
 

 

 

 
 
 

山形県置賜地域は秋も食材の宝庫、美味しいもの満載の大収穫祭を開催！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

 

 

※ 米沢牛まつりは、チケット制です。ご参加にはおきたま食の応援団事務局に 
お問合せのうえチケットをお求めください。 

    イベント詳細については、インターネットで『おきたま食の応援団』を検索 
    していただくと確認できます。 

 

 

 

 

   

 

  

 

～ 置賜産の農産物に関する“旬”の情報をお届けします ～ 

第  １３  号 

平成２４年１０月２日発行 

おきたま食の応援団事務局 
（置賜総合支庁農業振興課） 

山形県置賜総合支庁は、「おいしい食の産地おきたま」のイメージアップ事業として
「食の桃源郷おきたま秋の大収穫祭」を開催します。 

全国有数といわれる、ブランド牛の「米沢牛」及び米どころの「つや姫」をはじめと
して、置賜の秋は食材の宝庫となっており、秋祭り（大収穫祭）を通し置賜の食と農を
内外に広くＰＲします。 

秋の大収穫祭では、「米沢牛まつり」と「置賜八食祭・直売市」のコーナーが設けら
れるほか、「おきたま愛の武将隊」の演舞や「ＹＯＺＡＮ戦士アズマンジャー」のヒー
ローショー、音楽バンドライブなどのステージイベントも盛りだくさんに用意していま
す。ぜひお誘いあわせのうえご参加ください。 

食の桃源郷おきたま 秋の大収穫祭について ～おきたま旬の食材情報～ 

■置賜八食祭・直売市 （10:00 ～ 15:00）

置賜 3 市５町の収穫祭として、地元の特産品や置賜地方の
地酒とワインが集結する直売市（マルシェ）を開催します。

■米沢牛まつり    （11:30 ～ 14:30）

秋空の下、七輪と炭火で最高級Ａ５ランク米沢牛のすき焼
きをいただきます。 

 ◆好評につき、参加当日券を発売します。  
 当日券 15,000円（税込、4人分） 

お問合わせ：TEL 0238-26-6051 
おきたま食の応援団（事務局：置賜総合支庁農業振興課）

■開催期日  平成24年10月13日（土）  
 食の桃源郷おきたま 秋の大収穫祭 10:00 ～ 15:00 

 タイムスケジュール 
10:00 ～  オープニング 開会宣言 
        中央保育園園児によるお遊戯 

10:20 ～  出店者PRタイム① 

10:35 ～  YOZAN戦士アズマンジャーショー 

11:05 ～  出店者PRタイム② 

11:20 ～  「The Monju」和太鼓演奏 

11:30 ～  総合開会式 置賜3市5町首長PR 
        愛の武将隊演舞 

13:30 ～  出店者PRタイム③ 

13:45 ～  「Briliant Shine」ミニライブ 

14:05 ～  出店者PRタイム④ 

14:20 ～  「アニバーサリーバンド」ミニライブ 

  15:00 ～  フィナーレ 

「山形どこでもつや姫キャンペーン」に参加する旅館・料理店募集のお知らせ 

山形つや姫ブランド化戦略推進本部では、「つや姫」の新米の販売に合せて、県内での「つや姫」の利用拡大を図り、
「つや姫」のおいしさをアピールすることを目的に「山形どこでもつや姫キャンペーン」を実施します。 

１ キャンペーンの内容 
キャンペーン期間中（10 月 28 日～12 月 28 日）に、キャンペーン参加店（旅館や料理店等）で宿泊又は 3,000 円以上
の食事をした方を対象（専用応募ハガキで応募）に、抽選で県産品や県内旅館への宿泊券、料理店の食事券等をプレゼ
ントします。 

２ キャンペーン参加店の要件 
キャンペーン期間中（10 月 28 日～12 月 28 日）につや姫を継続的に提供する旅館又は料理店等（朝食や昼食、夕食
いずれかだけでもかまいません）が参加できます。キャンペーン参加費は無料です。 

３ キャンペーン参加店への資材提供 
キャンペーン参加店には、公募ハガキ付きＰＲチラシ、ポスター、のぼり等の他、つや
姫５ｋｇ又は１合パック２０袋を提供（予定）します。※１合パックを追加希望する場
合は別途斡旋（有料）します。 

