村山地域教育旅行プログラム

山寺観光協会
2022年4月1日時点

山寺の観光をグローバルな視点から学ぶ

英語のガイドと歩く「やまでら」
日本文化を英語と日本語で学びながら、自分たちの住む地域の良さを伝えられる視点を学ぶ。
山寺にある自然・歴史・文化を中心に英語と日本語によるガイドの案内。

写真①

●参加可能人数：最小5名、最大15名まで
●料金：小・中・高・引率者・写真屋・添乗員 1人につき2,000円（保険料含む）、入山料等別途
必要 ※料金については、別途相談可
【参考】入山料
（通常：大人300円、中人（中学生）200円、小人（4歳以上100円））
（団体（30名以上）：大人240円、中人（中学生）160円、小人（4歳以上100円））
●実施日／実施期間：5月9日（月）～11月20（日）（8月13日～17日は除く）
●営業時間：完全予約制 8：30～15：00（不定休、季節により終了時間が変わります。）
●所要時間：約2時間
●場所（住所）：根本中堂前広場
●交通案内：山形道（山形北IC・山形蔵王IC）より約20分、JR山寺駅より徒歩10分
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：あり（1グループに1名）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（近隣施設及び有料駐車場）
●期待される学習効果：
（事前学習）山寺について歴史を学ぶ
（現地学習）山寺のストーリーをガイドから、英語と日本語で学ぶ。 外国の文化や背景の違うところの
話し方等を学ぶ。
（事後学習）自分の地域の良さについて、人に伝える考え方を学ぶ
●補足説明
小学生の高学年から、高校生まで年代別に説明が出来ます。
日本人に対しても、あえて、英語でガイドすることにより、楽しみながら英語学習ができます。
●感染対策 体験前に体調管理（検温）、施設内各所に消毒液を設置、体験時は密にならないよう
配慮、マスク必着
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
ホームページ：https://www.yamaderakankou.com/
山寺観光協会

（毎水曜日及びお盆、年末年始休み）

山形県山形市大字山寺4495-15

四季を通じて、山寺の歴史や文化を学ぶだけでなく、外国の方に伝える方法やワードを学ぶ
ことが出来ます。これからグローバルを目指す日本人として必要なことを学べます。
やまがた広域観光協議会

☎ 023-695-2816 📠 023-695-2810
4月～11月（9:30~16:00） 12月～3月（10:00~15:00）
≪予約申込方法≫

必要（山寺観光協会HP、電話、FAX (ご利用日の7日前まで申込み））
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村山地域教育旅行プログラム

蔵王ロープウェイ
2022年4月1日時点

世界でもあまり類をみない“氷”と“雪”の芸術品

大自然の脅威を体感する「樹氷観賞」
蔵王連峰の特殊な気象条件と植生が造り出す、世界でもあまり類のみない氷と雪の芸術品「樹氷」スノーモンスター
とも呼ばれている「蔵王の樹氷」を観賞、大自然の驚異を体感すると共に地球温暖化など身近にある環境問題を考えます。
●参加可能人数：最小1名、最大200名まで
●料金：ロープウェイ料金(地蔵山頂駅まで往復)：小学生以下1,500円、中学生以上3,000円（税込み）
学生団体割引 15人以上15%、50人以上20%
●実施日／実施期間：１２月下旬から３月上旬
●営業時間：樹氷高原駅（山麓線）8:30～17:00
地蔵山頂駅（山頂線）8:45～16:45 ※ライトアップ時は21:00まで
年中無休、ただし天候等により運休の場合あり
●所要時間：約１時間３０分から２時間
●場所（住所）：山形市蔵王温泉229-3
●交通案内：山形駅からバス約４０分、山形空港からバス約１時間、仙台空港からバス約２時間
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：可能（インストラクター別途相談）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり
●期待される学習効果：
（事前学習）樹氷とは何か、蔵王で樹氷ができるメカニズムを学ぶとともに、蔵王の樹氷が直面している
環境問題について学ぶ。
（現地学習）樹氷を自分の目で見て、樹氷の魅力を体感する。
（事後学習）身近にある環境問題（地球温暖化、環境保護など）を考えるきっかけとし、それに対して
自分ができることを考える。
●補足説明
・悪天候等により、ロープウェイの運行を中止したり、気温の上昇で樹氷が崩れたりして観賞ができない場合があます。
・樹氷観賞が可能な山頂付近の気温は、マイナス10℃前後と大変冷え込みます。また、昼夜を問わず風が強い恐
れもあります。防寒対策を各自しっかりしてください。
●感染対策
ゴンドラ内の換気/消毒、駅舎内への消毒液設置、マスク着用、発熱のある方の来場見送り

観賞方法は「蔵王ロープウェイ」の山麓線と山頂線の2線を乗り継いで樹氷ができる地蔵
山頂駅へ。スキーやスノーボードをしなくても乗車可能です。樹氷シーズンには「樹氷ライト
アップ」が開催され、ライトアップされた樹氷を楽しむこともできます。昼夜含めて樹氷群が
織りなす壮大な風景を、ぜひご自身の目と肌でご堪能ください。
やまがた広域観光協議会

≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: http://zaoropeway.co.jp/
【蔵王ロープウェイ株式会社】

9:00～17:00

☎ 023-694-9518 📠 023-694-9143
≪予約（申込）方法≫
必要
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村山地域教育旅行プログラム

蔵王温泉スキー場
2022年4月1日時点

世界に誇る樹氷の造形美と、蔵王連峰を見渡す絶景の大パノラマ

蔵王スキー場でのスキーレッスン
世界に誇る樹氷の造形美と、蔵王連峰を見渡す絶景、抜群の雪質と変化に富んだゲレンデコースのある
蔵王温泉スキー場において、現地インストラクターの指導によりスキー、スノボー、各自のレベルに合せて丁寧にレクチャーします。
●参加可能人数：最小1名、最大200名まで
●料金：
小・中・高／インストラクター1人（※）につき2時間20,000円（税込）、4時間27,000円（税込）（団体割引は別途相談可）
（※）1グループ（8名～10名）につき1人、但しスノボーの場合、1グループあたりの人数が若干少なくなります。
・スキー３点セット（板、ストック、スキー靴）4,300円（税込）、スキーウエア（上下）4,000円 （税込）で貸出し可（団体割引は別途相談可、
別調達可）※帽子、手袋は持参

●実施日／実施期間：１２月下旬から３月下旬 （2022年度シーズンは2022/12/17～2023/3/31予定）
●営業時間：毎日（土日祝含む）9：00～17：00
●所要時間：１単位につき約２時間（午前10:00～12:00／午後 13:30～15:30 ）※１単位から可
●場所（住所）：蔵王ベースセンタージュピア（山形市蔵王温泉上の台18）
●交通案内：山形駅からバス約４０分、山形空港からバス約１時間、仙台空港からバス約２時間
●体験メニュー：あり（スキー・スノボーにおいて）
●ガイド有無：あり（インストラクター）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり
●期待される学習効果：
（事前学習）山形での冬季スポーツのスキー、スノボーの楽しみについて知る。
（現地学習）現地インストラクターより、各自のレベルにあったレッスンを受ける。
（事後学習）身についたスキー技術等を、今後の自分に活かす。またその楽しみを次の世代に伝えていく。
山形の地域資源に有効活用について考えていく。
●補足説明
・昼食は「蔵王ベースセンタージュピア」が利用できます。
・悪天候等により、レッスンをお受けできない場合があります。
・講習中に発生した事故、病気、怪我等につきましては、原則自己責任となります。
●感染対策
消毒液を設置、マスク必着、その他蔵王温泉スキー場の感染対策に準じる
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

教程に沿った無難で平均的な指導よりも、教師の個性や「色」を活かした楽しくわかりやす
い指導を心がけています。その為、決して万人受けしないような特化型の指導もあります
が、これも当校の魅力だと自負しています。半世紀以上受け継がれてきた知識と経験を持
つ蔵王スキー学校に是非ご来校ください。
やまがた広域観光協議会

URL: http://www.jupeer-zao.com/jupeer/
【蔵王温泉観光株式会社内 蔵王スキー学校

（蔵王ベースセンタージュピア内）】

9:00～17:00

☎ 023-694-9417 📠 023-694-9416
≪予約（申込）方法≫
必要
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村山地域教育旅行プログラム

大石田町
2022年4月1日時点

腕自慢のそば屋が力を合わせてつくる、そばの里「大石田そば街道」

熟練の技が光る「そば打ち体験教室」
伝統の手打ちそばを体験できます。山々と最上川に抱かれた大石田町で気候風土に育まれた「そば」を粉から麺になるまで体験できます。最
後は自分達で打ったそばの味を楽しめます。
●参加可能人数：最小5名 最大30名程度（要相談）
●料金：一般1,900円、小学生1,500円
●実施日／実施期間：通年
●営業時間：8：00～21：00 定休日：毎月第４火曜日（祝日の場合その翌日）
●所要時間：約2時間（10：00～12：00）
●場所（住所）：山形県北村山郡大石田町大字豊田884-1
●交通案内：国道１３号線村山市土生田交差点を北西「大石田方面」へ道なり４㎞先左手
●体験メニュー：あり（手打ちそば）

