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（偶数月に発行します）

玉簾の滝ライトアップ （酒田市升田）

ＬＣＣが庄内に初乗り入れ！
かねてより
県と庄内地
域が一丸と
なって誘致
を進めてき
た、ジェット
ス ター・ ジャ
パン株式会
社による、お
いしい庄内
空港と成田
国際空港を結ぶ新たな路線が８月１日（木）より１日１往復
で運航を開始します。
ジェットスター・ジャパンは山形県に初めて就航する格安
航空会社（ＬＣＣ）であり、県内の空港と成田国際空港を結
ぶ初の路線となります。
成田を基点に、国内外に広くネットワークを持つジェットス
ター・ジャパンが就航することで、庄内空港の利便性向上は
もちろんのこと、低運賃の気軽な空の旅により、庄内では首
都圏、海外がより身近になります。また、首都圏や海外から

雪の回廊
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

８月１日より運航開始！
庄内を訪れる人が増えることも見込まれ、研究者や
若者、国内外のビジネス利用による交流人口の増
加、さらには、海外との玄関口と直接結ばれることで、
インバウンド・アウトバウンド双方向の交流が拡大し、庄
内地域のさらなる活性化と発展の起爆剤になるものと
期待されます。
夏休み、この新路線を
使った空の旅を楽しまれて
はいかがでしょうか。

（総務課連携支援室）
℡ 0235－66－5440
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「月山公園線」
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、春季除雪により雪の回廊を形成しなが
ら６月下旬の全線開通を目指しています。
雪崩のおそれはないか監視しながら、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雪車で掘り
下げながら除雪していきます。今年は、３～
４月の低温により融雪が進まず残雪が多い
状況ですが、７月には観光客の方に月山を
訪れていただけるよう、急ピッチで進めてい
ます。
開通の折には、初夏の月山雪の回廊を
お楽しみください。
庄内総合支庁ニュース ６月号 （1）

なお、月山ビジターセンター～二合
目間は、昨年の豪雨災害により通行
止めとしていますが、最寄りの市道を
経由し八合目まで通行可能となりま
す。
（道路計画課）
℡ 0235－66－5617、5618

宵闇に輝く国宝「羽黒山五重塔ライトアップキャンペーン」
今年も、7月13日から10
月末までの 毎週土日祝日
及びお盆の期間に、夕方か
ら国宝羽黒山五重塔を照ら
し出すライトアップキャン
ペーンを実施します。
ライトアップ時間は午後6時から午後9
時（9月と10月はそれぞれ30分早くなり
ます。）までです。お盆の期間の夜間参
拝や、11月30日までの毎月5のつく日
は、国宝羽黒山五重塔にて限定御朱印
の授与も受けられます。
また、4月27日から11月30日までの午
前8時30分から午後4時30分までは、国
宝羽黒山五重塔の内部特別拝観、儀式
殿では秘仏公開も実施しています。

おいしくな～れ

５月１５日（水）、「つや姫」デ
ビュー１０周年記念田植えイベント
が、１０年前に「つや姫」命名ポス
ターのモデルとなった高梨是男氏

今年は新潟県・庄内エリアデスティ
ネーションキャンペーンの年。ライト
アップイベントでは、演奏等の企画も
あります。普段は見ることのできない
羽黒山五重塔の内部やその姿を、
昼・夜のそれぞれ満喫してみてはい
かがでしょうか。

（地域産業経済課観光振興室）
℡ 0235－66－5493

つや姫田植えイベント

の水田（庄内町廿六木）で開催され
ました。
吉村知事、沼澤庄内総合支庁長
をはじめ、高梨夫妻、余目第三小学
校の児童４０名、「つや姫」レディ、庄
内総合支庁職員の「チーム雪若丸」
メンバー、ＪＡ関係者等が、今年も美
味しい「つや姫」が育つことを願いな
がら田植えを行いました。
田植え終了後には、知事と余目第
三小学校児童との交流・「つや姫」誕
生会が行われました。全員で「ハッ
ピーバースディトゥーユー」を合唱した
後、児童らは「つや姫」の手巻き寿司

などを 食べ なが ら、 知事に
「自分達で植えた「つや姫」
の成長が楽しみ」など、田植えの感想
や応援メッセージを発表しました。
（農業技術普及課）
℡ 0235－64－2103

みんなで記念撮影

第３４回タキタロウまつりが開催されました！
５月２６日（日）に鶴岡市
大鳥地内にて、第３４回タキタロウまつり
が開催されました。
本会場では『魚のつかみどり』やダム
湖畔での『ボート遊び』などの体感イベ
ント、『あさひ屋台村』などの出店、各団
体の展示コーナーなど多数のイベントが
開催され、約４,０００名の方が来場され
ました。
荒沢ダムでは、タキタロウまつりの共
催として、ダム監査廊の中を見学する
“管理用トンネル探検”を企画し、県内

外から３３名の方に参加していただきま
した。完成から６３年経った荒沢ダムの
年季が入ったトンネル探検は、鍾乳洞
の中に入っていくようなドキドキ感を楽し
んでいただいたようです。
ダム湖を背景にした記念写真やダム
カード、参加賞も大変喜んでいただき、
イベントを通してダムに親しんでもらう良
い機会になったのではないでしょうか。
（荒沢ダム管理課）
℡ 0235－55－2021
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お得に空の旅はいかが？