４ キャンペーン参加店応募方法 
「山形どこでもつや姫キャンペーン」で検索し、所定の参加申込書により山形つや姫ブ
ランド化戦略推進本部 あて（ＦＡＸ ６３０－２４３１）にご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米沢市           

田んぼアート稲刈り体験 

収穫期を迎えた田んぼアートの稲刈り
体験を行います。 
▼日時／10 月 7 日(日) 9:00 ～ 13:00 
▼場所／米沢市簗沢地内 
▽問い合わせ／田んぼアート米づくり

体験事業推進協議会・米沢市農林課 
       TEL 0238-22-5111 

山形県食育県民運動推進大会 

毎年県内各地で行う推進大会で、今年
は置賜地域で開催します。食育・地産地
消推進活動表彰や事例発表、食育・料理
研究家である坂本廣子氏の講演を行い
ます。 
▼日時／10 月 12 日(金) 13:00～ 16:00 
▼場所／グランドホクヨウ 
▼参加費／入場無料・どなたでも参加で

きます（事前申込み必要）。 
▼講演／食育・料理研究家 坂本廣子氏

「未来を育てる食育のすすめ～今、子
どもに大切なこと」 

▽問い合わせ／山形県置賜総合支庁産
業経済企画課 TEL 0238-26-6042 

食の桃源郷おきたま 秋の大収穫祭 
詳細は今号記事及びチラシのとおり。 

▼日時／10月13日(土) 10:00 ～ 15:00 
▼場所／松川河川敷(米沢市立病院東側) 
▽問い合わせ／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 
TEL 0238-26-6051 

米沢市産業まつり＆米澤米まつり 

米沢の産業、米について考えてみるイ
ベント、作品展示会、即売会等を開催し
ます。 
▼日時／10 月 20 日(土) ・21 日(日) 
 ※米まつりは 20 日のみ 
 10:00 ～ 16:00（21 日は 15:00 まで） 
▼場所／米沢市 まちの広場 
▽問い合わせ／◆産業まつり実行委員

会・米沢市商工観光課 
◆米まつり実行委員会・米沢市農林課・
ＪＡ山形おきたま TEL0238-22-5111 

おしょうしな市 新米まつり 

置賜総合支庁玄関前で定期開催してい
る朝市。今年最後の販売となります。 
▼日時／10 月 27 日(土) 7:00 ～ 8:00 
▼場所／置賜総合支庁正面玄関前 
▽問い合わせ／山形県置賜総合支庁農

業技術普及課 TEL 0238-57-3411 

 長井市           

第5回ながい1,000人いも煮会 

米沢牛や地元の食材がふんだんに入っ
た山形名物のいも煮をあやめ公園河川
敷で味わえます。 
▼日時／10 月 8 日(月･祝)11:30～販売開始
▼場所／長井市あやめ公園河川敷 
▽問い合わせ／長井1,000人いも煮会実

行委員会・㈱うめや本部 
TEL 0238-84-1785 
 

１ ０ 月 の 食 関 連 イ ベ ン ト 情 報

第28回縄文まつり 

縄文太鼓の演奏や体験のほかに、縄文
そばや手づくりハムが味わえます。 
▼日時／10月14日(日) 11:00 ～ 15:00
▼場所／長井市古代の丘土偶広場 
▽問い合わせ／縄文まつり実行委員会 

 TEL 0238-88-4793 

ながい地産地消まつり＆ながい産
業フェア2012 

地元で生産された農作物を味わう「地
産地消まつり」と市内の技術や製品、食
の産業を紹介する「産業フェア 2012」
がそれぞれに開催されます。 
▼日時／10 月 28 日(日) 9:30 ～  
▼場所／◆ながい地産地消まつり：白つ

つじ公園駐車場 
◆ながい産業フェア 2012：タスパーク
ホテル内 

▽問い合わせ／◆ながい地産地消まつ
り実行委員会 TEL 0238-84-2121 
◆ながい産業フェア2012 実行委員会・
長井商工会議所 TEL 0238-84-5394