「こね」の様子

●ガイド有無：あり（人数に応じて）

●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（6台程度）

「のし」の様子

●期待される学習効果：
（事前学習）地域に根差した文化を学ぶ。
気候風土によりおいしく育つ作物がある事を学ぶ。
（現地学習）美味いそばにするための工夫や技を体験し、おもてなしの心を学ぶ。
地域に根差した在来種が存在することを学ぶ。（来迎寺在来）
（事後学習）地産地消など、それぞれが持つ強みを生かしたまちづくりがある事を学ぶ。
●補足説明 ・指導は地元で長年そば打ちしている名人達があたります。一般的につなぎを使わないそば打ちは難
しいと言われますが、経験豊富な名人の指導で必ず美味しい十割そばになります。自分自身で打ったそばの味は
格別です。使用するそば粉は地元産の在来種「来迎寺在来」です。日帰り温泉施設も利用可能です。
●感染対策
施設内各所に消毒液を設置、使用前に器具の消毒、施設内の定期的なアルコール消毒

「切り」の様子

そば処として「大石田そば街道」を擁する大石田町。この地域の伝統として客人のもてなし
として手打ちそばを振る舞う文化がありました。そば振る舞いの文化を受け継いだ指導員
が懇切丁寧に指導しますので、初めての方でも必ずおいしく食べられるそばを楽しめます。
やまがた広域観光協議会

≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://attamariland-fukabori.co.jp/event/?id=experience

【あったまりランド深堀（(株)大石田町地域振興公社） 】

08:00～21:00
☎ 0237-35-5055 📠 0237-35-5355
≪予約（申込）方法≫
必要（事前問い合わせが必要）
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村山地域教育旅行プログラム

大江町

地域の自然を保全し、自然を再生していく

2022年4月1日時点

日本の原風景「里地里山」から考える生物多様性
と持続可能なまちづくり
当館はエコツーリズムによる地域振興と自然環境の保全を目的とした施設です。手つかずの大自然ではなく人の暮らしが
育んだ「里地里山」にフォーカスした体験プログラムを提供しています。
●参加可能人数：最小10名 最大60名まで
●料金：小～中学生1名：2200円（税込）、高校生以上：3200円（税込） ※9名以下は割増
事前事後の出前講座（希望する場合）：1回2時間程度 20,000円＋交通費
事前事後のオンライン講座（希望する場合）：1回1時間程度10,000円
●実施日／実施期間：5～10月
●営業時間： 9:00～16:00 水曜休館
●所要時間：約4時間程度（調整可能）
●集合・解散場所：山形県西村山郡大江町柳川959-1
●交通案内：山形自動車道「寒河江スマートIC」から約20㎞または、「寒河江IC」より約23㎞
●体験メニュー：あり（水田環境の生物多様性と保全を考える）
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり
●期待される学習効果：
（事前学習）山形と学校周辺の自然環境や産業の違いをリサーチする。
（現地学習）事前の座学；事前学習の確認、調査の予測など
フィールドワーク；動植物の野外調査を体験
室内作業；サンプルの観察、種類を調べ、表にまとめる
調査結果の考察、やまさぁーべ流のSDGs解説、事後学習に向けてのまとめ
（事後学習）生物多様性をテーマにSDGsを考えたとき、自分たちのあるべき姿、自分たちにできることを考え、行動を起こす。

●補足説明
➢座学：事前学習の確認と、調査の趣旨や方法を説明（30分）
➢現地調査：水生生物や野草などのサンプルを採集（90分）
➢同定作業：サンプルの種類を調べ、数を記録。ワークシートにまとめる（60分）
➢まとめ：指標性のある生物から、その環境の特徴を考える。また水田環境に依存する生物が抱える課題（歴史的背景も踏ま
え）、保全方法や学校での発展的な学習についてディスカッションする。（40分）

●感染対策

検温・消毒の実施、室内での換気とソーシャルディスタンス
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://www.yamasa-abe.com/

「生物の生息空間＝ビオトープ」を整備することを目的に米作りを行っている水田とその周
辺で動植物の調査を体験します。事前事後学習で出張講師や（当館より車で概ね2時
間以内のエリア）、オンラインによる現地案内も可能です。
やまがた広域観光協議会

【大江町山里交流やまさぁーべ】

9:00～16:00（水曜休館）

☎ 0237-64-2507 📧 yamasa.abe@gmail.com
≪予約（申込）方法≫
必要（電話またはWEBページ予約フォームより）
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大江町
2022年4月1日時点

川の中を1km歩く大冒険！泳いだり、流されたり、飛び込んだり！

川を歩いて泳いで飛び込んで リバートレッキング
当館はエコツーリズムによる地域振興と自然環境の保全を目的とした施設です。手つかずの大自然ではなく人の暮らしが
育んだ「里地里山」にフォーカスした体験プログラムを提供しています。
●参加可能人数：最小10名 最大50名まで
●料金：小～中学生1名：2600円（税込）、高校生以上：3100円（税込） ※9名以下は割増
●実施日／実施期間： 6、7、9、10月 ※8月はアブの発生により催行不可
●営業時間： 9:00～16:00 水曜休館
●所要時間：約2時間程度（調整可能）
●集合・解散場所：山形県西村山郡大江町柳川959-1
●交通案内：山形自動車道「寒河江スマートIC」から約20㎞または、「寒河江IC」より約23㎞
●体験メニュー：あり（川を歩いて泳いで飛び込んで リバートレッキング）
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり
●期待される学習効果：
（事前学習）川の上流、中流、下流の自然環境について基本的なことを学ぶ
川の水は冷たいだろうか？生き物はいるだろうか？予想をしてくる
（現地学習）ガイドの案内の元、体験を楽しむ
（事後学習）学校周辺の川との比較。
豊かな川とはどんな川？守っていくためにできることは？
●補足説明
・ライフジャケット、ウェットスーツ、ブーツなどを貸し出します。水着やTシャツなど、スーツの下に着る服をご準備ください。
・川の増水時はコース短縮、または中止（代替プログラム応相談）
●感染対策
検温・消毒の実施、室内での換気とソーシャルディスタンス
※体験中は距離を取ってマスクを外します。
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://www.yamasa-abe.com/

ウェットスーツやライフジャケットなど本格的な装備をして、ゴロゴロした石を踏みながら川の
中を1kmほど歩きます。時には川を泳いで渡ったり、飛び込んだり・・・冒険的なプログラム。
本や映像では決して得ることができない、全身を使った学びをすることができます。
やまがた広域観光協議会

【大江町山里交流やまさぁーべ】

9:00～16:00（水曜休館）

☎ 0237-64-2507 📧 yamasa.abe@gmail.com
≪予約（申込）方法≫
必要（電話またはWEBページ予約フォームより）
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村山地域教育旅行プログラム

大江町
2022年4月1日時点

この地での暮らしに触れ、文化の礎を垣間見る

大江町立歴史民俗資料館
京や大阪とも取引きを行った大問屋であり、旧小清(こせい)村の名主として寛文年間（1600年代）から知られる
斎藤家の母屋と土蔵を移築したもので、町の文化財に指定されています。
●参加可能人数：最小2名 最大20名（ガイド1名につき）まで
●料金：大人１００円 学生５０円 小人３０円（団体割引有り/２０名以上で半額）
●実施日／実施期間：通年
●営業時間：９：００～１７：００、休館日第２・４火曜日・年末年始
●所要時間：30分～1時間
●集合・解散場所：山形県西村山郡大江町大字本郷丁３７３−１
●交通案内：東北自動車道 山形自動車道 寒河江SA 国道287・458
●体験メニュー：あり（まち歩き）
●ガイド有無：あり（担当職員ガイドの場合には無料、観光ガイド事前予約の場合は半日２，０００円）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（5台程度/要相談）
●期待される学習効果：
（事前学習）大江町の歴史についてパンフレットなどで学ぶ
（現地学習）上方文化との物流（舟運）による発展と地元特産品の栄華を学ぶ
大江町の特産品青苧(あおそ)について、最上川舟運の歴史について学ぶ
（事後学習）地域の最上川舟運との関わり
舟運によって成立していた物流と現在の物流の違い
●補足説明 平成21年から歴史民俗資料館で青苧御膳の提供を始めました。真麻うどんや青苧の茎の炒め煮、
青苧もち、青苧ゼリーなど、青苧を使ったメニューの他、地物野菜を使った季節料理を、旧家に伝わる漆塗りの調度
品で召し上がっていただけます。
●感染対策
マスク着用、手指消毒、検温
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

地域の特産品青苧（あおそ）は「からむし」とも呼ばれ、夏物衣料の最高級品として庶民
ではなかなか手が出ないものでした。山形の青苧は「最上苧（もがみそ）」として高品質
で、高値で取引され、青苧の売買で財を成した商人 斎藤氏の自宅は、現在その主屋を
左沢に近い場所へ移築され、歴史民俗資料館となっています。
やまがた広域観光協議会

URL: https://oekanko.jp/rekishiminzoku/
【大江町教育文化課】

8:30～17:00

☎ 0237-62-3666 📠 0237-62-3667
≪予約（申込）方法≫
完全予約制（10名以上/青苧復活夢見隊)
https://aosofukkatsu.com/index.html
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村山地域教育旅行プログラム

