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～あの武将隊に聞いちゃった !! ～
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米沢魅力再発見の旅。

みんなであいべ !!
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KAWASHIMA NEWS

第４回 川島印刷オープンハウス開催しました! !
節電うちわPROJECT in YONEZAWA 2014

山形おきたま

特集 愛の武将隊と巡る

置賜探訪

～あの武将隊に聞いちゃった!!～

現在発掘が進められている
『舘山城跡』
は、仙台初代藩主伊達
政宗の生誕の地として近年注目されています。さらに今年の米
沢の田んぼアートは
『伊達政宗と支倉常長』
の伊達家主従。置賜
地方は伊達家とも関連のある地として知られています。その上
杉家･伊達家に縁のある武将５名が『山形おきたま愛の武将隊』
として置賜の観光ＰＲを行っております。置賜を愛する武将の
皆さまに、おすすめの置賜の史跡を紹介していただきました。

参れ!!

我らについて

上杉家廟所と菩提寺 法音寺

菩提寺 法音寺
西部
小学校

上杉家廟所は謙信公以降の歴代米沢藩主
が眠る全国屈指の墓所じゃ。すぐ傍には、
位牌を守る菩提寺「八海山 法音寺」があ
り、謙信公が崇拝した「泥足毘沙門天像」
をはじめ、貴重な文化財を数々収蔵して
おり、上杉の義の心と城下町米沢の深い
歴史に間近に触れる事が出来まする。
※山形DC協賛 法音寺宝物展
前期 Ｈ26.6.2～6.22 後期

Ｈ26.9.8～9.28

イオン

上杉家
御廟所

米沢藩初代藩主 上杉景勝 （うえすぎかげかつ）
豊臣政権の五大老の一人でもあり豊臣秀吉亡き
後、参謀の直江兼続と共に徳川家康に立ち向
かった。義を受継ぐ米沢藩初代藩主 。

八海山

法音寺
ファミリーマート 上杉神社

ここじゃ !!

春日山 林泉寺（米沢市）
仕事＆恋愛運上昇「林泉寺」。
上杉が愛した女性たちが眠り、我ら直江
夫婦も隣どうし仲良く眠る所じゃ。強き
女性として生きられ、尚且つ恋仲の二人
で参れば互いに助け合い生涯仲睦まじく
生きてゆけるであろう。其処の貴女、林
泉寺にて妻と共に待っておるぞ！

春日山 林泉寺
（米沢市）

戦国時代屈指の智将

米沢市内↑

直江山城守兼続 （なおえやましろのかみかねつぐ）
上杉謙信の義の魂を受け継ぐ上杉景勝の筆頭家
老。家康からの上洛の命に応ぜず京都豊光寺の
僧、西笑承兌に送った『直江状』が関ヶ原の戦い
のきっかけだと言われる。
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米二中

林泉寺

山大
↓至白布

女性必見 !!

資福寺跡（高畠町）
わしが幼き頃、小十郎と成実と共に学問
を学んだお寺じゃ。跡と申しても、現在
お寺は残ってはおらぬが、わしの父上 伊
達輝宗とその重臣遠藤基信などのお墓が
今も残っておる。わしの幼き頃を過ごし
た地を感じ、父上のお墓参りもしていた
だきたいと思いまする。
独眼竜／伊達家十七代目当主

資福寺跡
資福寺跡

伊達藤次郎政宗 （だてとうじろうまさむね）
伊達家17代当主仙台藩初代藩主。米沢で生ま
れ25歳までを過ごす。幼い頃、疱瘡を患い右
目を失明する。最上義光の甥でもあり、のちに
奥州の覇者となる。

↑至山形

長谷川酒店
ファミリーマート
県南
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７
↓至米沢

行くがよい!!

置賜公園･原田城址（川西町）

原田城址
（置賜公園）
至山形↑

いざ参る!!