おいしい庄内空港利用促進キャンペーン
平成３年の庄内空港開港以来、その利
用は順調に拡大し、平成30年８月に累
計搭乗者数1,000万人を達成しました。
庄内空港利用振興協議会では、「おい
しい庄内空港」の年間利用者数40万人
突破を目標に掲げ、提供座席数が多くな
る６月～８月の期間に、観光・ビジネスの
利用 者増 加に 向け たキ ャッ シ ュバ ッ ク
キャンペーンを実施します。お得な機会
に、便利で快適な空の旅を、ぜひご利用
ください。
搭乗前にメール、FAX、郵送により事前
申込みが必要です。詳しくはホームペー
ジ、PRチラシ等をご覧ください。

≪羽田乗継利用キャッシュバックキャンペーン≫
■助成要件 土曜・日曜・祝日の[庄内→羽田]で
ANA394便を利用したANA国内線
の乗継利用
■助成内容 利用１名につき5,000円をキャッシュ
バック 【事前申込先着150名】
■対象期間 令和元年6月8日（土）～ 同年8月31日（土）
【乗継】

≪中小企業応援キャッシュバックキャンペーン≫
■助成要件 中小企業者が平日の[庄内→羽田]でANA394便を利用
■助成内容 利用１名につき2,000円をキャッシュバック
【事前申込先着300名】
■対象期間 令和元年6月10日（月）～ 同年8月30日（金）

【ビジネス】

（総務課連携支援室）

℡ 0235－66－5442

第１９回飛島クリーンアップ作戦！

抜けるような青空に心地よい風が 吹く
中、５月２５日（土）酒田市飛島の荒崎海
岸を会場に第１９回飛島クリーンアップ作
戦が行われ、学生を含むボランティア、島
民、実行員会関係者等約240名が海岸
清掃活動に参加しました。

連載

飛島産

今回は冬の間に漂着した海岸ごみ
を、約２時間半でトンパック16袋、重
さにして推定1.6ｔ回収できました。清
掃活動の後は、飛島コンシェルジュ
の島内ガイドや、酒田海上保安部の
巡視船一般公開、島内散策等思い
思いの自由時間を楽しみ、帰路に就
く参加者の皆さんの表情には、「満足
感」があふれているようでした。
来年は第２０回の節目となります。
ちょこっと環境に優しく、山形県唯一
の離島「飛島」の自然を味わってみ
たい方、ぜひご参加ください。

（環境課）
℡ 0235－66－5704

「すだちアイス」 好評販売中

今回は、飛島で販売を開始した「すだちアイス」をご紹介します。
「すだちアイス」は、合同会社とびしまが島内で運営するカフェ「しまかへ」で
販売している飛島限定アイスです。大型連休中の今期オープン（４月２８日）
に合わせ販売を開始しました。
商品開発は、庄内総合支庁の「庄内産スダチ等販売促
進事業」により支援してきました。
原料は、庄内総合支庁産地研究室が飛島で試験栽培した「すだち」を使用し、合
同会社とびしまが搾汁しています。
既存の５種類の飛島限定アイス（とびうお焼き干しだしアイス、ごどいもアイス等）に
加えた新商品として、160個限定で販売しています。お客様からは「爽やかな酸味と
柑橘の香りでおいしい」と好評で、発売以降カフェの売れ筋商品となっています。
飛島でしか味わえない「すだちアイス」。飛島の青い海、青い空を眺めながら味
わってみてはいかがでしょうか。
（地域産業経済課） ℡ 0235－66－5490
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水害・土砂災害の避難情報の伝え方が変わります
内閣府において「避難勧告等に関
するガイドライン」が改定され、水害・
土砂災害に関する避難情報につい
て、５段階の警戒レベルを用いた避
難勧告等を伝達することにより、受
け手側が出された情報を理解しや
すいものとし、住民の自発的な避難
判断を支援することとなりました。
自分の命、家族の命を守るために
しっかり確認しましょう。

写真・図など
１枚

（総務課防災安全室）
℡ 0235－66－5447

お知らせ
見てね！

目指せハンター！

6月23日～29日は男女共同参画週間です

狩猟に興味のある方を対象に、下記日程で
セミナー及び講習会を開催します。
ぜひご参加ください。
■狩猟普及セミナー ６月８日（土） 10時～13時
鶴岡市羽黒町手向地区地域活動センター
（参加料無料）
■初心者向け狩猟免許講習会 ６月２２日（土）
９時～16時30分
庄内総合支庁講堂
（受講料 5,000円）

男性も女性も、ひとりひとりが夢や希望を実現し、あら
ゆる分野で活躍できる社会をつくるためには、学校教
育の各段階での学びや進路選択、キャリア教育、社会
人の学び直しなど、ライフステージに応じた多様な「学
び」の機会の充実が必要です。
「学び」を通して、多様なライフキャリアの形成と選択
ができる社会の実現を目指しましょう。

（環境課）
℡ 0235－66－5706

（子ども家庭支援課）

℡ 0235－66－5457

今年も大型クルーズ船がやってきます
今年度、庄内地域には６月
以降に外航クルーズ船が４回
寄港する予定です。
寄港にあわせて様々なイベントを開催しますので、ぜひご
来場いただき、乗船客の皆さまを一緒におもてなししません
か？
また、おいしい庄内空港には、６月６日（木）から９日（日）
に韓国からのチャーター便が就航予定で、おもてなしを行い
ます。
（地域産業経済課観光振興室） ℡ 0235－66－5493

発行元：山形県庄内総合支庁総務企画部総務課

【外航クルーズ船 寄港予定】
■6月23日（日） 11:00～20:00
ダイヤモンド・プリンセス（英）
■8月30日（金） 7:00～16:00
ダイヤモンド・プリンセス（英）
■9月16日（月・祝） 9:00～17:00
MSCスプレンディダ（パナマ）【初寄港】
■9月30日（月） 7:00～16:00
ダイヤモンド・プリンセス（英）
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