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酒田おもてなし隊とは？

庄内地域を観光で元気にする学生団体です！

酒田おもてなし隊は、東北公益文科大学の学生サークルです。生活や
活動の中で感じた庄内地域の「魅力」を発見・分析し、それらをどのよ
うに活かせるかを考え、企画や意見を地元の方と一緒に共有したり、実
施したりしています。また、観光ツアー時には、ガイド役として、全国
の方々と触れ合える機会にも恵まれてきました。最近では、コロナウイ
ルスによる観光客の激減から、「観光を通して多くの人と関わる」機会
が減少してしまったので、新しい観光の価値観や形態を自分たちで考え
ながら、やりたいことやできることを模索しています。
2021年度からはSNSでの情報発信を強化して活動に取り組んでいます。

「現地に来れなくても、世界中の人に庄内地域に興味を持ってほしい」、
「コロナ収束後に観光客としてお越しいただき、またおもてなしをした
い」。そんな気持ちを胸に、簡潔で分かりやすく魅力を伝えられるよう
意識しながら情報発信を行っています。
興味がある方は、ぜひ各SNSのフォローをよろしくお願いします！

• 現地調査

• 魅力発見

• 企画考案

• 企画実行

• 情報発信

• SNS運用

• 地元企画の
お手伝い

• 企画参加

• 観光ガイド

地域が
元気に！
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酒田おもてなし隊の活動遍歴

コ
ロ
ナ
前

2014年、「山形ディスティネーションキャンペー
ン」をきっかけに、酒田おもてなし隊が誕生した。
コロナウイルスが流行するまで、「駅からハイキン
グ」の活動を軸にして、観光客・地域の人と直接関
わり、様々な観光プランを学生自らが企画し、ガイ
ド役として実行。
また、酒田駅で学生観光案内所を開く「駅活動」

や、地元の高校生と協力して行った「うわさプロ
ジェクト」、「観光イベントのファシリテーター」
など、大学外のフィールドワークに力を入れていた。

駅からハイキング

駅
活
動 清掃活動
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コ
ロ
ナ
後

2020年コロナウイルスが流行し、私達の活動にお
いて最も重要な観光客が激減。学校外の活動を軸と
していた酒田おもてなし隊の活動も、一切なくなっ
てしまった。自粛期間中、隊員たちは「せっかく、
酒田おもてなし隊に入部したのに、何もできないま
ま大学生活を終えてしまうのだろうか…。」という
不安でいっぱいだった。
わたしたちにとって最悪な事態を打開し、コロナ

禍でも活動が出来るようにするため、新時代の観光
や活動を考え直し、新たな活動を行っていくことを
決意した。

企画提案・実行

情
報
発
信 観光ワークショップ
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①

➁

③

④

➀酒田

• 酒田ミニ駅ハイ
• パワースポットマップ作成
• 酒田市観光プランコンペ
• 新入生マップ作成＆大学周辺ガイド
• 観光列車海里お出迎え
• 酒田の魅力発掘ワークショップ
• 街歩きライブ配信inミライニ
• 中通ゆかたフォトコンテスト参加
• NHK大好き山形～酒田編～に出演
• 若者「庄」学校 ファシリテーター
• くらべるトラベルinミライニ
• 日和山小幡桜 テープカット
• ハロウィンライトアップイベント
• クリスマスライトアップイベント
• タクシー観光モニターツアー
• 「ささえびと」ラジオ出演

➁平田地域

• 温泉改革プロジェクト inアイアイひらた
• 小林温泉合宿

③あつみ地域

• あつみワーケーション
• 観光ワークショップ
• あつみ温泉お仕事体験
• あつみ温泉PR撮影＆魅力調査

④飛島

• 魅力探求会
• SOKOAGEキャンプ

活動地域

たくさんの地域で
活動させていただ
きました！！！
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6

～その他の情報発信～

• 「大好き！やまがた（酒田編）」ＮＨＫ様より

（➀https://www.nhk.or.jp/yamagata-blog2/500/455833.html）

（➁https://www.nhk.or.jp/yamagata-blog2/500/456361.html）
• 「送迎バス付きキャンプ場提言」荘内日報様より
（http://www.shonai-
nippo.co.jp/cgi/ad/day.cgi?p=2021:07:23:10542）

• 【私たちとSDGｓ】山形新聞様より
（https://www.yamagata-
np.jp/yamashin_sdgs/act_for/act_koekidai.php）

