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（偶数月に発行します）

◀「飯森山公園の紫陽花」

やまがた出羽百観音のはじまり

「庄内札所三十三霊場（庄内三十三観音）」が８年ぶりに御開帳
け ち がんのいん

テレビ番組でもＰＲされていますが、
庄内札所会三十三観音では、10月31
日まで御開帳を行っています。
御開帳期間は、普段はお姿を隠して
いる観音様とお会いできます。また、観
え ん づな

音様の手に結ばれた五色の綱（縁 綱 ）
が私たちの手の届くところまで設けられ
ている札所もあり、その綱に触れると、
観音様に直接触れたのと同じ恵みを受
けることができると言われています。さら
に御朱印授与の記念として各霊場から
お み え

特別に彩色の御影をいただけるほか、
35霊場全て巡礼された方は、庄内札

所結 願 印 がいただけます（御影、結願
印は無料）。
神仏分離令による廃仏毀釈の際に
救い出された、国宝羽黒山五重塔ご
本尊も祀られている1番札所羽黒山正
善院。国指定名勝庭園「蓬莱園」を眺
めながら一服、きのこ杉や季節毎あじ
さいなどの御朱印も楽しめる12番札所
洞龍山總光寺。観音様の 頭部に納
まっていた胎内仏も拝める18番札所
延命寺。全国でも珍しい「即身仏」が安
置された、9番札所湯殿山大日坊、29
番札所修行山南岳寺、31番札所湯
殿山注連寺。観音参りをする様子が描
かれた絵馬など、御開帳されている観
音様の他にも札所それぞれに見どころ
があります。
今年の庄内、来年の置賜、再来年の
最上と、３年連続で御開帳されるやま
がた出羽百観音を全て巡礼された方
は、結願証を受け取ることができます

（結願証は有料）。巡礼者の想いが百
様 なら 、旅の あ り方も 百様。百 人 百
色、旅ものがたり。この機会に、やまが
た出羽百観音はじまりの旅はいかがで
しょう。
やまがた庄内観光サイトに庄内札所
三十三霊場の特集ページが開設され
ていますので、ぜひご覧ください。やま
がた出羽百観音ホームページもリンク
してあります。
http://www.mokkedano.net/
course/feature/23
（地域産業経済課 観光振興室）
℡ 0235-66-5492

山形県知恵袋委員会委員に委嘱状を交付
る方の知恵や知識を県政に反映する に関するご意見やご提案をいただく予
ことを目的とした知恵袋委員会を平 定です。
成２１年度から開催しており、今年度
（総務課 企画調整担当）
は庄内地域から７名の方に委嘱状が
℡ 0235-66-5417
交付されました。委嘱状の交付に際 平成30年度
し吉村知事からは、「委員の皆さん 山形県知恵袋委員会委員(庄内地域)
は、県が県政運営の基盤に掲げる
伊原 光臣 さん（遊佐町）
「県民総活躍」と「健康長寿」のモデ
氏家 昇一 さん（鶴岡市）
ルとなる方々です。ぜひ、本委員会
佐藤さえ子 さん（酒田市）
において、長年の地域でのご活躍を
菅 原 誠 さん（三川町）
基にした忌憚のないご意見・ご提言を
高梨美代子さん（庄内町）
いただきたい。」と期待の言葉がありま
本間 俊美 さん（鶴岡市）
5月14日に、県庁講堂で平成30年度 した。
百瀬 正子 さん（鶴岡市）
今後、庄内総合支庁を会場に委員
知恵袋委員会委員委嘱状交付式を開
（五十音順）
催しました。県では、豊富な経験を有す 会を開催し、委員の皆さんから県政
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まもなく累計搭乗者数1,000万人！

