鮭川旅情
山形県鮭川村を巡る Sakegawa Ryojyo

第 19 号

T AK E FREE
ご自由にお持ち下さい

フォトジェニック
な稀少動植物

フォトジェ二ック
な鮭川村の風景

月蔵院まえ鮭川と虹

フォトジェニックとは写真写りが良
い︑写真向きであるという意味の語で
す︒鮭川村には︑そんな思わず写真が
撮りたくなるような︑変わらない里山
の原風景が広がっています︒だからこ
そ︑今もなお稀少な動植物が多く生息
し︑生物多様性が守られています︒

与蔵峠より 10 月初旬雲海と朝日

牛潜地区：ヒメギフチョウとカタクリの花

牛潜地区：トウゴクサイシンとヒメギフチョウの卵

牛潜地区

真木地区：コシノカンアオイとギフチョウの幼虫

ギフチョウ
ヒメギフチョウ

村指定天然記念物であるギフチョウ
属︒４月中旬〜５月中旬の一ヶ月程し
か成虫としての姿を見る事が出来ませ
ん︒また︑主に日本海側にギフチョウ︑
太平洋側にヒメギフチョウが生息して
いますが︑鮭川村はその中間に位置し
混生地となっています︒
鮭川村自然保護委員会では毎年︑５
月初めに﹁ギフチョウ属観察会﹂を行
い︑絶滅危惧種であるミチノクサイシ
ンをはじめ︑トウゴクサイシン︑コシ
ノカンアオイの食草等についても観
察︑学習し︑保護・保全の仕方につい
て考える機会を作っています︒

山の神地区：ギフチョウのミチノクサイシンへの産卵

〜「生物多様性」を守る〜
北に鳥海山、南に月山が望める鮭川村。この豊かな自然が動植物達にとっても住
みやすい環境となり、絶滅危惧種が多く生息しています。
「水辺の宝石」とも言われるトンボの種類が多く生息するのも清流鮭川をはじめ
とし、清水が湧き澄んだ水が豊富な環境が維持されているからこそです。

湿原に生息する希少植物

トキソウ
絶滅危惧種Ⅱ類
花期 5 〜 7 月

ミズチドリ
絶滅危惧種Ⅱ類
花期 6 〜 7 月

サギソウ
絶滅危惧種 IA 類
花期 7 〜 8 月

ハッチョウトンボ （オス）
体長 20 ㎜ 程の日本一小さいトン
ボ、日当たりの良い湿地に生息
する。山形県では準絶滅危惧種
出現時期：5 〜 10 月

ハグロトンボ（オス）
オスの胴体は金緑色に輝き、メ
スは全身が黒い。河川の岸部に
生息する。 要注意種
出現時期：5 〜 10 月

サルメンエビネ
絶滅危惧 IA 類
花期 4 〜 5 月
ブナ帯の落葉樹
林下に生える。

アオハダトンボ（オス）
オスの翅が青藍色に輝く。河川
中流域で清流に生息する。
準絶滅危惧種
出現時期： 5 月初旬〜 6 月

ヒトツボクロ
絶滅危惧種 IA 類
花期 5 〜 6 月
やや乾いた林内
に生える。

鮭川村の希少動植物達と暮らす風景
米湿原の紅葉

チョウセンアカシジミ 現在村内では絶滅
最上郡内わずか数か所に生息
ゲンジボタル 羽根沢地区

日下地区 代掻きと夕焼け

村のお土産品紹介

神代豆まんじゅう

山形県鮭川村の

﹁楢山神代豆﹂は︑

澄んだ空気と

豊かな大地で

育ってきた

八個入り

伝承野菜の枝豆です︒

香り豊かな

﹁神代豆﹂１００％

使用しています︒

取扱い販売店

鮭の子館
…
たかはし酒店
羽根沢温泉

８５０円

サッキー
最近の

鮭川村 夏〜秋のイベントだより
８月１８日（金）庭月観音灯ろう流し

サッキー
最近少し
鮭川弁を
喋れるように
なったよ！

毎年８月 18 日に仏式としては東
日 本 随 一 の 灯 ろ う 流 し。鮭 川 を
ゆったりと流れる灯ろうの幻想的
な風景をお楽しみください。
問合せ先：庭月観音
TEL：0233-55-2343

９月１７日（日） トトロの里マラソン大会
通称トトロの木と呼ばれる「小
杉の大杉」その周辺の長閑な里
山の風景を楽しみながら走るマ
ラソン大会が開催されます。

どない？！

問合せ先：鮭川村中央公民館
TEL：0233-55-3051

３

日暮里春まつりにてダンス披露！

４

１０月８日（日） 鮭川きのこ王国まつり
東北一のきのこ生産量を誇る鮭川
村。見て、食べて、楽しむ、きの
この村ならではの、きのこ尽くし
のお祭りです！
問合せ先：
鮭川きのこ王国まつり実行委員会
（鮭川村役場 産業振興課）
TEL：0233-55-2111