 川西町           

かわにし秋まつり 

ダリヤ園内に「かわにしのうまいもの」
が勢ぞろいします。目玉イベントは 8 日
に行われる全国玉こんにゃく選手権が
開催されます。 
▼日時／10 月 6 日(土) ～ 8 日(月･祝) 
▼場所／川西ダリヤ園 
▽問い合わせ／川西町産業振興課 

    TEL 0238-42-6641 

朝市こまつ市 

新鮮な野菜や毎月の朝食、地元惣菜・漬
物が一度に味わえます。 
▼日時／10 月 13 日(土) 7:00 ～ 8:30 
▼場所／ＪＡ山形おきたま川西支店駐車場
▽問い合わせ／川西町産業振興課６次

産業推進室 TEL 0238-42-6696 

かわにし産業フェア2012 

町の花ダリヤや食と特産品ブースも配
置し、町の農業・工業・商業を一堂に集
め、様々なイベントを行います。また、
絵画コンクールも同時開催。現在作品の
募集をしています。 
▼日時／10 月 20 日(土) 9:00 ～ 15:00
▼場所／浴浴センターまどか 
▼絵画コンクール応募期限／10 月5 日(金)
▽問い合わせ／川西町産業振興課 

    TEL 0238-42-6696 

 白鷹町          

白鷹町産業フェア2012 

町内の産業紹介や様々なイベント、新
鮮な農産物、加工食品などの販売を行い
ます。            
▼日時／10 月 27 日(土) 10:00～15:30
▼場所／白鷹町ＪＡグリーンセンター前 

白鷹町産業センター 
▽問い合わせ／白鷹町産業振興課 

TEL0238-85-6126 

 飯豊町           

飯豊町こくわワイン新酒発表会 

2012 年産のこくわで仕込んだ新酒
ワインの試飲会を開催します。 
▼日時／10月25日(木) 18:30～20:00 
▼場所／めざみの里観光物産館 
▽問い合わせ／飯豊町産業振興課 

    TEL 0238-72-2111 

 山形県からのお知らせ 

「やまがた米粉 Xmas ケーキキャ
ンペーン」参加店募集について 

菓子製造業者・販売店の皆様から県産
米粉を原料としたクリスマスケーキの
開発・販売に取り組んでいただき、消
費者への米粉食品の普及を図る、「やま
がた米粉 Xmas ケーキキャンペーン」
を昨年度に引き続き開催します。 
参加店は県産米粉を使ったXmasケー

キを開発し、キャンペーン期間中(12
月20日～25日)までに販売していただ
きます。詳細はホームページをご覧く
ださい。 
▼申込み：ホームページの「やまがた
米粉 Xmas ケーキキャンペーン参加店
募集要項」をご覧の上、申込用紙に必
要事項を記入してお申込みください。
(参加応募期限／10 月 19 日(金)) 
▼ホームページ:やまがた米っ粉クラブ

http: yamagata-komeko.jp/ 
▽問い合わせ／山形県農林水産部新

農業推進課 TEL 023-630-3192 

米粉商品を販売している店舗等
の情報をお待ちしています！ 

置賜地域における米粉や米粉商品の
より一層の需要拡大を図るため、米粉
商品販売店等の情報を掲載したチラ
シを別添のとおり作成し、米粉関係の
イベントや各市町での農林水産祭で
の配布、県ホームページでの周知を行
います。 
このチラシについては、定期的に更新

を図る予定ですので、米粉商品を取り
扱っている店舗等の情報がありました
ら随時お寄せ下さい。 
▽問い合わせ／山形県置賜総合支庁
産業経済企画課 TEL 0238-26-6042

◎「おきたま食の応援団」会員及び
協賛店の募集をしています。 

◇おきたま食の応援団は、置賜産農産物
を地域全体で応援するための取組みを
行っています。「おきたまの食」に関連
する事業者など、応援団の趣旨に賛同し
ていただけるかたであれば、どなたでも
参加できます。 

(会員、協賛店とも、登録申請にあたっ
て会費等の負担はありません。) 

《おきたま食の応援団事務局》 
置賜総合支庁 農業振興課 生産流通担当
電話(0238)26-6051 FAX（0238）21-6941
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