おいしい庄内空港利用促進キャンペーン
平成29年に年間利用者39万人を突
破し歴代２位の利用者数（390,297人）
となった庄内空港が、今年は開港以来
累計搭乗者数1,000万人到達が見込ま
れています。
庄内空港利用振興協議会では、平成
30年の年間利用者40万人突破を目標
に掲げ、特に観光目的の利用者の増加
に向け利用拡大を図っています。
今年度は1,000万人到達をキーワード
に様々なキャンペーンを展開していくこと
としていますが、まずは第１弾として「到達
日予想クイズキャンペーン」を、第２弾と
して「夏のキャッシュバックキャンペーン」
を実施しますので、多数のご応募と、お
得な機会に便利で快適な庄内空港をぜ
ひご利用ください。
（総務課 連携支援室）
℡ 0235-66-5442

【第１弾】 1,000万人到達日予想クイズキャンペーン
■応募期間
■応募方法

■当選商品

平成30年6月１日～同年7月31日
ハガキ付きＰＲチラシ（支庁や庄内空港で入手、またはホーム
ページ等からダウンロード）に、予想した1,000万人到達日を記載
して郵送［１人１通のみ有効］
庄内＝羽田区間往復航空券 [5名様]

【第２弾】 夏の旅行応援キャッシュバックキャンペーン
■ 搭乗対象期間
平成30年7月2日～同年9月30日【事前申込：6月4日から】
■ 助成内容 1名様あたり5,000円をキャシュバック［先着600名様］
■ ご利用条件
① 2名様以上で同一行程の旅行（無償搭乗・ビジネス出張除く）
② 往路で［庄内－羽田便］、復路で［羽田－庄内便］を利用
③ 復路は397便［羽田空港15:55発－庄内空港16:55着］を利用
■ 申込方法
ご旅行の予定が決まりましたら搭乗前にメールまた
はＦＡＸで事前申込 （詳しくはホームページまたは
ＰＲチラシ等をご覧ください）
＜お問い合わせ＞ 庄内空港利用振興協議会
（事務局：庄内総合支庁連携支援室）

選りすぐりの美酒を堪能

【鶴岡会場】

5月12日から始まったＩＷＣ
「ＳＡＫＥ部門」審査会の山形
県開催を記念したチャリティ
試飲会が、5月19日に鶴岡
会場（マリカ広場、ＦＯＯＤＥＶ

ＥＲ）及び酒田会場（中町にぎわい健康プ
ラザ）の２会場において開催されました。
当日はあいにくの雨模様にもかかわら
ず、県内外から多くの方々がご参加くださ
いました。皆さん、地元酒蔵の担当者から
説明を受けながら、ＩＷＣ審査会の出品酒
や地元酒蔵一押しの県産酒を楽しんでい
ました。
試飲の他に、各市町の物産販売や利き
酒コンテスト、県産酒が当たる抽選会など
の催しもあり、一層試飲会を盛り上げてい
ました。鶴岡会場では駅前飲食店の協力
のもと、当日限定のおつまみ販売などが実

施され、お酒と
共に楽しんでい
る 方 が多 く見 ら
れました。また
酒田会場は酒
田まつりの宵祭
【酒田会場】
りと同日開催とい
うこともあり、飲食スペースはお客様が絶えな
い盛況ぶりでした。
お越しいただいた皆さん、またご協力をいた
だいた皆さん、ありがとうございました。
（地域産業経済課） ℡0235-66-5487

第１８回飛島クリーンアップ作戦
飛島クリーンアップ作戦は、今年第18
回目を迎えました。5月26日に、荒崎海
岸を会場として、ボランティア、島民、関
係者約230名の参加のもと海岸清掃活
動が行わ
れました。
冬の間に
海岸に押
し寄せた
いろいろ
な漂着物
をトンパッ