• 「大学生が温泉改革！？」ＮＨＫ様より
（https://www.nhk.or.jp/yamagata- blog2/300/454835.html）

Instagram

フォロワー 2000人！
おもてなし隊の活動内容や
庄内地域で発見した魅力を
投稿しております！

Twitter

フォロワー 500人！
庄内地域で発見した魅力
を投稿しております！
昨年は1度バズらせてい
ただきました！？
わ～い！！！

Facebook
おもてなし隊グループ作りました！
活動内容や活動のPR、地域の魅力発信など
を投稿しております！
気になる方はぜひ「酒田おもてなし隊」で
検索！！！
https://www.facebook.com/groups/457081
207756462/?ref=share

ホームページ
https://sakata.mypl.net/shop/00000354109/

地元の記事がたくさん載っている記事サイ
ト「まいぷれ酒田」さんとの連携！！ホー
ムページやアプリからご覧出来ます！
隔週で活動記録やその時に発見した魅力を
投稿中！！

やまがた学生情報局

山形大学の学生サークル「やまがた学生情
報局」さんとの連携！！隔週で庄内の魅力
を記事にして投稿しております！
https://liveyamagata.info/?utm_source

情報発信ツール
ぜひ各SNSの
フォローや検索を
お願いします！



2020/10
・酒田ミニ駅ハイ
・パワースポットマップ作成

2020/12～2021/02
・観光プランコンペ
・酒田おもてなし隊説明会in公益大

2021/04
・大学周辺ガイド
・観光ワークショップ
・観光列車海里お出迎え
・魅力探求会in飛島
・アイアイひらた現地調査開始

2021/06
・小林温泉現地調査
・街歩きライブ配信in
ミライニ

2021/03
・あつみワーケーション
・新入生マップ作成

2021/05
・あつみ温泉
お仕事体験

コロナ禍で、駅ハイ
や駅活動、地域のイベ
ントも中止となり、思
うように活動ができな
く残念でした。しかし、
この期間があったから
こそ、今後の庄内地域
の観光や情報発信につ
いて考える良い機会に
なったと感じます。

（石塚杏）

観光業や街おこしに興味があった
ので、観光プランコンペがあると聞
いて参加してみたいなと思い入部し
ました！おもてなし隊に入部しなけ
ればできなかった体験や人との繋が
りができたので入ってよかったなと
思ってます！（田中歩）

コロナ禍でなかなか
活動ができなかったけ
ど、これからの活動を
思いっきりスタートさ
せるいい機会だと感じ
ました。たくさん取り
組みたい！という気持
ちで活動に参加しまし
た。（大場千聖）

コロナ
発生

コロナ禍の活動を時系列でまとめてみました！

活動記録
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僕は3年生の時におもてなし隊に入隊し
ました。周りの人よりも遅く入隊したので、
うまくやっていけるか不安でしたが色々な
活動に楽しく参加できたと思います。みん
な明るく元気な人達ばかりなのでとても楽

しいです。（髙橋秀仁）

これから活動してい
く上でまだまだ多くの
制限があると思います
が、もっと酒田を元気
にしたい！魅力を伝え
たい！という熱い気持
ちでこれからも酒田、
庄内を盛り上げていけ
るよういろいろことに
チャレンジしていきま
す！（根田直樹）

2021/08
・中町ゆかたフォトコンテスト
・若者「庄」学校ファシリテーター

2021/09
・NHK大好き山形～酒田編～出演
・SOKOAGEキャンプ
・アイアイひらたモニターツアー

2021/10
・日和山小幡桜テープカット
・くらべるトラベルinミライニ
・ハロウィンライトアップイベント
・あつみ温泉PR撮影＆魅力調査

2021/11
・「小さな親切」実行賞受賞

2021/12
・クリスマスライトアップイベント
・タクシー観光モニターツアー

2022/01
・「ささえびと」ラジオ出演

2021/07
・小林温泉合宿
・アイアイひらた企画発表会
・観光列車海里お出迎え

この頃からおもてなし隊の知名度が上が
り始め、非常に嬉しい気持ちでした。コロ
ナ禍で、以前とは異なる活動に挑戦してき
た結果として、より多くの方と活動をする
ことが出来たと感じています。（金澤碧）
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【街歩きライブ配信：田口輝】
私たちは、ラーメンの三日月軒さん、ジェラートのモアレさん、壺

焼き芋専門店のそらいもさんでライブ配信を行わせていただ
きました。普段あまり話すことがない店員さんと深くかかわること
ができ、今まで以上に酒田の飲食店の良さがわかりました！