大江町
2022年4月1日時点

陸の交通機関が発達していなかったころの主要な輸送手段

江戸や上方、流通によって発展した文化「最上川舟運文化」を巡る
大江町の最上川舟運の歴史と水害について、まちを散策しながら学びます。
●参加可能人数：最小2名 最大20名（ガイド1名につき）まで
●料金：ガイド１名につき、半日２，０００円
●実施日／実施期間：４月～１１月（冬期は要相談）
●営業時間：要相談
●所要時間：約2時間
●集合・解散場所：山形県西村山郡大江町大字左沢306 町民ふれあい会館
●交通案内：東北自動車道 山形自動車道 寒河江SA 国道287・458
●体験メニュー：あり（まち歩き）
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（4台程度）
●期待される学習効果：
（事前学習）大江町と最上川の歴史についてパンフレットなどで学ぶ
（現地学習）水害発生現場を見学し災害について学ぶ
地元ガイドとのふれあい
重要文化的景観に選定された「左沢(あてらざわ)」の町並みと舟運による上方文化との交流を学ぶ
（事後学習）地域の防災について大江町と比較
最上川の歴史と舟運文化の関わり
●補足説明 <行程・例>
9：50 国指定史跡 左沢楯山城史跡公園（日本一公園）散策 バス
10：20 交流ステーション 大江の秋まつり展示ホール 徒歩
10：40 旧最上橋 令和2年7月28日発生洪水水害の現地を見る 徒歩
11：05 左沢藩の城下町 原町・横町・内町通り 徒歩
11：35 かつての庄内～長井街道 御免町通り 徒歩
11：45 庄内松山藩代官所跡(ふれあい会館) 終了12：00

●感染対策 マスク着用、手指消毒、検温
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://oe-manabi.jp/

かつて交通の要所として船着場の町で栄えた大江町“左沢”(あてらざわ)は、今なおその
昔の面影が点在しています。昔話から当時を紐解いてみると、最上川の重要性がわかって
きます。
やまがた広域観光協議会

【大江町観光物産協会】

8:30～17:00

☎ 0237-62-2139 📠 0237-62-4736
≪予約（申込）方法≫
必要（事前問い合わせが必要）
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村山地域教育旅行プログラム

朝日町
2022年4月1日時点

日本三大急流で山形県を代表する川でエキサイティングラフティング

激流あり、ゆったりありの「最上川ラフティング」
日本三大急流の最上川の自然を満喫しながら、時には急流でのスリルを味わい、自然の川を仲間と協力して目標を
達成することを学びます。各ボートにはガイドが同乗、皆様をしっかりサポート、操船しながらゴールを目指します。

写真①

●参加可能人数：最小10名 最大人数 30名
●料金：教育旅行等エージェント様向け卸料金（税込み）：【温泉券付帯無し】５８００円／人 【温泉券付
帯有り】６０００円／人
●実施日／実施期間：4月下旬～10月末（教育旅行は5月下旬～7月、9月～10月の土日祝以外）
●営業時間：受付時間：8:00～17:00（不定休、冬期期間を除く）
●所要時間：約３時間（集合場所から河川までの移動・事前説明・着替えを含みます）
●場所（住所）：山形県西村山郡朝日町送橋461（旧送橋小学校）
●交通案内：県道１８号線から県道143号線「白鷹」方面へ曲がり、１００ｍほど進み、左手側
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：あり（ボート1つに対し1名）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：なし（別途相談）
●期待される学習効果：
（事前学習）最上川の自然を学ぶ。
最上川の舟運、北前船、山形県の農産品などをキーワードに歴史や文化を学ぶ。
（現地学習）最上川の自然を体感する。
舟を操作する過程で仲間と協力して目標を達成することを学ぶ。
（事後学習）川に親しみながら最上川の水質をきっかけに環境問題について考える。
最上川流域の森について考える
●補足説明
・ラフティングに必要な専門装備は（ウエットスーツ等）は、全てレンタルします。※水着、タオル等は持参願います。
・小学５年生以上、身長１３０センチ以上の健康な方が対象となります。
・１８歳未満の方のご参加にあたっては、保護者の同意が必要です。
・ツアー中撮影した写真データを無料で差し上げます。
●感染対策 施設内に消毒液を設置、スタッフの検温、館内・車内でのマスク着用、乗船前検温

朝日連峰や月山を望む風光明媚な景色を満喫できるほか、春の雪解けや雨後の増水で
水位の高い時期はエキサイティングラフティング、夏～秋の晴れが続く日はガイドのアレンジ
でエンジョイラフティングと季節や水量によって楽しみ方が変わります！西村山郡朝日町の
ベースに集合・解散となり、仙台市・福島市など近県のアクセスも良好です。事前説明など
丁寧に行いますので、初めてラフティングにチャレンジする方にもおすすめです。
やまがた広域観光協議会

≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://www.rusticaoutdoor.com/
【RUSTICA【ラスティカ】】 8:00～17:00（不定休）
📱 080-8219-6119 📠 0237-84-0189
📧 oguni@rusticaoutdoor.com
≪予約（申込）方法≫
必要（電話にて事前予約必要）
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村山地域教育旅行プログラム

朝日町
2022年4月1日時点

大朝日岳山麓の大自然を学び・楽しめる

Asahi自然観スノーパーク
日本百名山のひとつで朝日連峰の主峰となる大朝日岳の麓に広がるスキー場・ホテル・コテージ。
初めてゲレンデを利用する方からファミリーや上級者まで楽しめるように、5つのゲレンデと4基のペアリフトでレイアウト。
●参加可能人数：最小8名 最大人数ホテル 57名、コテージ118名
●料金：

写真①

ホテル（1泊2食付）
小・中・高・大人:8,200円～、引率者:8,200円～、写真屋:5,200円～、添乗員・ドライバー:5,200円～
コテージ（1棟あたり素泊り）
Sタイプ（定員10名）23,000円～、Aタイプ（定員6名）14,000円～、Bタイプ（定員4名）9,500円～
※冬季（12月～3月）は別途暖房料がかかります。Sタイプ：5,000円、Aタイプ：3,000円、Bタイプ：2,000円
※その他体験は別途料金がかかります。

●実施日／実施期間：12月中旬から3月初旬
●営業時間：受付時間：9時～18時、年中無休
●所要時間：（スキーのみの場合）日帰り～
●場所（住所）：山形県西村山郡朝日町白倉745-1
●交通案内：寒河江ICより48分
●体験メニュー：あり（スキー教室）
●ガイド有無：可能（有料）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（8台程度）
●期待される学習効果：
（事前学習）朝日連峰山麓の自然
（現地学習）朝日連峰山麓の自然を体感・スキーにより体の使い方を学ぶ
（事後学習）自然環境、温暖化などについて考える
●補足説明
・ホテルはスキー場併設、コテージはスキー場連絡道内にあります。
・団体スキー教室は平日のみ対応可能となります。
●感染対策 ガイドラインに基づく
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

雪は天然雪100%、朝日連峰を背にしていることで豊富な降雪量があり、モフモフのパウ
ダースノーを体験できる雪の楽園です。ロケーションも抜群で白銀に染まる木々や自然豊
かな周囲の山々をはじめ、蔵王連峰まで見渡すことができますので、景色も楽しむことが
出来ます。
やまがた広域観光協議会

URL: http://www.shizenkan.jp/
【Asahi自然観】 平日9:00～17:00（年末年始除く）
☎ 0237-83-7111 📠 0237-83-7112
≪予約（申込）方法≫
必要（電話にて事前打ち合わせが必要）
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村山地域教育旅行プログラム

朝日町
2022年4月1日時点

大朝日岳山麓の大自然を学び・楽しめる

Asahi自然観
ブナ、ミズナラなどの自然林や、ニホンカモシカなどが生息する自然資源に恵まれた朝日町白倉地域にて、自然と人間の
共生をテーマに自然豊かな朝日連峰山麓での四季折々を感じながらホテル、またはコテージに宿泊。
●参加可能人数：最小8名 最大人数ホテル 57名、コテージ118名
●料金：

写真①

ホテル（1泊2食付）
小・中・高・大人:8,200円～、引率者:8,200円～、写真屋:5,200円～、添乗員・ドライバー:5,200円～
コテージ（1棟あたり素泊り）
Sタイプ（定員10名）23,000円～、Aタイプ（定員6名）14,000円～、Bタイプ（定員4名）9,500円～
※冬季（12月～3月）は別途暖房料がかかります。Sタイプ：5,000円、Aタイプ：3,000円、Bタイプ：2,000円
※その他体験は別途料金がかかります。

●実施日／実施期間：ホテル／コテージ：オールシーズン、コテージBBQ：5月頃～10月頃
●営業時間：受付時間：9時～18時、年中無休
●所要時間：1泊2日～
●場所（住所）：山形県西村山郡朝日町白倉745-1
●交通案内：寒河江ICより48分
●体験メニュー：あり（星空観察、ツリーイング、ソーセージ作り、蜜蝋キャンドル作り、ブナの森探索、スキー、スノーシュートレッキング）
●ガイド有無：可能（有料）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（10台以上/冬季は8台まで）
●期待される学習効果：
（事前学習）朝日連峰山麓の自然、空気の大切さを学ぶ
（現地学習）朝日連峰山麓の自然を体感
（事後学習）森林環境、野生動物の生態、空気環境（大気汚染など）について考える
●補足説明
体験メニューは地域ガイドに依頼となる為、日程、人数などにより要相談となります。
【5月頃～10月頃】星空観察、ツリーイング、ブナの森探索、キャンプファイヤー
【冬季】スキー（1月～3月始め）、スノーシュートレッキング（2月半ば～3月）
●感染対策 ガイドラインに基づく
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: http://www.shizenkan.jp/

西蔵王を望み、自然豊かな敷地では春は鮮やかな新緑、夏はバーベキュー、秋は美しい
紅葉、そして冬は豊富な天然雪100％のスキー場と四季に多彩な楽しみ方があります。

【Asahi自然観】 平日9:00～17:00（年末年始除く）
☎ 0237-83-7111 📠 0237-83-7112
≪予約（申込）方法≫
必要（電話にて事前打ち合わせが必要）