ダリヤ園

８

伊達政宗の近習／智の景綱／笛の名手

片倉小十郎景綱（かたくらこじゅうろうかげつな）

羽前小松駅

置賜公園

原田城主の原田宗時殿は、数多の戦を共
にした某の戦友に御座りました。城跡は
現在「置賜公園ハーブガーデン」として多
くの人に、親しまれて御座りまする。歴
史に想いを馳せるも良し、香り豊かな
ハーブを堪能するも良し。是非大勢のお
客様に足をお運び頂きたく存じまする。

↓至米沢

現在の米沢成島八幡宮の神宮、片倉景重の次男
として生まれた。伊達政宗の10歳年上で政宗
の近習として育ち、後に軍師も務めた。

小野川温泉
拙者の誕生の地、立石邑近くには歴史深き
小野川温泉が御座いまする。主君 伊達政
宗公も傷を癒やしたとして知られており、
ラジウムが沢山含まれるお湯は、痛風や糖
尿病に効き目が御座いまする。さらにホタ
ルの里でもあり、幻想的な情景と温泉があ
なたの心と体を癒やしまする。

小野川温泉

伊達家家臣 慶長遣欧使節団団長

支倉常長 （はせくら つねなが）

121

山口常成の子として羽州置賜郡長井荘立石邑（山
形県米沢市立石）に生まれ、伯父支倉時正の養子
となる。慶長遣欧使節団を率いてヨーロッパまで
渡航し、ローマでは貴族に列せられた。

米沢市内→

小野川温泉

いい湯じゃ～

※取材にご協力頂きました山形おきたま愛の武将隊の方々をはじめ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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特集
かわしま通信スタッフの
わたしたちがご案内します！

山形デスティネーション
キャンペーン開催記念

米沢 魅 力 再発見の旅。
マスコットキャラクター
きてけろくん

今年は、山形県をあげての一大キャンペー
ン「山形デスティネーションキャンペーン
“山形日和。”」が開催されています。なに
やら地元・米沢でもおもしろい企画をやっ
ているということで、わたしたちかわしま
通信のスタッフが実際に出向き、楽しんで
きちゃいました！

デスティネーションキャンペーン（DC）ってなに？

DCとは、
「デスティネーションキャンペーン」の略称のこと。
JR６社と地元の観光関係者や自治体が一体となって展開する
大型観光キャンペーンです。山形には、山や海・川や田んぼ、
島や森など、懐かしい日本の夏が数多く残っています。
観光客の皆さんに、それらを体感いただけるよう、全県一丸
【開催期間】2014.6.14～9.13
となり、山形県の魅力発信に努めていきましょう！

山形デスティネーションキャンペーン

米沢エリア特別企画

米沢観るパス

期間中特別料金
（5施設合計）

※表示金額は税込となります。

1,200円
大 人

大・高校生
小・中学生

800円
500円

米沢の主要観光施設5施設（下記）をお得に見学できる共通入館券です。市内指定店舗で使えるお得なクーポン券付き！

観るパスを使って全施設まわると最大で670円もお得!!
上杉神社稽照殿 米沢市上杉博物館 上杉家廟所

宮坂考古館

酒造資料館 東光の酒蔵

実際にスタッフが使ってみました。

米沢観るパスの使い方。

1 取扱窓口で購入

観光案内所のお姉さんに優し
く対応してもらいました。

展示見学

2 観たい施設の受付に提示 3 施設内を見学
そしてスタッフは上 杉 博 物 館
へ。受付の方もいい方でした。

博物館内には貴重な資料がた
くさん！すごいすごーい！

火縄銃体験

4 余韻に浸りながら次の施設へ
歴史に触れ感動したスタッフ。お得なクー
ポンもあるし…次はどこに行こうかな♪

観るパスと一緒に使うと便利！お得に米沢を廻ろう！

お得な
情報が
他にも！

乗るパス
販売
価格

米沢路線バス
１日乗り放題券

1,000円

愛の前立て

特別展

これは
行く
しか
ない！

※一部特別に許可をいただき撮影させていただきました。

［Special Thanks ★］米沢観光物産協会様・米沢市上杉博物館様 ［各種お問い合わせ］米沢観光物産協会
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℡ 21 － 6226

