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知事のほのぼの訪問「おくのほそ道 天童紅花まつり」

紅花のフラワーアレンジ

紅花まつりの期間中で賑わっていました。みんなで記念撮影。

紅花や若菜を使った料理も紹介されました
紅花や紅花の若菜は、いろんな効用があることで知られています

←「紅の花 咲くさくクッキー」
山形学院高等学校の生徒さんの手づくり
クッキー。紅花を使ったアイディア料理
に取り組んでいます。紅花まつりでは、
先着100名様にプレゼントされました。
↓

紅花若菜麺のトマトソース添え

↑

紅花若菜干しの煮物

7 月 9 日、吉 村 知 事 が、「知 事 の ほ のぼ の 訪 問」
で、満開に咲き誇る紅花の里、天童市上貫津の紅花畑
に「おくの細道 天童紅花まつり実行委員会」のみな
さんを訪問しました。
「知事のほのぼの訪問」は、県民の声を活かした県
民のための県政を推進するため、知事が県内各地に赴
き、団体等の活動現場において活動状況を視察し、現
状や課題などを伺う事業です。
「おくのほそ道 天童紅花まつり」は、松尾芭蕉が
元 禄２年の ７月 13 日に天 童を訪 れ「眉掃（ま ゆは
き）を俤（おもかげ）にして紅粉（べに）の花」「行
く末は誰が肌ふれむ紅の花」と詠んでいる天童の紅花
を全国にＰＲするため、昭和62年から毎年開催され
ています。当日は、実行委員長の鹿野委員長（津山公
民館館長）をはじめ、関係者のみなさん
が大勢で迎えてくれました。
知事は、絣のもんぺ姿。はじめて訪れ
る紅花畑でみなさんと記念撮影。
上貫津の紅花畑は、龍神の里じゃがらむらの近くに
あり7haほどの広さ。約7万本の赤みを帯びた黄色い
紅花が緑の山々を、鮮やかに彩っていました。中に
は、突然変異で咲いたという白い紅花も咲いており、
毎年栽培組合の方々が大切に守り育てています。
（総務課 023-621-8107）

「週末は山形で農園ランチ」9
「週末は山形で農園ランチ」9月13日まで開催中
13日まで開催中
「農園で
農園で美味しいものを
美味しいものを取
しいものを取って、
って、食べて、
べて、
心も体も美しく！」
しく！」
現在、9月13日までの毎週土・日曜日に農園で
新鮮な野菜や果物を収穫し、農園内や近くのカ
フェ・レストランでランチを楽しむ週末企画が開
催されています。
●実施農園は
①山形ガールズ農場（村山市）
②かほくイタリア野菜研究会（河北町）
③くだもの楽園（河北町）
④ゆかいな野菜村（大江町）
⑤うまいくだもの園（朝日町）
⑥梅ヶ枝清水（めがすず）（東根市）
⑦浄心庵（東根市）の７農園です。
●全施設のご予約は（一社）東根市観光物産協会
（0237-41-1200）で一括して行っています。
●各実施日前日の午後3時まで予約できます。
※なお、農園ごとに実施日と実施内容が異なりま
すのでご注意ください。
（産業経済企画課観光振興室 023-621-8441）

村山総合支庁ニュースは、
偶数月に発行します。
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～むらやまの若人（わこうど）たち～Vol.40
～むらやまの若人（わこうど）たち～Vol.40

トランペット奏者 伊藤

カンボジアで活動していた頃

萌 さん

ＪＩＣＡ青年海外協力隊員として音楽指導で派遣され、カンボジアでの２年
間の活動を終えた上山市在住の伊藤 萌さんを訪ねました。
中学の吹奏楽部で、初めて手にしたトランペット。そのトランペットに魅了
され、高校・大学と音楽を専攻し、プロの奏者をめざし研鑽を積みました。卒
業後、フリーの奏者としてソロ、室内楽、オーケストラ等、多方面において活
動してきました。転機が訪れたのは、東日本大震災。被災者の方に向けた演奏
会で「あなたの演奏で元気が湧いた。」という聴衆の言葉に、心に寄り添える
音楽の力は、人にとって、なくてはならないものだと気づかされました。そし
て、自分が学んできたトランペットで途上国の子ども達が笑顔になってほしい
との思いが強くなったそうです。
２年間の活動を通し、音楽教育や音楽活動の発展につなげるために何が必要
か。音楽家である自分にしか伝えられない大切なことは何か。その「何か」を
伝えたいという気持ちが前より強くなったと言います。指導者として教える音
楽と、演奏家として表現する音楽は違うが、音楽を通して郷土の人に山形の良
さ、カンボジアでの出来事を伝えていきたいと話してくれました。彼女が奏で
る音に温かく思いのこもった音色が加わったようです。
（子ども家庭支援課