やまがた広域観光協議会
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村山地域教育旅行プログラム

西川町
2022年4月1日時点

大井沢の厳しい自然環境から生まれたモノづくりの技を伝承する工房

西川町自然と匠の伝承館
「西川町自然と匠の伝承館」は、豪雪地帯で有名な西川町『大井沢』の、風土と素材により生み出される、
さまざまな「ものづくり工房」です 。

写真①

●参加可能人数：最小1名 最大30名まで（体験メニューによる）
●料金：入館料大人200円、小人100円、団体(20名以上)は50円引き。
体験料は1,000円～(体験メニューによる)
●実施日／実施期間：4月～11月 9:00～16:00、12月～3月 10:00～16:00
●営業時間：4月～11月 9:00～16:00、12月～3月 10:00～16:00
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日。年末年始12/29～1/3）
●所要時間：約2時間程度
●場所（住所）：山形県西村山郡西川町大字大井沢4110
●交通案内：山形自動車道 月山ICから約15分
●体験メニュー：あり（①月山和紙漉き ②月山めのうアクセサリー制作 ③土鈴絵付け ④草木染 ⑤はた織り
⑥伝統水引折方 ⑦こけしの絵付け ⑧ビニール草履 ⑨月山和紙のぼんぼりづくり ⑩工芸ミニ体験）

●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（4台まで）
●期待される学習効果：

（事前学習）西川町大井沢の自然を学びます。
（現地学習）地域の素材を生かしたものづくりや、この土地ならではの暮らしの知恵を体験し、
創る・育てる喜びを味わいます。
（事後学習）環境保全や自然保護、森づくり、地域づくりなどの行動を促します。
●感染対策 施設内の各所に手指消毒用に消毒液を設置、入管前検温
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

地域の素材を生かしながら生成される様々な“ものづくり”の工房。見学のほか、個人～
団体まで各体験ごとに巧人が丁寧に指導してくれて楽しめる施設です。材料には、植物や
鉱物はもちろん、自然と対峙することで培われた「ものづくり魂」も材料のひとつになります。

URL: http://oohaku.town.nishikawa.yamagata.jp/
【西川町自然と匠の伝承館】
☎ 0237-76-2112 📠 0237-76-2115
≪予約（申込）方法≫
必要（1週間前までに）

やまがた広域観光協議会
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村山地域教育旅行プログラム

西川町
2022年4月1日時点

手付かずの自然が今も多く残されている、国内でも数少ない貴重な場所

自然環境から自然を学ぶ「ブナの森トレッキング」
月山山麓に広がる広大なブナの森の中にある山形県立自然博物園。ブナ林を中心とした豊かな自然環境のもとで、
自然にふれあいながら“自然のしくみ”や“自然と人間のかかわりあい”を学びながら散策を楽しむことができます。
●参加可能人数：最小1名 最大30名まで（団体100名まで）
●料金：ガイド費 無料（個人、団体ともに）
●実施日／実施期間：5月1日～10月31日

写真①

●営業時間：午前9時～午後5時/休館日 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
＜定期無料案内＞9時30分～12時／13時30分～16時
●所要時間：約2時間程度
●場所（住所）：山形県西村山郡西川町大字志津字姥ヶ岳159
●交通案内：山形自動車道月山I・Ｃから約10分
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：あり（専属インタープリター）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（6台まで）
●期待される学習効果：
（事前学習）月山の自然について学びます。
（現地学習）自然にふれあいながら“自然のしくみ”や“自然と人間のかかわりあい”などを学びます。
（事後学習）月山の雪がもらす恵みについて考えます
●補足説明 ○個人の場合…当日受付可
○団体(10名以上）の場合…1週間前まで要予約
※ネットでも申込可
●感染対策
施設内の各所に手指消毒用に消毒液を設置、トレッキング体験前に体調管理の確認
少人数対応（ 10名程度）、ガイドはマスク着用の上、除菌用アルコールスプレーを持参

園内は、ネイチャーセンターを中心として、野外遊歩道沿いに自然観察のための各種広場、
体験ゾーン、展望台、野鳥観察小屋などがあり、来園者のニーズに応じて利用できます。
また、午前及び午後の無料案内サービス体制が整備されています。

≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: http://gassan-bunarin.jp
【山形県立自然博物園】
☎ 0237-75-2010 📧 bunarin@atlas.plala.or.jp
≪予約（申込）方法≫
必要（団体申込は1週間前までに）

やまがた広域観光協議会
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村山地域教育旅行プログラム

西川町
2022年4月1日時点

積雪深日本一！9ヶ月間の長い期間”雪“と触れあえる

月山スノーランド
月山山麓弓張平高原に整備された「月山スノーランド」。スノーモービルで牽引するバナナボートや箱ソリ、
雪上車クルーズなど多彩なアクティビティーを楽しむことができます。冬の楽しさを満喫できる雪遊びの楽園です。

写真①

●参加可能人数：最小1名 最大60名/半日 最大120名/1日
●料金：入場料 【予約】500円
体験チケット（入場料込み）
【予約】個人（半日料金）大人2,500円 小学生2,000円
【予約】団体[30人以上] （半日料金）2,000円 小学生1,500円 未就学児無料
●実施日／実施期間：土、日、祝日（30人以上の団体の場合、平日も可）
●営業時間：午前の部10:00～12:00（受付9:30）、午後の部13:00～15:00（受付12:30）
●所要時間：約2時間程度
●場所（住所）：山形県西村山郡西川町大字志津172-3
●交通案内：山形自動車道 月山ICから約10分
●体験メニュー：あり（チュービング、フリーライド、バナナボード、雪上車クルーズ）
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（2台まで）

●期待される学習効果：
（事前学習）「日本一の月山雪国宣言」について学びます。
（現地学習）多様なスノーアクテイビティーを体験します。
（事後学習）月山の雪がもらす恵みについて考えます。
●感染対策
受付場所及び休憩所・雪上車内に消毒液を設置、スタッフはマスク着用・除菌徹底、密を避ける野外活動
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

１００ｍと１５０ｍのチュービングコースやバナナボードなど様々な雪遊びが体験できる
施設です。当日の参加申し込みも可能ですが、前日までにご予約いただくと、料金の割り
引きが受けられます。雪上車クルーズは遊覧しながら、絶景スポットを紹介します。
やまがた広域観光協議会

URL: https://gassan-adv.com
【（一社）月山朝日観光協会】 平日9:00～17:00
☎ 0237-74-4119 📧 ecopro@asahi-net.email.ne.jp
≪予約（申込）方法≫
必要（ホームページから予約可能）
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村山地域教育旅行プログラム

河北町
2022年4月1日時点

近郷きっての富豪だった堀米四郎兵衛の屋敷跡“河北町紅花資料館”

紅花で自分だけのオリジナルハンカチに「紅花染め体験」
江戸時代、紅花商人として財をなした旧堀米邸を紅花資料館として復元。堀米家の貴重な資料、紅染め衣装、
時代雛等を展示しています。また、「紅染工房くれない」では鮮やかな色彩が魅力の紅花染めを体験することができます。

写真①

●参加可能人数：最小5名 最大50名まで（コロナの状況により人数制限あり）
●料金：ハンカチの大きさ45㎝×45㎝の場合、入館料込み2,000円。
30㎝×30㎝の場合、入館料込み1,600円。（1週間前まで要予約）
●実施日／実施期間：通年
●営業時間：3月～10月9:00～17:00。11月～2月9:00～16:00。年末年始・第2木曜日、休館日。
●所要時間：約1時間
●場所（住所）：山形県西村山郡河北町谷地戊1143 河北町紅花資料館
●交通案内：JRさくらんぼ東根駅より車で20分。JR寒河江駅より車で20分。
山形空港より車で15分。山形自動車道東根ICより車で10分。
●体験メニュー：紅染め体験
●ガイド有無：あり（事前申込必須）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（5台まで）
●期待される学習効果：
（事前学習）紅花について学ぶ。紅花交易により河北町にもたされた歴史や文化を学ぶ。
（現地学習）紅染めを体感する。絞り模様をつけて自分だけのオリジナルハンカチの完成。
（事後学習）紅花について考える。河北町に興味を持つ。河北町について調べる。
●感染対策
施設入館時の検温・消毒
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

平安時代から、高貴で高い官位を表す色とされた紅色。紅染めは紅花の花びらそのもの
を使って染めあげられます。花弁を摘み、洗い、寝かせ、花餅にした植物繊維を匠の技が
仕上げます。

URL: http://www.benibananosato.jp/
【河北町紅花資料館】
9:00～17:00（毎月第2木曜日・年末年始をのぞく）
☎📠 0237-73-3500（FAX兼用）
≪予約（申込）方法≫

やまがた広域観光協議会

必要（1週間前までに）
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村山地域教育旅行プログラム

中山町
2022年4月1日時点

黒塀のまちなみと里山を楽しみながら

旧柏倉家住宅の見学と、紅花染め体験
国の重要文化財「旧柏倉家住宅」。緻密な内装、漆塗りや金箔で荘厳な仏蔵、四季の移ろいを感じる庭等、
実際に住んでいた本物の住宅を見学し、周辺で栽培した紅花を使った紅花染めを体験します。