山形DC編
特別 カワシマ
企画 Smile★プロジェクト
地元で頑張っている人たちの「笑顔」をお届けするこのコーナー。
今回は、山形DCを通して、地元・米沢のPRを頑張っている方々にスポットを当てました。
一般社団法人 米沢観光物産協会
事務局次長

米沢市 産業部 観光課
主任

青 木 一 成

安部太一

さん

いよいよ山形DCがスター
山形DC
トいたしました。山形DC
光の魅
のために、米沢の観光の魅
上げ、
力を洗い出し、磨き上げ、
ながら
各関係機関と協力しながら
た。皆
準備してまいりました。皆
で、米
様のご協力のおかげで、米
米沢観るパス
ス、か
沢観るパス・乗るパス、か
ス
ぜひお買い求
めくださ
ことが
ねたん号を実施することが
さい
い
す。多くの方々の熱い想いのこもった
々の熱い想いのこも
でき、嬉しく思います。多くの方々の熱い想いのこもった
沢の観光を見据え、未来につなげるた
山形DC。今後の米沢の観光を見据え、未来につなげるた
感じております。市民が一丸となって、
めの大切な時だと感じております。市民が一丸となって、
集させ、多くのお客様に米沢を好きに
大きなパワーを結集させ、多くのお客様に米沢を好きに
よう、おもてなしの心でお迎えし、山形
なっていただけるよう、おもてなしの心でお迎えし、山形
DCを成功させましょう！
米沢おすすめ
スポット

上杉博物館を含む上杉文化エリア
洛中洛外図原本展示も期間限定で行ってますよ！

上杉伯爵邸
取締役支配人

遠 藤

さん

山 形DCは、観 光 業 の
方々ばかりが関係する
わけではありません。
業種を問わず、市民の
皆さん一人ひとりが、
温かい人情とおもてな
しの心で接することが
大切です。
山形を訪れる観光客の方々が、心も体も癒され、元気
方々が、心も体も癒され、元気
になるような旅を楽しんでいただけるよう、
「笑顔」で
んでいただけるよう、
お出迎えしていきましょう。
う

米沢八湯湯めぐりスタンプラリー

米沢おすすめ
イベント

温泉旅館2施設を巡って、米沢牛をGETしよう！

白布温泉
中屋別館不動閣

勲

さん

山 形DCが つ い に 始 ま り、

遠 藤 秀 平

さん

米沢では、文化施設共通

山形県そして米沢にはた

」や路
入館券「観るパス」や路

くさんのお客様がお越し
がお越し

「乗る
線バス乗り放題の「乗る

になります。
これから大切なのは、そ
のは、そ
の多くのお客様にどれだ
にどれだ

乗るパスで市
内観光は
いかがですか
かということだと思っています。
思っています。
？
け「おもてなし」できる
できる

米沢の良い思い出をたくさん持ち帰ってもらえるよう、
出をたくさん持ち帰ってもらえるよう、
一個人として精一杯「おもてなし」させていただきま
一杯「おもてなし」させていただきま
す！
米沢おすすめ
体験スポット

きてけろくん
も
人気上昇中で
す

お客様
パス」など多くのお客様
くため
に楽しんでいただくため
のツールを準備しまし
大切な
た。しかし、より大切な
だいた
のは、お越しいただいた

白布の気持ち
いい温泉
温 に
ぜひお越
越し
しく
くだ
だ い
ださ

が真面目に向かい合い、米沢の魅力
お客様に、私たちが真面目に向かい合い、米沢の魅力
思います。
を伝えることだと思います。
「キャンペーンだから」で
ペーンをきっかけに」持続するおもて
はなく、「キャンペーンをきっかけに」持続するおもて
頑張っていきましょう！
なしをまち全体で頑張っていきましょう！

さしこ工房
「創匠庵」 門東町1-1-11
染織工房
「わくわく舘」御廟1-2-37

米沢おすすめ うこぎ・マーマレー豚ピザ・ステーキランチ
グルメ
（新梢）
（Ｋ太郎ピザ） （ステーキハウス櫻）

取材に快くご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました！
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みんなであいべ !!

in いいで

※
「あいべ」
とは…
米沢弁で
「行こう」
の意味

置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜の地で営業しておられるお店を訪ねてき
ました。今回は、
「農家レストランエルベ」さん・「香月」さんです。

本格イタリアンを楽しむなら！
地元の食材にこだわった

農家レストラン

リの
パリパ
ーマ
本格ロ
！
ァです
ピッツ

エルベ

お店のモットー

アイスクリームサービス !!