ク22袋、重量約2.2ｔ回収しました。緑
あふれる自然そのままの飛島の心和
む風景のなかで、海岸のごみが人か
ら人へと手渡しで運ばれ、海岸は元
通りの美しい姿を取り戻し、参加者は
充実感を味わうことができたようです。
また、クリーンアップ作戦後、午後に
は飛島コンシェルジュの島内ガイドや、
東北電力飛島火力発電所の一般公
開が行われ、参加者がそれぞれ飛島
を満喫しました。 今後、夏から秋に
かけて庄内各地の海岸や河口でク
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リーンアップ活動が予定されています。
たくさんの皆さんから参加していただき
ますようご協力をお願いします。
（環境課 廃棄物・海岸漂着物担当）
℡0235-66-4914

がんばっています！月山公園線の春季除雪
県道２１１号月山公園線は、磐梯朝日国
立公園内の尾根や急峻な斜面を縫うように
建設された道路です。
冬期は、積雪が10ｍ以上となることから、
月山ビジターセンターから月山八合目間の
17.9kmを閉鎖しています。例年7月１日に行
われる山開き行事が滞りなく行われるよう、６
月下旬の全線開通を目指し、春季除雪を
行っています。
平成29年度は、ここ数年では稀にみる大
雪となりました。雪崩のおそれはないか監視
4月26日 5合目付近
しながら、安全確保を第一に作業を行いつ
つ、10m近い残雪をブルドーザとロータリ除
開通の折には、月山に是非お出かけく
雪車で掘り下げながら除雪していきます。
ださい。
７月には観光客の方に月山を訪れていた
(道路計画課 維持管理担当）
だけるよう急ピッチで進めています。
℡ 0235-66-5617、5618

今だけ国宝に入れます!

初重（＝１階）まで
スロープで上がりま
す。心柱は初重天井
上に立ち、その見学
用足場が二重（＝２
階）まで組んであり
ます。

連載

5月4日

6合目付近

「国宝羽黒山五重塔特別拝観」

出羽三山神社では、11月4日まで
五重塔の内部を特別に公開していま
す。五重塔の内部は「秘中の秘」とさ
れ、神仏分離令が発せられた明治
以 降 、公 開 さ れ た記 録 があ りま せ
ん。今回の特別拝観期間中は、心
柱など内部構造も見学できます。
また、羽黒山頂儀式殿では三神合
祭殿再建200年を記念し、羽黒三
所大権現である大日如来・阿弥陀
如来・聖観世音菩薩をはじめ、不動
明王・弁才天も公開しています。火
事により焼き尽くされた三神合祭殿
の再建時、再び火災に遭ったときの
ためにと、覚諄別当が再建に貢献し
た天羽又兵衛に託されたと伝えられ

ている秘仏です。
公開時間はいずれも午前8時30
分から午後4時30分まで。拝観料は
五重塔特別拝観500円、秘仏拝観
300円です。共通券700円もありま
す。
この機会に、日本遺産、そして「ミ
シュラン・グリーンガイド・ジャポン」で
３つ星を獲得した羽黒山の杉並木を
歩きながら、羽黒山の歴史にふれて
みてはいかがでしょうか。
（地域産業経済課 観光振興室）
℡ 0235-66-5492

庄内深発見「光星寺」

白 狐山 光星 寺は 861（ 貞観 3）
年、布教のため羽黒山に滞在してい
た住宝僧正が、東北の彼方に瑞雲
たなびいているのを見て「霊地があ
る」と確信し、白毛金尾の老狐に導
かれて宇賀の森に着き、持念仏の

十一面観音と弁財天、ダキニ天（稲
荷）の三尊を祀ってお堂を建立したの
が始まりといわれています。
正面入り口から右へ進むと観音堂
があり、札所本尊の十一面観世音菩
薩がお祀りされている他、白狐殿には
白狐の御姿がお祀りされています。
また、正面入り口から奥へ進むと、
多くの鳥居が立ち並び、新緑の緑と鳥
居の赤の美しいコントラストが見られま
す。
5月1日から8年ぶりに庄内札所三
十三観音霊場御開帳が行われてい
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ます。第六番札所である白狐山光星寺に
お堂と鳥居の美しさ、厳かな空気を感じる
旅に出かけてみてはいかがでしょうか。
＜支庁ニュース編集員＞
総務課防災安全室 清水 直斗
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お知らせ
見てね！