写真①

●参加可能人数：最小2名、最大20名まで
●料金：旧柏倉家住宅 入館料 500円（中学生以下無料）
紅花染め体験 ストール(厚地160㎝)10,000円、ストール(薄地160㎝) 8,000円 等
※金額変動あり
●実施日／実施期間：旧柏倉家住宅開館日 土曜日、日曜日、祝日（12月～2月は冬季休館）
紅花染め体験 要予約
●営業時間：午前10時～16時（最終入館15時30分）
●所要時間：旧柏倉家住宅見学➤約1時間（ガイド付き）/ 紅花染め体験➤約2時間
●場所（住所）：山形県東村山郡中山町大字岡８
●交通案内：山形空港より車で20分、山形自動車道寒河江ＩＣより車で5分
ＪＲ羽前長崎駅より車で５分または徒歩20分
●体験メニュー：紅花染め体験
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（2台まで可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）山形県の母なる川「最上川」の舟運（北前船）で伝わった文化、山形県の紅花文化等を学習する
ことで 日本の歴史に触れて知見を高められるほか、郷土愛を育む。
（現地学習）旧柏倉家住宅の見学による歴史、文化、建築物としての学習では、知見を深めつつ、里山から流れ
る水をうまく利用した当時の生活を学ぶことができる。これは持続可能な生活をするヒントになることが期待できる。紅
花を用いた染色加工技術の体験では、化学染料を使わない染色技術を学ぶことができる。
●補足説明 旧柏倉家住宅の高度な意匠や建築技術が、高く評価されて国の重要文化財に指定されています。
●感染対策
マスクの着用、事前検温等への協力依頼。
※体調がすぐれない場合は来場をお控えください。
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://kashiwakurake.jp/wp/

旧柏倉家住宅の屋敷に一歩踏み入れたときから、時間の流れが緩やかに感じ、土間や
カマドなどの当時の生活を垣間見ることができます。裏山に入れば、竹林に癒されながら
散策することができます。肌で感じる歴史をお楽しみください。
やまがた広域観光協議会

【中山町観光協会】
☎ 023-662-2114 8:30～17:15（平日のみ）
≪予約（申込）方法≫
必要（紅花染め体験電話予約要）
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村山地域教育旅行プログラム

山辺町
2022年4月1日時点

関ヶ原の戦いと時を同じくして起きた慶長出羽合戦

わかりやすく興味深く学べる山城「畑谷城跡」
最上軍と上杉軍が戦った慶長出羽合戦の激戦地である畑谷城跡を歩いて巡り、当時の多様な空堀
（竪堀、横堀、二重横堀、多重竪堀など）や土塁、曲輪（くるわ）、虎口（こぐち）などの城郭跡が
良好に残っており、容易に見学できます。

写真①

●参加可能人数：最大45名まで（同行案内ガイドありの場合）
●料金：無料
●実施日／実施期間：4月29日～11月3日
（それ以外の期間も積雪時以外は対応可能ですが、事前にお問合せ願います）
●営業時間：9時～15時（山中を歩くため左記時間で来城下さい）
●所要時間 （フルコース） 1時間15分程度
（一部見学コース）
45分程度
●場所（住所）：山形県東村山郡山辺町大字畑谷40 「ごへえ宿」
●交通案内：
・山形駅から県道17号線で畑谷大沼を過ぎ車で３０分、畑谷集落十字路を右折してまもなく
・羽前山辺駅から県道49号線・玉虫沼経由で車で２５分、畑谷集落十字路を左折してまもなく
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：あり（事前予約時に限り）
●トイレ有無：あり（「ごへえ宿」は汲み取り式トイレ）
●大型バス駐車：なし（中型バス2台までは可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）現在の山形の礎を築いた最上義光について学ぶ
５７万石の大大名になるきっかけとなった慶長出羽合戦を学ぶ。
興味・関心が持たれやすい山形城をはじめとするお城を学ぶ中で、史跡の歴史を学ぶ。
（現地学習）畑谷城跡の多様な空堀や土塁、主郭や曲輪、虎口などの遺構により、当時の畑谷城を垣間見る。
（事後学習）慶長出羽合戦の舞台を見学することで、山形県の最上氏時代の歴史の学びにつながる。
●補足説明 山城のため、山中を登り下り歩きながら見学するため、山の中を歩ける靴と服装でご来場ください。
あまり危険な箇所はありませんが、１ヶ所空堀に降りるための崖に十数段の丸太の階段があります。
●感染対策 「ごへえ宿」（案内所）に消毒液を設置、マスクを着用
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: なし
【山辺町ふるさと交流センター「あがらっしゃい」内観光案内所】

お城ブームの中で、畑谷城跡は山形県内の山城の中でも数少ない全国的に知られている城の
一つで、全国から来城者が絶えない城跡ですが、事前予約頂くことで同行案内ガイドにより
わかりやすく説明し案内します。
やまがた広域観光協議会

☎ 023-665-8582 9:00～16:30（月祝及び年末年始休館）
≪予約（申込）方法≫
必要（事前に電話にて問い合わせ）

1

村山地域教育旅行プログラム

尾花沢市
2022年4月1日時点

家族連れ、そりなど楽しめる

徳良湖スノーランド
ここにしかない、雪の遊園地。冬の徳良湖は、一面真っ白な銀世界。見渡す限りの雪、雪、雪…。
せっかくなら、この雪で冬も徳良湖でたくさん遊んでみたい！大好評の徳良湖スノーランドが今年も徳良湖に開設。

写真①

●参加可能人数：最小1名、最大50名まで
●料金（土日祝のみ開催）：
スノーバギー 3,000円／20分 スノーモビル （自走）1,000円／20分 ※初回は運転講習
があります。スノーモビル （指導員同乗） 500円／20分
●実施日／実施期間： 1月上旬～2月末（降雪期間）
※令和4年は年1月9日(日)から2月27日(日)まで
●営業時間： 10:00～15:00（上記期間にて受付、休みなし）
●所要時間：約1時間
●場所（住所）：山形県尾花沢市大字二藤袋1767番地1（グラススタジオ前）
●交通案内：尾花沢市役所より車10分
●体験メニュー：スノーライダー・エアボード・スノーシュー・スノーモビル・スノーバギー
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（3台まで可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）冬季の雪の楽しみ方について学ぶ。

（現地学習）雪と触れ合い、雪を楽しむ。
（事後学習）雪を通じて地域資源の有効活用を考える。
●補足説明 日帰り温泉・レストラン・キャンプ場が隣接、防寒具準備ください。
●感染対策 受付表記載、体温チェック、体調チェックシート、マスク着用
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL:http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/12729.html
【尾花沢ACTIVEFILELD 】

日本３雪の地 尾花沢の豊富な雪で思いっきり遊べる 雪の遊園地
スノーモビル・バギー以外は無料道具貸し出しで楽しめます。
やまがた広域観光協議会

10:00～15:00（1月上旬～2月末まで休みなし）
📱 090-9545-1677
≪予約（申込）方法≫
必要（団体は事前予約必須）
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村山地域教育旅行プログラム

尾花沢市
2022年4月1日時点

水辺の安全教育を発信することによって、水辺の楽しみ方を啓蒙

「探究するなら徳良湖」
全国でも珍しい種類のボート体験
花笠踊り発祥地「徳良湖」にて、ヨット・カナディアンカヌー・手漕ぎボート・ペダルボート・遊覧船
多種の乗り物体験が楽しめます。
●参加可能人数：最小1名、最大40名まで
●料金：1,000円／人から（別途相談）
●実施日／実施期間：5月上旬～10月中旬

写真①

●営業時間：9:00～17:00（不定休）
●所要時間：約1時間
●場所（住所）：山形県尾花沢市二藤袋1316-31
●交通案内：尾花沢市役所より車10分
●体験メニュー：ヨット・カヌー・カヤック試乗体験
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（5台まで可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）水辺の安全教育について学ぶ。
徳良湖（大正10年に完成した人口の灌漑用水湖）について学ぶ。
（現地学習）水上アクティビティを楽しむ。
（事後学習）地域資源の有効活用を考える。
●補足説明 日帰り温泉施設・オートキャンプ場・レストランや様々な体験施設隣接しています。
●感染対策体温チェック、マスク着用
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

花笠踊り発祥地「徳良湖」にて、ヨット・カナディアンカヌー・手漕ぎボート・ペダルボート・遊
覧船 など多種の乗り物体験が同時に体験できます。地域の皆様に水辺の安全教育と水
上アクティビティの楽しさを発信してまいります。

URL:https://www.l-t-y-c.info/
【徳良湖ヨット倶楽部（三浦）】 9:00～17:00（不定休）
📱 090-1068-8681
≪予約（申込）方法≫
必要（団体は事前予約必須）

やまがた広域観光協議会
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村山地域教育旅行プログラム

尾花沢市
2022年4月1日時点

周辺には温泉もある山形初のパンプトラック場

徳良湖PUMPTRACK
スノー、スケート、サーフ ３S全てをこなすポジションや気をつけている事を一緒に滑りながら楽しくアドバイス！
現役プロと一緒に滑って上手くなっちゃいましょう。

写真①

●参加可能人数：最小1名、最大50名まで
●料金：中学生以下 100円～ 高校生 200円～ 一般 400円～
時間・市内在住・市外在住により料金変わります
●実施日／実施期間：4月下旬 ～ 10月末
●営業時間：土日祝＝10:00～20:00 月・火・金＝17:00～20:00
●所要時間：約1時間
●場所（住所）：山形県尾花沢市二藤袋1767-6（レストラン徳良湖テニスコート内）
●交通案内：尾花沢市役所より車１０分
●体験メニュー：あり（BMX・マウンテンバイク・スケートボード・インラインスケート・キックボード・ストライダー）
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（5台まで可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）オリンピック種目となり人気となったスポーツを知る。
（現地学習）プロから学ぶテクニック
（事後学習）アウトドアの楽しみ・スポーツの楽しみを学ぶ
将来、利用していた子どもたちの中から五輪選手が出てくれればうれしい！！
●補足説明 冬季間は「徳良湖スノーランド」として雪遊び場提供・スノーバギー・スノーモビル体験可能
●感染対策
参加名簿記載、体温チェック、道具消毒、マスク着用
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