名

称

エルベ

★

農家レストラン エルベ

●コメリ

町役場
●

エネオス●
飯豊中
●

いいで旅館
●

電 話 番 号 0238-86-2828

げ つ

至米沢方面

香
香月スタッフオススメ
の一品!!
お腹にも優しいので、
お腹にも優しいので
で、
小さなお子様からご
ご年配の
の方にも
小さなお子様からご年配の方にも
おいしく召し上がっ
っていた
ただけます
おいしく召し上がっていただけます。

チーズケーキ

1,490円

カット

260円

税込

ホール

税込

飯豊の有名菓子店「香月」さんのオススメと
いったら、なんといってもチーズケーキ。テ
レビや新聞などでも取り上げられ、休みの日
になると、遠方からもその味を求めてお客様
がいらっしゃいます。口に含むと一瞬にして
広がる濃厚な味わい。素材の味を最大限に活
かした甘さ控えめの優しい一品となっていま
す。みなさんもちょっと飯豊まで足を延ばし
て、香月さんのこだわり抜いた絶品チーズケー
キをぜひご賞味ください。

至山形方面

●セーブオン

所 在 地

定 休 日 月曜日（祝日は翌日）

香月

Kawashima-Tsushin Jul.2014 Vol.30

エルベ
手作り

夜/17:00～21:00

絶品チーズケーキ

添加物を一切使わず、
最高の材料を使い、職人が 1個ずつ
心を込めて手作り

1,100円

営 業 時 間 昼/11:00～15:00

メディアも絶賛 !！こだわりの

お店のモットー

一枚

特別クーポン 「かわしま通信を見た！」とお伝えください !!

山形県西置賜郡飯豊町萩生3549-1

地産地消、
飯豊の食材を
使用したこだわりの
イタリアンが楽しめます！

こ う

マルゲリータピッツァ
税込

地産地消を活かしたメニューが豊富なレスト
ランです。店内はとても広く明るい雰囲気。
テラス席では、ワンちゃんと一緒に食事をす
ることができます！自家菜園のハーブを使っ
たピッツァとハーブティーが楽しめます。自
家製のラズベリーアイスクリームも絶品です!!
お得なセットもありますので、足を運んでみ
てはいかがでしょうか。
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菅野店長オススメ
野店長オススメ
店
の一品!!

特別クーポン 「かわしま通信を見た！」とお伝えください !!

100円OFF！
！

チーズケーキ
1ホールに付き、
名

称 香

所 在 地

月

山形県西置賜郡飯豊町椿2575
営 業 時 間 9:00～21:00

※チーズケーキは売り切れることがあ
るため、来店2時間前に電話予約く
ださい。

●コメリ

エネオス
●

香 月

★

113

定 休 日 年中無休

電 話 番 号 0238-72-3923

至南陽

いいで旅館
●

至小国

めざみの里
観光物産館
●

クーポンご利用の際は、このページをご提示ください。
クーポン有効期限：エルベ様 平成26年８月末日・香月様 平成26年9月末日

第４回 川島印刷オープンハウスを開催しました!!
2014年６月７日、第４回川島印刷オープンハウス
を開催しました。今回も、お客様一人ひとりに「もの
づくり」の楽しさを体験していただこうということで、
“印刷工程体験会”を企画し、たくさんのお客様が来
社されました。普段は見えない、印刷会社の仕事を実
際に体験していただくことで、より身近に感じていた
だけたかと思います。今後も随時オープンハウスを開
催していく予定ですので、ぜひご参加ください。