【下山千尋】

「白バラ」を拠点に活動しました。高校生と協力してライト
アップの手伝いを行いました。僕にとって様々な年代の方と

活動することは新鮮で、とても勉強になりました。また、「白
バラ」の歴史についても学ぶことができたので非常に有意義
な活動だったと思います。

【くらべるトラベル：小野寺緋彩】
いろんな人と交流できる機会が少ない中、地元の高校
生や地域の方々と触れあえてよかったです。また、酒田

市の昔と今、両方を知れる良い機会になりました。八
百屋では果物、定食屋では自慢の一品をいただくな
ど、地元の店についても知ることができました。

【観光プランコンペ：落合菜央】
酒田の魅力を多くの人に発信するために、ターゲット
を各年代層に分けたツアーの提案をしました。ミッショ
ン形式で楽しめるような仕組みにしています。ツアー考
案のために、実際に現地に行き、酒田に住んでいても

知らなかったことを発見出来たことから、酒田は知れ
ば知るほど楽しめる街だと感じました。このツアーは地
元の方にも需要性のあるものだと思うので、実行出来
れば身近の方への魅力発信に繋がるのではないかと考
えます。

日和山ライトアップイベント 【大場里瀬奈】
私は小幡楼を中心に活動しました。カラフルなポンチョを羽
織りながら、高校生や地域の方々と交流できて楽しかったで

す。ライトアップは、特に下日枝神社の迫力が印象的でした。
舞妓さんに会ったり、売店ではババヘラを食べたり、酒田に
ついて沢山知ることができました！
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【企画考案・実現：片桐真央】

館内にビーズクッションやラグを置きゆっくりくつろげ
るような空間にするという提案をしました。普段はなかな
か一緒に活動できないような、選択コースの違う先輩や
後輩と一緒に企画していく作業は楽しかったです。実際に

自分たちの企画を実現できたことは、自分にとって良い
経験になったと感じます。

【企画発表会：鈴木遥】
お土産班としてプレゼンしたことが心に残っています。お土産を

さらに魅力的に魅せるための工夫を考えてプレゼンするという
貴重な機会を頂き、真剣に取り組むことが出来ました。お土産

コーナーが変化していることをSNSで拝見し、新しいことに取
り組む大切さを学ぶことが出来ました。

【モニターツアー：高橋諒】

一番思い出深い活動は、キャンプ体験です。みんなで
組み立てたテントは大変だったけど楽しくて、窯で焼いたピ
ザや焼きマシュマロは絶品でした！そして何より、様々な分
野に携わっている人たちが一体となって地域創生を考える

熱意と地元愛には心動かされました。この場所がこれ
からも愛され続けるために 自分には何ができるのだろうと
真剣に考える体験は僕を成長させてくれたと思います!

【浦田竜暉】

バーベキューが終わった後に焚き火をしながら世間話をし
たのが合宿での1番の思い出です。周辺が山というとても静
かな空間で、聞こえてくるのが虫、火が弾ける音、会話だけと

いう最高にエモい瞬間を体験できました。平田の良さ、自然
の良さを改めて実感できる最高の合宿でした。

小林温泉合宿
【三浦扶美奈】
おもてなし隊の初活動が、小林温泉合宿でした。初対面の
人が多くて不安でしたが、話してみるとフレンドリーな方々ば

かり。陰キャ三浦も馴染めたのでした。小林温泉は、フィー
ルドワークやBBQに花火など、夏を存分に味わうことができ、
まるで『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の世

界観を味わえます。心の底から夏が好きになれます！
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【あつみ温泉お仕事体験：梅津芽依】

あつみ温泉での職業体験を通して、ホテルの仕事
を体験させて頂いたり、地域の魅力を肌身で感じたり
と、1泊2日でとても濃い有意義な時間になったことを
鮮明に覚えています。あつみかぶや、温泉はもちろん

ですが、人のあたたかさが何より素敵な魅力であ
ると感じました。

【大河内飛向】

初めてのあつみ温泉で、歴史を感じられる街の雰囲気
に包まれながら、足湯に入り、紅葉を眺めたことは今でも

印象に残っています！飲食店、お土産屋さんも充実して
いるので、立ち寄る機会があれば、あつみ温泉の魅力を
肌で感じてみて欲しいです！

【大平健太郎】
地域の方々もあたたかく、素敵な場所で楽しく活動でき

ました。また、地域を活性化させるため活動をされている
方々のお話も聞けて、よい刺激をもらえました。まだまだ
あつみ温泉を盛り上げたい！と感じたので、これからもあ
つみ温泉での活動をしていければと思います。