令和2年に本格的なパンプトラック場がグランドオープン！全長65.2mのコースは起伏に
富み、BMX・スケートボード・ストライダーが楽しめます。またヘルメットやプロテクターのレ
ンタルも行っているので、初めての人も手ぶらで楽しめる施設となっております。
やまがた広域観光協議会

URL:なし
【尾花沢ACTIVEFILELD】
17:00～20:00（月火金） / 10:00～20:00（土日祝）
📱 090-9545-1677
≪予約（申込）方法≫
必要（団体は事前予約必須）
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村山地域教育旅行プログラム

東根市
2022年4月1日時点

江戸時代から地元の人達に大事に育まれた味わい深い田舎の逸品

水がもたらす食文化 ～六田麩街道・焼き麩づくり体験～
江戸時代から受け継がれてきた地場産業の一つ「製麩業」。奥羽山脈からの豊富な伏流水を活かして作られた「焼き麩」
伝統の地場産業を体験でき、焼きたての焼き麩に地元産フルーツジャムを添えて、その旨味も体感できる非日常体験です。

写真①

●参加可能人数：最小4名、最大30名まで
●料金：600円／人（小学生以上）
●実施日／実施期間：通年（※1週間前まで要予約）
●営業時間：営業時間➤9:00～18:30（年末年始休み）
体験受入➤9:00～15:00
●所要時間：約1時間
●場所（住所）： 山形県東根市六田2-2-20
●交通案内：ＪＲさくらんぼ東根駅から車で約5分
●体験メニュー：焼き麩づくり体験
●ガイド有無：あり（店舗スタッフが対応）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（1台のみ可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）奥羽山脈の水源、自然を学ぶ。お麩が伝わった歴史や食文化を学ぶ。
（現地学習）焼き麩づくり体験を通して地場産業を学ぶ。食育を学ぶ。
（事後学習）良質な水源をきっかけに環境問題を考える。
●補足説明 小学生から大人まで幅広い年代の受け入れておりますので、動きやすい服装でお越し
ください。原材料は、小麦のタンパク質のグルテンとなりますので、小麦アレルギー等のある方はご遠慮
ください。
●感染対策 体験前に体調管理（検温）、施設内各所に消毒液を設置、体験時は密にならな
いよう配慮、マスク必着
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL:http://www.bunshiro-fu.com

ほかでは体験出来ない食育を直に学ぶことができるとともに、水の大切さを知ることができ
ます。また、お麩を使った様々なメニューを試食することもできます。自分で焼いたお麩は、
ご自宅用お土産にお持ち帰りいただけます。
やまがた広域観光協議会

【（有）文四郎麩】 9:00～18:30 （年末年始休み）
☎ 0237-42-0117 📠 0237-42-0186
≪予約（申込）方法≫
必要（電話にて）
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村山地域教育旅行プログラム

東根市
2022年4月1日時点

名水100選に選ばれた小見川と同じ水源で育つわさび

水がもたらす食文化 ～大富農産・わさび堀り体験～
わさび栽培には欠かせない良質な水。ここ、大富地区では、名水百選「小見川」と同じ水源を利用して「わさび」が
栽培されております。そんな上質な株わさびを直接に掘り出す貴重な体験ができます。
●参加可能人数：最小4名、最大30名まで
●料金：1,500円／人（小学生以上）、団体割引なし
●実施日／実施期間：4月から11月まで（毎週月曜日休み）（※1週間前まで要予約）

写真①

●営業時間：営業時間➤9:00～17:00 月曜定休
体験受入➤9:00～15:00（冬期間は受入不可）

●所要時間：約30分～40分
●場所（住所）： 山形県東根市羽入字向野1088
●交通案内：ＪＲさくらんぼ東根駅から車で約15分、東北中央自動車道 東根I.Cより車で約5分
●体験メニュー：わさび堀り体験
●ガイド有無：あり（農園スタッフが対応）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり
●期待される学習効果：
（事前学習）奥羽山脈の水源、自然を学ぶ。
絶滅危惧種の魚「イバラトミヨ」の生態を学ぶ。
（現地学習）わさび堀り体験を通して地域産業を学ぶ。
食育を学ぶ。
（事後学習）良質な水源をきっかけに環境問題を考える。
●補足説明 小学生から大人まで幅広い年代の受け入れておりますので、動きやすい服装でお越しください。
●感染対策
体験前に体調管理（検温）、施設内各所に消毒液を設置、体験時は密にならないよう配慮、マスク必着
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL:http://www.yamagatawasabi.jp
【大富農産】 9:00～17:00 （月曜定休）

ほかでは体験出来ない食育を直に学ぶことができるとともに、水の大切さを知ることができ
ます。自分で掘った株わさびは、ご自宅用お土産にお持ち帰りいただけます。
やまがた広域観光協議会

☎ 0237-47-1003 📠 0237-48-8630
≪予約（申込）方法≫
必要（電話にて）
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村山地域教育旅行プログラム

天童市
2022年4月1日時点

「郷土の魅力」を安全な道案内と楽しいガイドでご紹介

観光ボランティアガイド 天童駒（わらべこま）ガイド
天童市内を、ご希望にそってご案内します。歴史散歩、寺社めぐり、史跡めぐり、 市内観光、花の名所など、
天童の有名な名所から、隠れた名所まで、ガイド費無料でご案内します。

写真①

●参加可能人数：最小2名 最大40名まで
●料金：ガイド費 無料（交通費・各施設の入場料等は実費負担）
●実施日／実施期間：9:30～17:00 （第３月曜日/年末年始を除く）
●営業時間： 9:30～17:00 （第３月曜日/年末年始を除く）
●所要時間：約2時間程度
●場所（住所）：山形県天童市本町1-1-2 パルテ内
●交通案内：山形新幹線/奥羽本線天童駅と同じ
●体験メニュー：あり（セールスポイント参照）
●ガイド有無：あり（10名までガイド1名）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（2台まで）
●期待される学習効果
（事前学習）天童市の将棋の駒を学ぶ。
天童市の史跡や文化、歴史を学ぶ。
（現地学習）天童市の将棋の駒を触れて体感する。
天童市の史跡や文化、歴史の継続について考える
（事後学習）郷土の伝統文化の伝承を考える。
●補足説明 最大限の注意をはらってご案内致しますが、ご案内中に発生した事故や他に与えた損害につきまして
は、当団体は一切責任を負いません。最終的な責任は旅行者の皆さまでお願いします。
案内は天童市内の史跡・施設のみとさせていただきます。
●感染対策
検温の実施、手指の消毒、マスクの着用

「郷土の魅力」を安全な道案内と楽しいガイドで紹介します。
将棋駒への文字書き（天童市内の将棋駒店で実施可能）
例）将棋むら天童タワー（天童市大字久野本1273-2）で実施した場合
所要時間 40分前後 最少催行人員2名 最大定員20名程度
1人/1,100円（※大人・子供同料金/価格税込み）
やまがた広域観光協議会

≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: http://bussan-tendo.gr.jp
【天童駒ガイド（わらべこまガイド） 】
10:00～17:00
☎ 023-653-1680（天童市観光情報センター）
≪予約（申込）方法≫
必要（ガイド希望日の一週間前までに）
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村山地域教育旅行プログラム

村山市
2022年4月1日時点

豊かな自然や伝統文化を生かしたさまざまな体験

自然体験交流「ブナ林のトレッキング」
豊かなブナ林をガイドと共にトレッキングしながら、森林の動植物の色々な事を遊びながらご案内。
春は残雪と新緑、秋は紅葉四季折々の楽しみ方ができ、山村の暮らしも垣間見ることが出来ます。
●参加可能人数：最小10名、最大30名まで
●料金：小・中・高 1名 1200円

引率者 無料

添乗員 無料

（保険料含む）

●実施日／実施期間：4月上旬～11月上旬

写真①

●営業時間：9時～15時 （不定休・8月12～16日、12月28日～1月4日休館）
●所要時間：3時間 （集合場所からトレッキングコース出発まで15分の移動時間）
●場所（住所）： 山形県村山市大字山の内120 自然体験交流施設やまばと
●交通案内：国道13号線金谷から次年子方面へ直進、車で20分
●体験メニュー：お問い合わせください
●ガイド有無：あり（10名まで2名・11名から3名～5名人数に応じて）
●トイレ有無：あり（集合場所のみ）
●大型バス駐車：あり（2台程度可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）現地の環境を学ぶ
山村地域の現在、昔を学ぶ。
（現地学習）自然を体で感じ、観察する。
森林が山村にもたらす地域資源
（事後学習）地球温暖化や自然災害など森林の果たしている役割は大きいことを学ぶ。
●補足説明 小雨の場合には実施いたします（雨具の貸し出しあり）
トレッキングシューズ、またはスニーカーを履いてきてください。
●感染対策
施設内各所に消毒液を設置、出発前に健康観察、検温のお願い
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/gakko/shakai
kyouiku/yamabato.html

トレッキングコースはアップダウンが少なく小学校低学年から受け入れており、春は残雪と
木々の芽吹きを同時に感じ、夏は雨でもブナ林の中は木々の葉っぱの傘で快適です。
やまがた広域観光協議会

【一般社団法人村山市観光物産協会】
☎ 0237-53-1351 8:30～17:15（月～金）

≪予約（申込）方法≫
必要（電話にて）
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村山地域教育旅行プログラム