１０月２２日（日） まるごとさけがわ鮭まつり
鮭のつかみどりやイクラ飛ばし
大会など、鮭の遡上する鮭川を
象徴したお祭りです！
問合せ先：
もがみ北部商工会鮭川事務所
TEL：0233-55-2032

定住促進住宅入村式！

６

パレス大宮つや姫レディーと一緒

詳しい内容・最新の情報はこちら

鮭川村・鮭川村観光協会
〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡 2003-7
TEL 0233-55-2111( 代 ) FAX 0233-55-3269
ホームページ http://sakegawa-kanko.com/

←林道先
（ まぼろしの滝）

みなもとや

旧曲川小学校跡地

（トトロに似た木）

小和田

野崎冷菓

本号への取材協力

鮭川村へのアクセス案内
○自動車

山形→【国道 13 号線 約 2 時間】→鮭川
仙台→【国道 48 号線 約 1 時間 30 分】
→東根→【国道 13 号線 約 1 時間 30 分】→鮭川

○JR

山形→【山形新幹線 約 50 分】→新庄
仙台→【仙台線 / 奥羽本線 約 2 時間 30 分】→新庄
※新庄〜鮭川【自動車 約 20 分】

○空路

東京（羽田空港）→【約 1 時間】→山形空港
大阪（伊丹空港）→【約 1 時間 15 分】→山形空港
名古屋（小牧空港）→【約 1 時間 05 分】→山形空港
※山形空港〜鮭川【自動車 約 50 分】
東京（羽田空港）→【約 1 時間】→庄内空港
※庄内空港〜鮭川【自動車 約 1 時間 30 分】

第1号
冬の宿をささえて

第７号
教えて五郎さん！

第１３号
Enjoy ！農都交流！

第２号
鮭川歌舞伎の 200 年

第８号
春、山菜の季節

第１４号
鮭川村の絵描きたち

第３号
鮭川村の仲間たち

第９号
鮭川村の元気人たち

第１５号
鮭川村のうまい店

第４号
きのこができるところ

第１０号
ふるさとの味をたずねて

第１６号
のぞいてみよう鮭川

第５号
昔語りと巡る鮭川

第１１号
鮭川村さんぽびより

第１７号
鮭川村の史跡を巡る

第６号
ヨーがよー

第１２号
Flower of Sakegawa

写真提供

戸塚 喜八

矢口 末吉

配布場所のご案内
●鮭川村内 JA鮭川支店、JA大豊支店、JA鮭川ガソリンスタンド、鮭川郵便局、京塚郵便
局、鮭川小学校、鮭川中学校、鮭川保育園、こまどり保育園、佐藤医院、鮭川歯科、中央公
民館、ホテル紅葉館、加登屋旅館、松葉荘、エコパーク、鮭の子館、みやまの里木の根坂、
大将、千太郎、珍来、ふくろう、野崎冷菓、古民家レストランみなもとや、農家民宿まつ乃、
庭月観音、秀林寺、小杉の大杉トイレ、最上北部商工会鮭川支部
●新庄市 新庄観光案内、ゆめりあ、エコロジーガーデン、市民プラザ、新庄図書館、雪
の里情報館、新庄ふるさと歴史センター、アモモ、ルートイン新庄、ニューグランドホテル、
県立新庄病院、農業大学校、市民文化会館、
トヨタレンタリース山形新庄駅前店、オーシ
ャンレンタカー、ニッポンレンタカー新庄駅前営業所、駅レンタカー新庄営業所、新庄市旅
館組合、新庄タクシー、最上観光タクシー、最上エコポリス自然案内協会、グリーンホテル
新庄、ポストホテル、最上地区観光ボランティアガイド連絡協議会、GOSALOn
●真室川町
●金山町
●舟形町
●最上町
●戸沢村
●大蔵村

真室川駅、真室川町立病院、梅里苑、おかしの平和堂
シェーネスハイム金山、遊学の森、マルコの蔵
若あゆ温泉、舟形町観光協会
川の駅ヤナ茶屋もがみ、瀬見温泉各施設、赤倉温泉各施設
ぽんぽ館、道の駅とざわ高麗館、戸沢藩船番所、白糸の滝ドライブイン
肘折温泉各施設

● 県内県外 観光施設、宿泊施設、観光案内所、公共施設、新聞社、各サービ
ス施設、飲食店、など
第１８号

鮭川村の伝統芸能

取材・配置等のご協力ありがとうございます。
また、新たな配布可能な場所等ございましたら、発送またはお届けにあがります。

鮭川旅情【第 19 号】平成 29 年 7 月 14 日発行

発行：鮭川村むらづくり推進課

〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡 2003-7
鮭川村役場内 企画・編集 鮭川村地域おこし協力隊

「こんな事をしている」「あんな人がいる」「ここの景色が素晴らしい」などな
どお気軽にご連絡頂ければ、直ちに協力隊が取材に伺います！各地区の情報を
提供頂ければ大変うれしいです！

