 用紙サイズの変更やトンボの移動、変形などなさらないようお願いします。
◎ 透過性や半透明、パターンなど変換が正常に出来ない場合があります。
◎ PDFを作成する際は、説明部分を削除してください。また、テンプレートと同じサイズになっているか確認してください。

第 14 回

全国グリーン・ツーリズムネットワーク

山形大会終了！
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。

フチ無し印刷
は黒い線まで
伸ばして配置
してください。

全国グリーン・ツーリズムネットワークの⼭形⼤会
が 10 ⽉ 29 ⽇〜30 ⽇にかけて開催されました。
当⽇は、⻘森から沖縄まで全国各地から多数のご参
加をいただき、各分科会のみならず全体会も⼤盛況
で、300 名を超える⽅々が集まり、⼤変な賑わいで
した。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。
全体会と分科会の内容を、以下に簡潔にご報告いた
します。なお、来年の⼤会は四国の愛媛県で開催さ
れる予定になっています。

全体会

（三川町：なの花ホール）

10 ⽉ 30 ⽇、なの花ホールで全体会が開催され、東洋
⼤：⻘⽊教授のオープニング・トークの後、⽚寄⽃史⼦
⽒、南雲吉則⽒の対談と意⾒交換が⾏われました。
アンチエイジングの第⼀⼈者である南雲医師からは、今
までの美味しい⾷事から、命の⾷事への変換が健康寿命
を延ばす必須事項であるとのお話がありました。対談終
了後の昼⾷交流会では、全国各地から集まった参加者同
⼠、貴重な情報交換の場となりました。
昼⾷交流会は、
「ザ・刈り上げ」と銘を打ち、
「庄内産つ
や姫」のおにぎりやあっさり系「庄内⾵芋煮」の昼⾷に
加えて、つきたての｢刈り上げ餅｣、ナポリピッツァ、庄
内豚のステーキ、漬物などが次々に振る舞われました。
庄内の味覚を、存分に堪能していただけたことと思いま
す。

分科会 （県内８ヶ所）

開会式

⽚寄⽒＆南雲医師対談

⻘⽊教授オープニング・トーク

講師陣集合写真
(⽚寄、⻘⽊、南雲 3 ⽒)

講師陣集合写真

(⽚寄、⻘⽊、南雲 3 ⽒)

意⾒交換会：庄内町

競り（⼊札）視察：鶴岡市

分科会は、県内８ヶ所を会場に開催されました。それぞ
れの分科会では、在来野菜の収穫や加⼯、郷⼟料理など
の⼯夫を凝らした様々な農業・農村体験が実施されると
ともに、テーマに沿った講演やコーディネーターを囲ん
での意⾒交換が⾏われました。
夜の部では、地域の実践者も参加して遅くまで交流が続
いたようです。

ご協力、ご参加ありがとうございました！
本県グリーン・ツーリズムの、より⼀層の普及と、誘
客拡⼤を図るために始まった“農〜んびりやまがたス
タンプラリー”は、今年で 6 回⽬。11 ⽉５⽇をもって
終了し、1,000 通以上ものご応募がありました。たく
さんの⽅々にご参加いただきまして、ありがとうござ
いました！
今年度の新たな試みとして、プレゼントに『⼭形県
内農家レストランお⾷事券 3 千円分』を企画しました。
共通取扱店は、県内でも⼈気の、百笑家姫・梅ヶ枝清
⽔・農家⺠宿果菜⾥庵・農家れすとらんなごみ庵・知
憩軒・穂波街道緑のイスキア・Calm Hill・⻨わらぼう
しの 8 店舗。ご当選された 10 名様おめでとうござい
ます。他のプレゼントに当選された、30 名のご当選者
様もおめでとうございます。

発行元

応募はがきのアンケートには、「初めての⼭形の旅、
空気も⾷べ物も美味しく、温かい⼈柄に触れ、とても
満⾜のいくものでした。
」「スタンプラリーがあって、
夫婦で楽しく観光が出来ました。」「農家⺠宿に泊ま
り、野菜を育てる⼤変さ、⼿間、愛情が伝わりまし
た！」など、多くの嬉しいグリーン・ツーリズムメッ
セージもありました。今後とも、グリーン・ツーリズ
ムを楽しんでくださいね！
スタンプ押印数ランキング（プレゼント応募者）

第１位 道の駅 天童温泉 （天童市）
第 2 位 道の駅 尾花沢 (尾花沢市）
第 3 位 よってけポポラ（東根市）

〒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

⼭形県グリーン・ツーリズム推進協議会

TEL：023(647)8351 FAX：023(647)8352 http://gt-yamagata.com E-mail:gt-yamagata@festa.ocn.ne.jp

地
◎ 文字や絵柄で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。
◎ フチ無し印刷をご希望の場合は、黒の線まで色や写真を配置してください。
◎ 用紙サイズの変更やトンボの移動、変形などなさらないようお願いします。
◎ 透過性や半透明、パターンなど変換が正常に出来ない場合があります。
◎ PDFを作成する際は、説明部分を削除してください。また、テンプレートと同じサイズになっているか確認してください。