上山市
2022年4月1日時点

ドイツのクアオルトで活用されている自然の野山を歩いて治療する運動療法

日本の自然環境や気候に適合させた「上山クアオルト健康ウォーキング」
日本で唯一、ドイツ・ミュンヒェン大学が認定したコースを活用し、気候性地形療法を基本とする病気予防や
健康増進のために取り組む、頑張らないで運動効果を高めるウォーキングです。専門ガイドがご案内します。

写真①

●参加可能人数：最小5名 最大50名（要問合せ）まで
●料金：小学生以上 1名 3,000円（参加人数5～20名）
※2,950円（参加人数～30名）、2,900円（参加人数～40名）、2,800円（参加人数～50名）
※引率者、写真屋、添乗員等は要問合せ
●実施日／実施期間：通年（12月28日～1月3日を除く）
●営業時間：空色ウォーキング 10:00～12:00 / 暮色ウォーキング 14:00～16:00
●所要時間：約2時間
●場所（住所）：①西山コース、②葉山コース、③坊平コース（季節により異なる）
●交通案内：
①：JRかみのやま温泉駅より徒歩約20分、東北中央道 山形上山IC／かみのやま温泉ICより約10分
②：JRかみのやま温泉駅より徒歩約30分、東北中央道 山形上山ICより約15分／かみのやま温泉ICより約5分
③：東北中央自動車道 山形上山ICより約30分／かみのやま温泉ICより約35分
●体験メニュー：あり
●ガイド有無：あり
●トイレ有無：あり（集合場所）
●大型バス駐車：坊平コース約10台可能（西山、葉山コースは要問合せ）
●期待される学習効果：
（事前学習）里山、高原の自然を学ぶ
（現地学習）植物や昆虫、野鳥などを観察しながら五感を使って歩く楽しさを学ぶ
（事後学習）健康増進、環境保護について考える
●補足説明 ・雨天決行、荒天の場合は中止 ・参加者7名ごとに一人ガイドが付きます
●感染対策
非接触型体温計による検温、手指消毒の実施、代表者の連絡先記入
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

クアオルト健康ウォーキングのポイント
・安全に個人の体力に合わせる ・運動効果を一層高める
・自然豊かな里山や高原を専門ガイドがご案内 ・五感を使ってウォーキングを楽しむ

URL: https://zaotherapeut.jp/
【一般社団法人上山市観光物産協会】
9:00～17:00（年中無休／年末年始時間変更の場合あり）

☎ 023-672-0839 📠 023-673-3622
≪予約（申込）方法≫

やまがた広域観光協議会

必要（一般社団法人上山市観光物産協会/1週間前までに）
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村山地域教育旅行プログラム

上山市
2022年4月1日時点

標高約1,000m超えのゲレンデは樹氷原がすぐそばに

大パノラマのゲレンデを滑走「蔵王ライザワールド」
蔵王坊平高原は、かつて蔵王信仰の登山口として、また宿坊などあり賑わいました。今でも蔵王登山の
登山客や観光客、アスリート達で賑わっています。また、オールシーズン楽しめるリゾート地としても有名です。

写真①

●参加可能人数：最小2名 最大300名まで（体験メニューによる）
●料金：1名700円～（体験メニューによる） ※引率者、写真屋、添乗員等は要問合せ
●実施日／実施期間：通年（年末年始を除く）
●営業時間：蔵王ライザワールド 8:30～17:00
ライザレストラン 9:00～16:30（オーダーは10:00～15:30）
●所要時間：約1～2時間（体験メニューによる）
●場所（住所）：山形県上山市蔵王坊平高原
●交通案内：JRかみのやま温泉駅より車約30分
東北中央自動車道 山形上山ICより約30分／かみのやま温泉ICより約35分
●体験メニュー：あり（ピザづくり、クレープ作り、木工細工、軽トレッキング、ソーセージ作り、グリーングラ
スデザイン、蕎麦打ち、こんにゃく作り、凧作り、ハーブ石鹸作り、パン作り、レザークラフト、刈田リフト、
登山ガイド、和かんじきトレッキング、スキー場リフト、スキースクール、スキーレンタル等）
●ガイド有無：あり ●トイレ有無：あり ●大型バス駐車：あり
●期待される学習効果：
（事前学習）蔵王連峰の自然について学ぶ
（現地学習）大自然の醍醐味を体験する
自炊や体験を通して自ら考え行動する力を育む
（事後学習）自然環境を守る活動について考える
●補足説明 ウッディロッジ（宿泊）はミニキッチン付き（客室での自炊体験も可能）。準高地トレーニ
ング施設が充実し、合宿に最適。四季を通して星空鑑賞、冬は樹氷鑑賞、小動物の足跡観察も体験
蔵王ライザレストランは団体収容可
●感染対策 非接触型体温計の検温、アルコールポンプ設置、入店前の手指消毒、スタッフ、お客様の
マスク着用タッフの体調、健康管理のチェック、飛沫防止用ビニール・アクリル板の設置、換気および除菌
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: http://www.zaoliza.co.jp/smmr/

豊富な体験メニューでオールシーズン楽しむことが出来ます！

【蔵王坊平観光協議会（蔵王ライザワールド）】

8:30～17:00（年中無休）
☎ 023-679-2311 📠 023-679-2316
≪予約（申込）方法≫

やまがた広域観光協議会

必要（蔵王ライザワールドまで）
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村山地域教育旅行プログラム

上山市
2022年4月1日時点

四季を彩り生命が芽吹く大地蔵王

蔵王山頂をたどるトレッキング（御釜～熊野岳）
高山植物が咲く御田神湿原や蔵王のシンボルのカルデラ湖の「御釜」を山岳ガイドが同行し、安全に
そして蔵王の自然をしっかりとご案内します。
●参加可能人数：最小10名 最大50名まで

●料金：刈田リフト往復750円/人（15名以上の団体時680円/人）
●実施日／実施期間： 5月～10月末（悪天候時エコーラインが通行止めとなった時は催行中止）

写真①

●営業時間： 8：30～17：00（年中無休）
●所要時間：約3時間
●集合場所：刈田駐車場
●交通案内：県道24号線入口（蔵王エコーライン入口国道13号線との合流）から約50分
●体験メニュー：あり
●ガイド有無：あり（ガイド料1名8,000円（およそ10名につきガイド1名） ）
●トイレ有無：あり（集合場所及び山頂レストハウス）
●大型バス駐車：あり（10台以上可）
●期待される学習効果：
（事前学習）蔵王信仰の登山口であるお清水の森の歴史を学ぶ。
（現地学習）蔵王の自然の雄大さを体感し、や高山植物の名前を学ぶ
蔵王の登山を通し仲間と協力して目標を達成することを学ぶ。
（事後学習）山の自然に親しみながら樹氷を形作るアオモリトドマツの枯渇問題について考える。
●補足説明 トレッキングに適した服装（カッパ、トレッキングシューズ）と持ち物（タオル、飲み物）を
ご用意下さい。
●感染対策ガイド、参加者はマスクの着用、体験に参加前に検温
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

スタート・ゴール地点は御釜見物のベースになる刈田駐車場です。
そこから刈田リフトに乗っていただくと素晴らしい景色がご覧いただけます。

URL: https://zbkogen.jp/
【蔵王坊平観光協議会】
8:30～17:00（年中無休）
☎ 023-679-2311 📠 023-679-2316
≪予約（申込）方法≫

やまがた広域観光協議会

必要（蔵王坊平観光協議会（担当：土屋岳史））
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村山地域教育旅行プログラム

上山市
2022年4月1日時点

東に蔵王連峰を仰ぎ、四季折々の景色と凛とした静寂

精神科医にして近代短歌史に名を連ねる「斎藤茂吉記念館」
歌人・斎藤茂吉を生んだ地、上山。雄大な蔵王を仰ぎ、ふるさとを慕った茂吉の想いを今に語り継ぐ記念館の館内には、
茂吉の生涯の活動を伝える資料や、交友のあった文人の資料が展示されています。

写真①

●参加可能人数：最小1名 最大100名まで
●料金：大人600（500）円、高校・大学生300（250）円、小・中学生100（50）円
※（）内料金は10名以上の団体料金、障がい者料金 ※引率者、写真屋、添乗員等は要問合せ
●実施日／実施期間：通年（毎週水曜日、7月第2週の日曜日～土曜日、12月28日～1月3日を除く）
●営業時間：9:00～17:00（最終受付16:45）
●所要時間：約1～2時間
●場所（住所）：山形県上山市北町字弁天1421
●交通案内：JRかみのやま温泉駅より車約10分
JR茂吉記念館前駅より徒歩約3分
東北中央自動車道 山形上山ICより約5分／かみのやま温泉ICより約15分
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：なし（音声ガイド：300円）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：5台まで駐車可能
●期待される学習効果：
（事前学習）斎藤茂吉と短歌について学ぶ
（現地学習）短歌が作られた時代背景や上山・山形の暮らし、文化について学ぶ
（事後学習）短歌を詠む楽しさと地域と文学の関りについて学ぶ
●補足説明
エレベーター、貸出用の車椅子あり（進入路、展示室の車椅子でのアクセス対応）
ミュージアムショップあり、館内短歌ポストに作品を投稿可能
減免申請書はホームページからダウンロードしてご利用いただけます。（ご不明な場合はお問合せください）
●感染対策
出入口での非接触型体温計による検温/手指消毒、代表者の連絡先記入、混雑時の分散入場の協力依頼
スタッフ・来館者のマスク着用
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL: https://www.mokichi.or.jp/