←演奏会での伊藤さん

023-627-1153）

「知事と語ろう市町村ミーティングｉｎかほく」開催
6月3日、河北町「サハトべに花」において、「知事と
語ろう市町村ミーティング」が行われました。テーマ
は、「『地方創生元年』個性と魅力あるまちづくり」。
河北町田宮町長はじめ町民100名が参加し、知事と直
接、意見を交換しました。農業・農村の多面的機能に着
目した「地方創生」活動支援についてや、県立河北病院
の地域医療機能向上強化支援についてなどの町民の意見
に対し知事は、県の取組みを説明し、協力をお願いしま
した。
午前中、知事は、平成25年に整備された認定こども園
「かほくあいこども園」を視察しました。約200名の園
児が広々とした施設で過ごしています。また、かほくあ
い子育てセンターが併設されており、子育ての相談や、
病後児保育の受け入れを行っています。
続いて元泉地域農地・水・環境保全組織による「めだ
かの学校」の取組みを視察しました。

「河北町には千年以上前から伝わる「林家舞楽」な
どがあり文化の高い町」とあいさつする吉村知事
（サハトべに花）
おいしそうに給食を食べています。
（かほくあいこども園）

元町地域農業・水・環境保全組織の皆さん
（めだかの学校）
「タニシ」を見つけました。
（めだかの学校）

（総務課 023-621-8107）

「ＹＡＭＡコレ２～やまがた夏の３美術館めぐり～」
開催中 ～Ｈ
～Ｈ27
27．
27．8．23（日）まで
23（日）まで
今年の夏は、山形美術館がモネ、ルノワールなどの常
設展のほか「髙山辰雄『聖家族』と日本画五山展※」を
開催します。 山寺後藤美術館ではコロー、ミレー等のバ
ルビゾン派を中心としたヨーロッパ絵画名作コレクショ
ン、広重美術館では歌川広重の肉筆画「天童広重」を含
む浮世絵コレクションをそれぞれ展示します。２回目と
なる今回のYAMAコレでも割安な共通チケットのほか、
カフェでの割引サービスなど様々な特典を用意しており
ます。ぜひこの機会に山形が収蔵する第一級の名画をご
堪能ください。
※日本画五山：日本画壇を代表する５人の“山”の付く作家＝

ＹＡＭＡコレ２チケット 大人1,800
大人 1,800円
1,800円
（３美術館などで販売しています。）
山形美術館 山形市大手町1-63
開館時間 10:00～17:00
休館日
毎週月曜日
（祝休日となる場合は翌日）
山寺後藤美術館 山形市大字山寺2982-3
開館時間 9:30～17:30
休館日
毎週月曜日
（祝休日となる場合は翌日）
広重美術館 天童市鎌田本町1-2-1
開館時間 9:00～18:00
休館日
毎週火曜日
（祝休日となる場合は翌日）

東山魁夷、杉山寧、髙山辰雄、加山又造、平山郁夫

【お問い合わせ】やまがた広域観光協議会事務局（山形県村山総合支庁観光振興室内）
TEL.023-621-8446／FAX.023-621-8445
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薬物乱用防止６．２６ヤング街頭キャンペーン
←募金活動
5,971円の募金が
集まりました。

高校生等ボランティアのみなさん

薬物乱用を撲滅するため、国連において「新薬物乱用根絶宣言」が採択
されたことをきっかけに、「ダメ、ゼッタイ。」普及運動を各都道府県で
実施しています。
本県では、県民一人ひとりが薬物乱用問題に対する認識を高めていただ
くとともに「麻薬乱用撲滅デー：6月26日」の周知及び薬物乱用の防止を
図るため、高校生等ヤングボランティアの皆さんと関係団体の方々と一緒
に毎年運動期間中に「薬物乱用防止6.26ヤング街頭キャンペーン」を実施
しています。今年は、6月27日に天童市のイオンモール天童にて危険ド
ラッグ等の乱用防止の呼び掛けや国連支援募金活動、薬物乱用防止広報車
「みらい号」によるパネルや薬物の見本の展示を行いました。
近年、危険ドラッグによる事件が多発しております。これからも薬物の
危険性の周知に努めていきます。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
（保健企画課医薬事室 023-627-1248）
た な だ く ら ぶ

