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ご自由にお持ちください

やまがた
発行元 〒 山形県山形市松栄 山形県グリーン・ツーリズム推進協議会

 

ミードはハネムーンの語源となった

お酒といわれることから「結婚式の乾

杯酒や、記念日の日々の幸せをより

感じる時にぜひ飲んでいただきた

い」とのこと。

また、大沼さんが経営する農家民

宿「はちみつ屋」で、ミードを味わい

ながらのんびり泊まるのもおすすめ。

山形県内初のミードをぜひ一度お試

しください。

『大沼養蜂』

山形県最上郡真室川町大字大沢

お問合せ： （昼）

（夜）

最上地域

山形県真室川町で養蜂業を営む

「大沼養蜂」の大沼 有一さんは、ミツ

バチの飼育による様々な花のはちみ

つを生産してきましたが、今回新た

に、酒田市の酒造会社との共同で県

内初のミード酒を完成させました。

月 日に新庄市内のホテルで新

商品発表会が行われ、純粋天然は

ちみつを使ったアルコール度数 ％

のミード酒と、ミードをベースにしたア

ルコール度数 ％のリキュール酒が

お披露目され、出席者ははちみつの

甘～い香りと飲み心地のいいテイスト

を味わいました。

ハニー・ハピネス・ミード 円（税込み）

 真室川町

ハニー・ハピネス・リキュール

円（税込み）

大沼 有一さん

きたむらやま産直組織ネットワーク
では、スタンプラリーを開催していま
す！

期間 年 月 日（土）まで

場所 各直売所
（まごころ広場、新鮮！木曜市、

よってけポポラ、農家百人の直

売、花笠直売、鶴子ふれあい

市、産直ねまる、かあちゃん市

場、次年子ふるさと直売所）

内容 各直売所を巡るスタンプラリー
を開催。抽選で農産物等をプ
レゼント。

● 「いっせい直売会」

日時： 月 日土

～

場所：よってけポポラ（東根市）

内容： つの直売所が勢ぞろいして
農産物を販売するとともに、ス
タンプラリーの抽選会も行い
ます。詳しくは下記までお問
い合わせください。

問合せ 村山総合支庁
北村山農業技術普及課

この機会にぜひ高畠町自慢の秋
の農産物をお買い求めください♪

期間： 年 月 日まで

場所：よねおりかんこうセンター、た
かはた地産館、ＪＡ山形おき
たま 「亀岡愛菜館」、あかお
に直売所、時沢観光ぶどう
園、道の駅たかはた ～まほ
ろば大地の会～、グリーン農
園ならざか、四季菜館

内容：各直売所にて商品を購入し、
スタンプを集めていただいた
方のうちから、抽選で素敵な
特産品をプレゼントさせてい
ただきます。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

問合せ：高畠町グリーン･
ツーリズムネットワーク

農家以外から新たに農業を始めた新規

就農者がメンバーとなり、農業体験や農業

研修生の受け入れを行っています。 
また、就農相談や農産物の PR の為、東

京や仙台での販売イベントにも参加中！ 
 
 
  