近代短歌史で重要な位置を占める歌人斎藤茂吉が残した業績や生活を伝える資料を収
蔵、展示しています。記念館があるみゆき公園は桜の名所としても知られており、園内には
茂吉の歌碑も立っています。
やまがた広域観光協議会

【公益財団法人斎藤茂吉記念館】
9:00～17:00（毎週木曜日ほかHP参照）
☎ 023-672-7227 📠 023-672-2626
≪予約（申込）方法≫

必要（公益財団法人斎藤茂吉記念館）
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村山地域教育旅行プログラム

上山市
2022年4月1日時点

米沢の伊達氏や上杉氏との攻防の舞台 最上氏の最南端の城塞

天守閣からは蔵王連峰を遠望「上山城郷土資料館」
上山城は、最上氏の最南端の城塞であり、米沢の伊達氏や上杉氏との攻防の舞台。
歴代藩主の居住となり、月岡・天神森にそびえる壮麗な城郭は「羽州の名城」として広く知れ渡っています。

写真①

●参加可能人数：最小1名～（団体の場合には班別け等にて対応）
●料金：大人420（370）円、高校・大学生370（320）円、小・中学生50（40）円
※（）内料金は20名以上の団体料金 ※引率者、写真屋、添乗員等は要問合せ
●実施日／実施期間：通年（毎週木曜日（祝日の場合は水曜日）、12月29日～31日を除く）
●営業時間：9：00～17：15（最終受付16：45）
（毎週木曜日（祝日の場合は水曜日）、12月29日～31日を除く）
●所要時間：約1～2時間
●場所（住所）：山形市上山市元城内3-7
●交通案内：ＪＲかみのやま温泉駅より徒歩約10分
東北中央自動車道 山形上山IC／かみのやま温泉ICより約10分
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：あり（上山市観光ボランティアガイド協会）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：3台まで駐車可能（事前問い合わせ要）
●期待される学習効果：
（事前学習）上山の歴史や文化を学ぶ
（現地学習）時代ごとの暮らしや文化の違いを学ぶ
（事後学習）地域の暮らしや未来について考える
●補足説明
・エレベーター、貸出用の車椅子・ベビーカーあり。お体の不自由な方は裏の通用口よりご入館できます
・減免申請書はホームページからダウンロードしてご利用いただけます（不明な場合はお問合せください）
・館内WiFiあり
●感染対策
出入口での非接触型体温計による検温/手指消毒、代表者の連絡先記入、混雑時の分散入場の協力依頼
スタッフ・来館者のマスク着用
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

上山城郷土資料館では、上山の自然と風土、そして人々の営み、歴史、文化を楽しく
学ぶことが出来ます。上山城売店「かかし茶屋」では、上山や山形の特産品を販売して
います。

URL: http://kaminoyama-castle.info/
【公益財団法人上山城郷土資料館】

9：00～17：15（毎週木曜日、12月29～31日休館）
☎ 023-673-3660 📠 023-687-0163
≪予約（申込）方法≫

やまがた広域観光協議会

必要（公益財団法人上山城郷土資料館）
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村山地域教育旅行プログラム

寒河江市
2022年4月1日時点

慈恩寺旧境内の魅力をわかりやすく紹介

慈恩寺テラス～慈恩寺散策
令和3年5月にオープンした慈恩寺テラスで1300年にわたる慈恩寺の歴史を学んだあと、慈恩寺の本物の仏像を
見学長い歴史を肌で感じていただきます。オプションで写経体験にも参加できます！

写真①

●参加可能人数：最大80名まで
●料金：中学生以下無料／高校生・大学生500円／大人700円
※特別展開催時は別料金
※写経体験は別料金
●実施日／実施期間：通年
●営業時間：9時～17時
●所要時間：90分～120分
●場所（住所）：寒河江市慈恩寺地内
●交通案内：山形自動車道寒河江ＩＣより車で15分
ＪＲ左沢線寒河江駅より車で15分
●体験メニュー：写経体験（1人1000円/拝観料別料金）
●ガイド有無：可能（慈恩寺テラス～慈恩寺散策ガイドはガイド1名につき2000円）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（6台まで）
●期待される学習効果：
（事前学習）資料や文献などを通して本山慈恩寺の歴史や全容を学ぶ。
（現地学習）約1300年にも及ぶ歴史や寺院を構成する院坊、修験修行など慈恩寺旧境内の
魅力を知る。
（事後学習）慈恩寺に関わっていた人が、どのように活躍していったのか学ぶ。
●補足説明
・慈恩寺テラスで見聞を広げたあと、本山慈恩寺を探訪することがおすすめです。
・散策ルートは4月～11月がおすすめです。また、9月下旬には慈恩寺の各所でヒガンバナが楽しめます。
●感染対策 施設入館時の検温・消毒、散策時のマスク着用、少人数での行動の推奨
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

慈恩寺は聖武天皇の勅令により、746年に建てられた1300年の歴史を誇るお寺です。
慈恩寺には、その他にも社会の教科書に出てくる有名な登場人物がたくさんかかわってい
ます。ご先祖様が作り上げてきた長い歴史を紐解きながら楽しく学ぶことができます。

URL: https://jionji-terrace.jp/
【慈恩寺テラス】 9:00～17:00（毎月第2火曜休館）
☎ 0237-84-6811
≪予約（申込）方法≫
必要

やまがた広域観光協議会
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村山地域教育旅行プログラム

山形市
2022年4月1日時点

山形城を中心に商人の町として栄えた城下町

歴史と文化に触れる「やまがた建物時代絵巻」
城下町山形の建物をテーマに、中心市街地に残る江戸・明治・大正…の歴史的建造物を巡り、
記念スタンプを押しながら街なかを”ぶらり”散歩する街あるき

写真①

●参加可能人数：制限なし
●料金：なし
●実施日／実施期間：4月1日～3月31日
※スタンプ設置施設に休館がある場合は、ゴールにてスタンプ押印が可能。
●営業時間：ゴール受付時間／8:30～19:00
●所要時間：３時間程度
●場所（住所）：山形市観光案内センター（山形県山形市城南町1-1-1霞城セントラル1F）
●交通案内：ＪＲ山形駅から徒歩５分程度
●体験メニュー：なし
●ガイド有無：なし
●トイレ有無：あり（街なか、各施設にあり）
●大型バス駐車：なし
●期待される学習効果：
（事前学習）山形市とその歴史を学ぶ。
江戸・明治・大正・昭和の歴史を学ぶ。
（現地学習）歴史的建物や街なみを見学し、体感する。
（事後学習）建物の特徴やデザインから建てられた時代の背景を学ぶ。
自分たちの住む地域と比較し、住む地域の特徴などを再認識する機会とする。
●感染対策 マスク着用、アルコール消毒
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫

江戸・明治・大正…の歴史的建造物を巡り見学することで、
時代の流れや歴史を体感することができる。また、スタンプラリー形式のため、
気軽に街あるきを愉しむきっかけともなります。

URL:http://www.kankou.yamagata.yamagata.jp/yamag
ata-walker/#jidai_emaki
【山形市観光案内センター】
☎023-647-2266 ゴール受付時間：8:30～19:00
≪予約（申込）方法≫

やまがた広域観光協議会

不要
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山形市
2022年4月1日時点

200年継承されてきた伝統の技術

触れるだけで癒しの効果、平清水焼 七右エ門窯「陶芸体験」
約200年の歴史を持つ、平清水焼の伝統を守り続ける窯元のひとつ「七右エ門窯」。
「手回しろくろ」「絵付け」などなどの体験を受け入れており、 気軽に自分だけのオリジナルの作品を造ることが出来ます。

写真①

●参加可能人数：最大400名、最小1名まで受入可能
●料金：粘土500gコース／1,320円（指導料、手ろくろ、道具一式レンタル、焼成代込みの料金）
●実施日／実施期間：事前にお問い合わせ
●営業時間：通年（年末年始除く） 9:00～17:30
●所要時間：1時間30分～2時間程度（約1か月後に焼き上がり後、送料別にて発送）
●場所（住所）：山形県山形市平清水153
●交通案内：ＪＲ山形駅から車20分程度／山形自動車道山形蔵王ICから車で15分程度
●体験メニュー：手回しろくろ体験、絵付け体験
●ガイド有無：あり（指導員による指導）
●トイレ有無：あり
●大型バス駐車：あり（6台駐車可能）
●期待される学習効果：
（事前学習）制作内容・デザイン等、陶芸に関する学習
（現地学習）陶芸の実地体験学習
（事後学習）自分が作成したものの評価
●補足説明：手回しろくろ体験では、湯呑・茶碗・お皿・丼など、手動で回しながら作るので色々な形の
物が造れます。初心者の方でも簡単に造りやすい体験教室です。絵付け教室では、職人が作った、湯
呑・茶碗・お皿などに絵付けが出来ます。作陶より絵を描きたいという方にお薦めです。
●感染対策：マスク着用、アルコール消毒
≪問い合わせ先（受付可能な曜日・時間を含む）≫
URL： http://www.sitiemon.com/craftwork/pottery/
【七右エ門窯】 年中無休 （12月30日～1月5日陶芸教室休み）

小さなお子様から年齢問わず手ぶらで気軽に楽しめる陶芸体験教室です。
指導員が丁寧にご指導いたしますので、安心してお楽しみいただけます。
やまがた広域観光協議会

☎023-642-7777 営業時間：9:00～17:30
（陶芸体験受付：9:00～15:00）
≪予約（申込）方法≫

必要（15名以上の団体の場合は要予約）
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