中山間地域の活性化に向けた取組み 村山市中沢産直「
村山市中沢産直「棚田喰楽豊 」オープン!!
オープン!!
村山総合支庁では、中山間地域の活性化を目的にモデル地区を選定し、市町と
連携を図りながら、地域が行う活性化に向けた取り組みを支援しています。
モデル地区の1つで「山形の棚田20選」に選ばれた村山市の中沢地区では、
農産物の付加価値向上や農産加工品開発、産直イベント企画等の検討を行ってき
ました。6月28日（日）、初めての取り組みとして、産直「棚田喰楽豊」におい
てオープニングイベントが開催されました。棚田で生産し自然乾燥した雪室米
や、ムラサキササギ等の地域農産物の販売のほか、試食米のプレゼント、「女子
会」がつくったおにぎりやおこわが振る舞われ、訪れたお客さんは、中沢の自然
を楽しみながら地域の特産物を購入していました。特に、振る舞われた棚田米の
おにぎりは、美味しいと大好評でした。
人口減少が続く中山間地域において、地域によるスモールビジネスの創出は、
地域活性化に有効な手段の１つと考えられています。
今後も村山市と協働して、活性化にむけた地域の取り組みを支援していく予定
です。是非一度、中沢の産直を訪れてみて下さい。

山形県知恵袋委員会

第1回山形県知恵袋員会（西村山・北村山地域）

「棚田喰楽豊」（村山市中沢）
現在、土日営業中!!

（農村計画課

023-621-8159）

西村山・北村山地域（6
西村山・北村山地域（6月30日開催）
30日開催）

6月30日、寒河江市の西庁舎にて、第1回西村山・北村山地域知恵袋委員
会を開催しました。
それぞれの委員から、これまでの地域での活動を紹介に続き、知恵袋委員
ならではの、豊富な経験に基づく様々なご意見が出されました。
産業分野では、観光ボランティアガイド研修の充実、安全安心分野では、
高齢者が地域で元気に過ごせる環境づくり、人づくり分野では、女性の人材
育成の基盤づくりや緑ふるさと協力隊など若い力を活用した地域づくり、環
境分野では、リユースの取組みの推進、農業分野においては、先進農家と農
業技術普及員との連携による産地形成及び高齢化に対応した農作物・特産品
の開発について意見が出されました。

東南村山地域（7
東南村山地域（7月10日開催）
10日開催）
第1回東南村山地域の知恵袋委員会は、7月10日、村山総合支庁本庁舎にて
開催しました。
委員からは、安全安心分野では、青色防犯パトロール活動の推進や元気な高
齢者が介護予防活動に参画するための人材育成、エネルギー分野では、林業や
エネルギーに関する産業における雇用創出、県土基盤分野では、道路の環境美
化活動としてのマイロード・サポート事業の取組み強化、人づくり分野では、
高齢者の知恵や経験を生かした地域づくり、産業分野では、四季折々の資源を
活かしたツアー企画などについて提案がありました。
今後各部局で取り組みを検討し、第2回知恵袋委員会で委員の意見に対する
県の対応について報告することにしています。

第1回山形県知恵袋員会（東南村山地域）

（総務課 023-621-8107）
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“明るいやまがた”
るいやまがた”夏の安全県民運動実施中
７月21日 ～ ８月20日
夏は長期休暇、レジャー、暑さによる気のゆるみや疲労
などから交通事故や水の事故等が多くなり、また、青少年
の非行や身近な犯罪等も多くなる傾向にあります。これら
の事故を防止するとともに、青少年の健全な育成を図るた
め、県民総ぐるみの運動を推進しています。

運動の
運動の重点：
重点：
◎青少年の健全育成といじめ・非行防止
◎子どもと高齢者の交通事故防止・飲酒運転の撲滅
◎海・山・川での事故防止
◎身近な犯罪等の防止