今年からは仙台市で山形・宮城の新農業

人が一堂に会して農産物販売イベント（新

農業人フェスティバル）を開催し、新規就

農者の活動を消費者へ直接 PR すること

も実施しました。 
新たに農業を始めた者ならではの視点

で、農業を通じたおいしい山形を案内して

います。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
月 日、新農業人フェスティバル

宮城県 秋保ヴィレッジにて

・新・農業人ネットワーク山形の会員の

その時期の旬の作物の農作業が体験で

きます。  
例： 月、 月の田植え体験

月、 月のさくらんぼ体験

月、 月の桃体験

月、 月の稲刈り、ぶどう体験

月、 月のりんご体験 など

・農業研修生の受け入れ

・新規就農者のイベントの開催

新農業人フェスティバル

（宮城県仙台市秋保）

月 新農業人フォーラム（山形市） など

・東京や仙台への農産物販売イベントへの

参加

問合せ先：

山形県西村山郡朝日町宮宿

丸山 祐輝

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

庄内
〔鶴岡市

高畠町

置賜
大蔵村

最上

村山
大石田町

来場者には肘折特製のなめこ汁が振

る舞われ、約 年の歴史を持つ「肘折

こけし」の即売会も行われます。その他

イベントも盛りだくさん。

秋の肘折温泉を満喫できます。

日時：平成 年 月 日（月）

： ～ ： 予定

場所：大蔵村 肘折いでゆ館

料金：当日券 円

前売り券 円

（券 枚でなめこ汁 杯と飲み物 杯提供）

問合せ：

肘折温泉観光案内所

第 回 大石田町

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

日時：平成 年 月 日土 〜 日 日

～ （ ： ～受付・整理券配付）

場所：大石田町クロスカルチャープラザ「桂桜会館」

料金：前売券 円・当日券 円（そば 杯もしくは

そば 杯とそばがき 杯と引き換え可能）

問合せ： 大石田町産業振興課

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。

「ゆうきの里」ならではの新鮮秋野菜を大・放・出！！

高畠の秋の味覚を楽しめます♪

日時：平成 年 月 日（土）

～

場所：ゆうきの里さんさん

問合せ：

ゆうきの里さんさん管理事務所

次産業化実践研修会のご案内

「やまがた農商工連携ファンド」の活用事例を学ぶとともに、

制度を活用した実践者から直接、成功の秘訣を伺えるいい機

会ですので、ぜひ皆様ご参加ください！

日時：平成 年 月 日（金） ： ～ ：

場所：山形県土地改良会館 階研修室

定員： 名 参加費：無料

● 講演「やまがた農商工ファンドの活用指南」

コンサルティングオフィス 代表 新藤 俊彦 氏

● 実践者からの事例報告と試食･交流会

・大沼養蜂、民宿「はちみつ屋」 大沼 有一 氏 希代子 氏

「県産蜂蜜を活用した県産ミード酒（蜂蜜酒）の開発」

・ゆかいな野菜村、カフェ「トマトゥル」 山川 みゆき 氏

「自家栽培のこだわりトマトを活用した商品開発と

農家カフェの開設」

※お申込み、お問合せは本協議会まで

やまがたのイベント

秋の味覚と、おいしい･楽しい
各種イベントが皆様のお越しを
お待ちしております！

日時：平成 年 月 日（土）

場所：県民ふれあい広場

（東大手門東側・県立中央病院跡地）

問合せ： 内線

山形市農畜産物フェスティバル実行委員会

（事務局：山形市農政課）

旬のやまがた」盛りだくさん！

鶴岡市 つの地域において、新そばの提供のほか、そ

ば打ち体験やそばスイーツの試食など趣向を凝らした新そ

ばまつりを開催します。

また、 月 日から 月 日まで、鶴岡市内のそば

屋協賛店や下記新そばまつり会場で つ以上集めると抽

選で素敵な賞品が当たるスタンプラリーを開催します。ぜ

ひお越しください。

各まつりの開催日時・場所
① 庄内あさひ新そばまつり

月 日（土）・ 日（日） ～

鶴岡市越中山字名平 そば処大梵字

② ふるさとむら宝谷新そばまつり
月 日（日） ～

鶴岡市宝谷字舞台 ふるさとむら宝谷

③ 田川森のふるさと村新そばまつり
月 日（祝） ～

鶴岡市田川字中川原

田川コミュニティセンター

④ 越沢新そばまつり
月 日（土）・ 日（日） ～

鶴岡市越沢字蛇喰 まやのやかた

問合せ： （内線 ）

鶴岡市農政課

 

フレッシュ・グリツリミーティングのご報告

月 日、山形市内の協同の杜でフレッシュ・グリツ
リミーティングを開催しました。 名ほどの多くの方々
にご参加いただき、有意義な交流の場となりました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。