参加者の方も真剣そのもの

節電うちわPROJECT in YONEZAWA 2014
今夏も、少しでも節電に関心を持っていただき、エコ活動
の輪を広く発信していきたい！という思いから、第４回目と
なる節電うちわプロジェクトを企画しました。
今年は、山形DCが開催中ということもあり、DC開幕の６
月14日に合わせ、例年よりも約１ヵ月早くうちわを設置しま
した。設置場所は米沢駅西口構内と、今年よりご協力いただ
いた観光案内所（上杉神社内）となっております。2014年
お子様連れにも喜ばれています
９月30日まで設置を予定しておりますが、うちわがなくなり
次第終了となりますので、お早めにどうぞ！
また、節電うちわプロジェクトに合わせ、街のクリーン作戦を実施しています。初回は、
節電うちわを設置させていただいている上杉神社と米沢駅周辺にて開催。少しでもきれいに
するため、早朝からみんなでがんばりました。これからも継続して取り組みたいと思います。

▲ご協力いただいた米沢観光物産協会、米沢駅・ASKのみなさん

2014年7・8月の

7/5
7/12～13
～7/21
7/24～25
7/26
7/27

クリーン作戦の様子▲▶

主な置賜イベント情報

小野川温泉ほたるまつりイベント（米沢）
白鷹紅花まつり（白鷹）
置賜公園ハーブガーデンフェア
（川西）
熊野神社例大祭（南陽）
SNOWえっぐフェスティバル（飯豊）
第５回Y-1グルメグランプリ＆ミュージックフェスティバル2014（米沢）

7/30
8/8
8/9
8/15～16
8/15
8/24

変更になる場合がございます。確認の上お出かけください。

東北花火大会（米沢）
米沢牛肉まつり･米沢納涼水上花火大会（米沢）
長井水祭り（長井）
青竹ちょうちんまつり（高畠）
めざみ祭り 真夏の雪まつり（飯豊）
おぐに夏まつり もちひとまつり大花火大会（小国）
Kawashima-Tsushin Jul.2014 Vol.30
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今いる場所から、食べたいものへ

最速ナビ！
！
食べたい時に食べたいお店にすぐ行ける！
現在地
山 形 県 米 沢 市 大 字 花 沢 2 2-2 2
カテゴリー
ラーメン

検索結果

101 件

1 km 以内 （９店舗）

76

32

米沢牛

❶ジャンルで選ぶ

食べたい物で検索が
出来るから迷わない！

米沢牛

ラーメン

ラーメンは な ざ わ

お店まで約160m

ふくふく亭

お店まで約250m

よ ねっこラーメン

お店まで約380m

1 ～ 5 km（45 店舗）

❷お店を選ぶ
5 ～ 10 km（17 店舗）

お店が一覧表示だから
迷わない！
10 km 以上（30 店舗）

❸ナビ開始！

ナビと連動で案内して
くれるから迷わない！

よねざわグルメナビは、
G P S 機 能を利 用可能 な
スマートフォン、タブレッ
ト等からご利用いただけ
ます。PCやG PS 機 能の
ない携帯電話からはご利
用できません。

そば・うどん

http:// 米沢グルメ .jp
和 食

飲み処

洋 食

カフェ・スイー
ツ

店 舗 名で 検 索

中華 料理・他

ファストフード
・他

http://kawa-prt.com
〒992-0021 山形県米沢市大字花沢221-2
TEL.0238-21-5511 FAX.0238-21-5514
営業時間／8:30～17:15

編集
後記

おかげさまでかわしま通信は、７月で第30号を迎えました ！！最近は「かわしま通
信見たよ」と言われることも増えてきました。少しでも「へぇ～こんなところあるんだ」
とか「今度の休みはここに行ってみよう！」と思っていただければ、これほど編集スタッ
フ冥利に尽きることはありません。これからもぜひご愛読よろしくお願いいたします！
（佐藤）

表紙写真

【紫陽花】梅雨時期の代表的な花。赤や青に変化する花色は、梅雨時の雨に濡れその鮮やかさが増しま
す。美しい日本の四季を彩る花です。

編集：【社外報・PR委員会】
佐藤 康徳、大淵
藍、渡部 成年、鈴木貴美子、澤村
菊地 美香、植野 浩二、菅野深由希、梅津 泰之、加藤

優子
秀明
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