（子ども家庭支援課023-627-1153･総務課防災安全室023-621-8115）

夏の省エネ県民運動
エネ県民運動
６月から９月まで「夏の省エネ県民運動」を実施中です。
地球温暖化対策と電力需給の安定化のため、無理のない節電
をお願いします。
運動期間中は、次のような企画があります。県のHPに詳
しく掲載しています。是非ご応募ください。
●やまがたエコスマイルコンテスト
省エネ・節電にまつわる標語、川柳、
ポスターを募集します。
●家庭のアクション
家庭での節電の取組みを報告すると、
抽選で景品が当たります。
クール

チョイス

また、7月から新国民運動「COOL CHOICE」が開始さ
れました。2030年度に温室効果ガスの排出量を2013年度
比で26％削減するため、日本が世界に誇る省エネ・低炭素
型の製品を購入するなど「賢い選択」を行いましょう。
（環境課 023-621-8425）

「清流 寒河江川」
寒河江川」のアユ釣
のアユ釣り情報！
情報！

本庁舎キッズルームをご
本庁舎キッズルームをご利用
キッズルームをご利用ください
利用ください!!

寒河江川のアユ釣りが７月１日から解禁になりました。
今年も、チェリーランド付近から慈恩寺橋を中心に、約2.5
トンの稚アユ、成魚を放流しました。アユ釣りのシーズンは、
10月31日までとなっておりますので、ルールとマナーを守っ
て、お楽しみください。
●お問合せ先
最上川第二漁業協同組合
☎0237-72-2274 HPｱﾄﾞﾚｽhttp.//www.mogami2.jp

村山総合支庁本庁舎1階には、小さなお子様連れで、周囲
に気兼ねなく快適に利用できる「キッズルーム」がありま
す。靴を脱いで、授乳や軽食を取ったり、子どもとゆっくり
遊べる空間です。絵本や子育て情報、観光情報なども用意し
ていますので、お気軽にご利用ください。
●利用時間は、平日 午前9時から午後5時まで
●必ず保護者の方が同伴でご利用ください。
●申込みは、必要ありません。

（総務課 023-621-8107）

ださい
ご利用く

村山総合支庁が
村山総合支庁が行う事業や
事業や最新の
最新の施策、
施策、制度について
制度について、
について、職員が
職員が直接みなさんの
直接みなさんの集会
みなさんの集会などに
集会などに伺
などに伺って説明
って説明します
説明します！
します！
講座の内容は
内容は？
●講座の
くらしや健康、自然環境、地域の産業及び県の制度につい
てなど４分野合計47の講座を用意しました。おもな講座は、
防災対策、感染症予防、身近な河川の水質調査、こころのサ
ポーターについてなどです。
なお、用意した講座以外にも「こんな話が聞きたい」など
の希望がありましたらご相談ください。

●対象は
対象は？
村山地域で行われる、各市町、学校、企業関係者、地域の
各種団体及びグループが主催する集会で、おおむね10名以上
が参加予定の集会です。
講座によって対象者を幼児、小・中・高校生、一般、関係
者などとしております。

●経費負担は
経費負担は？
職員の派遣費用（旅費など）は必要ありませんが、
次の経費は申し込み団体でご負担いただきます。
・会場使用料及び機材使用料
・原材料などを使用する場合の購入費
・使用する資料が有料の場合の資料代
※ 開催時間は、原則として平日の午前9
時から午後5時までの間の1時間半程度
※概ね1ヶ月前までお申し込みください。

「防災対策について」の出前講座
（中山町梅ヶ枝地区）

●申込み・
申込み・問合
み・問合せ
問合せ
総務課総務調整担当 ☎023-621-8107

●ホームページはこちら（
ホームページはこちら（講座メニュー
講座メニュー、
メニュー、申込書）
申込書）
http://www.pref.yamagata.jp/regional/murayama_bo/news/news/7301001murayamasupport.html
夏の風物詩“花火”。8月14日から山形、大江、
大石田と花火大会が続き、お盆の楽しみの一つで
す。花火の種類や打ち上げ数、灯篭流し、20号玉の
10連発など、それぞれに違う趣があって素敵な夏の
夜を演出してくれます。

村山総合支庁ニュースは、山形県のホーム
ページからも ご覧 いただけます。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/
murayama/301001/murayamanews.html

