
 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：平成 26 年 10 月 11 日（土）10:00～16:00 

場 所：飯豊町町民総合センター「あ～す」（飯豊町 椿） 

料 金：無料 

問合せ：飯豊町農林振興課農林整備室 ☎0238(72)2111（内線 272）                  

置賜総合支庁森林整備課森づくり推進室 ☎0238(35)9053 

備 考：申込は不要です。お気軽にお越しください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催日：平成 26 年 9 月 27 日（土） 
場 所：新庄市 ※ＪＲ新庄駅集合・解散 
料 金：おとな１名様 3,600 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 25 名 

 

 

  

 置賜 地域 
[飯豊町] 

 村山 地域 
[河北町] 

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。 

県 内 イ べ ン ト 情 報 

 庄内 地域 
[庄内町]  最上 地域 

[新庄市] 

「ウッドフェスタ in Okitama」 
開  催 

収穫体験をして秋の味覚を満喫 

Yamagata Green Tourism News 2014 

山形デスティネーション 
キャンペーン 

9/13 

6/14～  

観光栗園で 
栗拾い＆芋煮会ツアー 

駅長オススメの 

小さな旅行プラン 

 
ご自由にお持ちください 

――――――場所―――――― 

体験型滞在施設「ひなの宿」 

 

・9 月 28 日… 稲刈り体験 
・10 月 12 日… 里芋堀り、さつまいも堀り体験 
 

 

――――――料金―――――― 

大人 800 円／子供 500 円 

 

 
―――――問合せ――――― 

体験型滞在施設「ひなの宿」内 

河北町観光農業体験推進協議会 

農業体験係 ☎0237-85-0789 

【内容】 新庄ふるさと歴史センター見学、栗拾い、 
いも煮の昼食、国指定史跡戸沢家墓所見学 

 

①「由右エ門ほうき」ミニほうき手作り体験 
  

 
 
 
 
 
 
 
②「カラトリ芋」掘りと「芋がら」編み体験 
 （農家レストラン“農々家”にて昼食・交流会） 

 

開催日：10 月 25 日（土） 
時 間：13：00～16：00 
場 所：庄内町第４公民館 
料 金：2,000 円 

 

開催日：10 月２6 日（日） 
時 間：10：00～14：00 
場 所：人輝芽生（ときめき）ファーム（庄内町廿六木） 
料 金：1,500 円（小人は 500 円） 

※ 宿泊希望の方には、宿泊施設（北月山荘）をご案内します。 

 問合せ：庄内町新産業創造協議会 ☎0234-42-3266 

    庄内町グリーン・ツーリズム推進協議会 ☎0234-42-2922 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒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 
発行元 

私達は、寒河江市のグリバーさがえと葉山
市民荘の指定管理を行っている団体です。 
 
グリバーさがえは、全国でも珍しい完全管
理型の水面広場を有し、様々な体験プログ
ラムを用意しております。又、葉山市民荘
は、葉山登山の基地と湧水長命水が有名で
す。どちらの施設も、寒河江の自然を十分
に堪能してもらえるよう、皆様のおいでを
お待ちしています。 

・住 所 山形県寒河江市大字島字南 398-7  

・電 話 0237-85-1158（グリバーさがえ） 

・H  P http://space-and-time.jp/ 

 

（寒河江市） 

HOSHO FARM（山形市）・㈱山形ミートランド（寒河江市）・ととや三代目（南陽市）・野山の恵（山形市） 

新規会員（敬称略）    ~H26.8.25 現在 会員数 220 随時会員を募集しております~ 

交 流 広 場 
やまがた的グリーン・ツーリズムのマスコットトコちゃんトコ。 

ここでは山形県グリーン・ツーリズム推進協議会の会員さんを紹介するトコ～！ 

・住 所  山形県新庄市泉田上村西 164-1 

・電 話  0233-25-2769 

・H  P  http://www.ndaju.co.jp/okuyama/ 

当園受付より歩いて 15 分、森の美味しい空気と
自然の恵みがあなたを待っています。 

奥山農園 

      

（新庄市） 

観光栗園は、9 月 20 日から開園致します。広さ 3ha の園内に
は約 700 本もの栗の木があり、どこでも自由に栗ひろいを楽し
んでいただけます。新鮮な栗は、お家で栗ごはんやスイーツに！ 
おみやげにも喜ばれます。 
また、併設のカフェでは、当栗園の自慢の栗がたっぷり入った
栗ごはんをはじめ、手づくりスイーツや飲み物もお召し上がり
いただけます。心地よい秋風に吹かれながら、ご家族や親しい
お友達同士で深まりゆく秋を存分に楽しんでください。 

・住 所 米沢市やな沢 5265   

・電 話 0238-32-2116 

・メール mugiwara@ms5omn.ne.jp  

・H  P  http://www.mugiwaraboushi.jp/ 

 

麦わらぼうし （米沢市） 

麦わらぼうしの秋といえば・・・もちろん栗！ 

 

栗ひろい（体験）について 
 

・期 間：9 月 20 日（土）～10 月下旬 

・時 間：朝 9 時～ 

・休業日：月曜（月曜祝日の場合 火曜) 

・入園料：大人 300 円 

子供（小学生以下）100 円  

幼児（無料） 

・お持ち帰り料：648 円（1kg につき） 

 

NPO 法人 スペース・アンド・タイム・クリエーション 

・カヌー講習（2 時間） 

（大人 3300 円／小人 2800 円） 

（用具レンタル無料 ） 

※セルフレスキュー証明書発行後、 

大人 200 円／小人無料で利用可） 

・最上川ラフトボート下り 

（1 名 3500 円） 

・バナナボート・水上バイク体験 

  （1 回 500 円）※5 月～10 月 

・最上川カヤック体験（料金問合） 

・葉山トレッキング（料金問合） 

体験プログラム 

ゆっくりのんびり、 
里山を歩きませんか？ 

 

しいたけ狩り  

1.500 円 

500g お土産付き 

 

 

なめこ狩り  

2.500 円 

1kg お土産付き 

 

 

当園では、10 月末～11 月末に、しいたけ・なめこの
“きのこ”狩りをお楽しみ頂けます。ただし、きのこは
山育ちです（森の中で原木栽培しています）ので、必
ずお問い合わせの上、お越しください。 

 また、ゴールデンウィークの頃には、春風を浴びなが
ら、うど狩りもお楽しみ頂けます。 

 