飛島の暮らしと仕事、体験してみませんか？

荒沢ダムの支障木を無償提供します

参加者募集中！
7月20日（金）まで、「飛島でプチ移住体験事業」の参加
者を募集しています。1週間（おためし）から4週間（しっかり）
の島暮らし体験で、飛島の人と暮らしに共感してくださる方
が増えることを目指しています。
■活動場所 飛島島内
■活動期間 平成30年9月2日(日)まで
■募集人数 15名程度
■参 加 費 無料（昼食代等は参加者負担。詳しくは
下記問合せ先までお問い合わせください。）
■問合せ先：合同会社とびしま
TEL：0234-96-3800

荒沢ダム貯水池で伐採した支障木の無償提供を行いま
す。提供は個人利用の方に限り、軽トラック1台分（0.9㎥程
度）を上限とし、先着90世帯程度で、なくなり次第終了とな
ります。引き取りを希望する場合、当日に荒沢ダム管理課
にて申し込みが必要となります。
なお、予約、お取り置きはできません。
■提供日時 6月13日（水）～7月13日（金）
平日10：00～12：00及び13：00～16：00
■提供場所 鶴岡市荒沢字狩篭145（荒沢ダム）
詳細は、山形県ＨＰにて荒沢ダム管理課のページを
ご覧ください。
（荒沢ダム管理課
ダム管理担当）
℡ 0235-55-2021

（総務課 連携支援室）
℡ 0235-66-5444

食の都庄内

「こしゃたな屋」再開しました

さくらんぼフォトコンテスト２０１８
「さくらんぼといえば山形県。 山形県といえばさく

らんぼ」。ここ庄内でもおいしいさくらんぼが生産されてい
ることをもっとPRするため、庄内さくらんぼ生産振興協議会
でフォトコンテストを行います。どなたでも応募できますの
で、たくさんのご応募お待ちしております。
■募集期間
６月１日～７月３１日
■テ ー マ
「庄内にさくらんぼのある風景」
「庄内で楽しむさくらんぼ狩り」
優秀な作品には「庄内の果物」
をプレゼントします。
詳しくは、下記担当にお問合せ
フォトコンテスト2017
ください。
最優秀作品
（農業振興課 農産園芸担当）
℡ 0235-66-5519

庄内総合支庁内売店にある障がい福祉施設製品の展
示販売コーナー「こしゃたな屋」が3月末から一時休止して
いましたが、５月７日から再開しました。
「こしゃたな屋」では障がい者施設で作られた様々な製品
を展示販売しています。パン、お菓子、木工製品、布製品
などまごころを込めて作られた製品が、毎月入れ替わりで
入荷します。大人気の商品は入荷後すぐに売り切れてしま
いますので、お早めにご利用ください。
【6月の展示販売】
恵風園(木工製品など)
はんどめいど糸蔵楽(織物など)
くじら(入浴剤など)
作業所月山(紙製品など)
（地域保健福祉課
障がい者支援担当）
℡ 0235-66-5654

『走り出せ、性別のハードルを超えて、今』 ～男女共同参画週間～
毎年6月23日から29日までの一週間は、「男女共同参画週間」です。
今年のキャッチフレーズは、スポーツの分野で男性も女性も活躍できるようにと「走り出せ、性別のハードルを超えて、
今」に決まりました。職場で、学校で、地域で、家庭で、一人ひとりの個性と能力を発揮できる社会の実現に向けて皆さんの
理解と取組が必要です。男女共同参画週間を通じて、男女
のパートナーシップについて、一緒に考えてみませんか？
（子ども家庭支援課 子育て支援・女性青少年担当）
℡ 0235-66-5457
発行元：山形県庄内総合支庁総務企画部総務課
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