【あつみワーケーション：川崎渓華】

SDGsの視点から地域の観光を考えました。全国各地から
集まった様々な業種、年齢層の方々とワーケーション、ディス
カッション等を行うことでこれまで考えたこともなかった地域の

観光の在り方を学びました。おもてなし隊の一員として酒田
をはじめとした庄内地域の観光の現状を知っておくこと、それ
らの未来を考えることは私の責務であると感じています。地域
の観光について深く考える良い機会となりました。

あつみ温泉PR撮影、魅力調査

【観光ワークショップ：星川楓】

冨樫さんを講師として迎えて行ったワークショップは、
彼の体験談や現在行っていることを交えて庄内の観光につ

いて改めて考える機会になり、私自身、地域観光に強い興
味があったのでとても勉強になりました。また、ワークショップ
への参加が初めてだったので新鮮で面白かったです。
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【飛島の魅力：田口輝】

飛島にあるカフェ「しまかへ」のメニューは全部おいしいで
す！！定番の海の幸以外にも、ハンバーガーやからあげ、アイ

スといった、若者が大好きな食べ物がいっぱい！あずきうど
んも意外といけるかも！？？

【飛島の魅力：丹歩】
飛島は、離島ならではの海と山を楽しむことができます。陸

にはトビシマカンゾウなどこの島にしかない動植物もありま
す！また、時期によって渡鳥を見たり、穴場とも言えるような
場所に行ってみたりと飛島での遊び方はたくさんなのでぜひ
行ってみてください！！

【飛島の魅力：小野寺琉菜】

飛島の魅力は、良い意味で中毒性のある場所なところ！環境
問題においても、島民や景色の良さにおいても、また行きたい！

と思わせるような魔性の魅力が沢山あり、私自身もその中毒
の1人です！

【 SOKOAGECAMP：須藤瞳】
今年度予定していた飛島の活動が、コロナウイルスの影響で無くなっ
てしまい、唯一参加できた活動がこの底上げキャンプでした。5日間、

飛島の大自然に触れながら、自己内省をすることで、自分の軸や未
来を考えるきっかけとなりました。情報発信や企画を考えるうえで大切
な、「自分がまずその土地に魅力を感じること」を気付かせてくれたこ
の土地にとても感謝しています。人生初めてのシュノーケリングの景色
が今でも忘れられません！絶対飛島にまた行きたい！

今年はコロナウイルスの影響であまり活動が出来ませんでした…。
ここからは飛島好きな隊員たちが飛島の魅力をご紹介します！！

【飛島の魅力：髙橋みなみ】
私は夏に飛島へ行ったことがあります。その日はとても天気がよく、

海の色が綺麗で、特に舘岩から見る景色は絶景でした。
春には国内で飛島と新潟県の佐渡島でしか見ることのできないトビシ
マカンゾウが一面に咲いているので、季節ごとに違った飛島を味わえ

ます！運が良ければ島猫ちゃんにも会えるので、猫好きの方にもオ
ススメの場所です！！
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隊員名簿

【4年生】（5）
落合佑紀（前隊長）、髙橋颯馬（前副隊長）、
髙橋剛、原聖那、髙橋恵祐

【3年生】（26）
須藤瞳（隊長）、髙橋みなみ（副隊長）、田口輝（副隊長）、
安藤穂香、秋葉朝香、石山宏香、石川創太、石塚杏、
梅津芽依、浦田竜暉、大場千聖、小野夢姫、奥山舞、
小野寺琉菜、金澤碧、川崎渓華、菊田海斗、櫻井碧海、
白幡幸也、髙橋依里、高橋遥、高橋秀仁、富樫歩美、
西山沙希、星川楓、村上禎幸

【2年生】（14）
根田直樹（次期隊長）、田中歩（次期隊長）、
鈴木遥（次期副隊長）、佐藤隆太（次期副隊長）、
岡崎衣里、落合菜央、片桐真央、菅野優香、小松美月、
佐藤瑞希、鈴木美羽、外山輝、樋口愛、渡邊和菜

【1年生】（24）
五十嵐直人、大河内日向、大場里瀬奈、大木拓実、
大平健太郎、小野藍、小野寺緋彩、菊池太陽、小松優、
近藤美佳子、下山千尋、杉沢凜歌、鈴木未來、瀬野叶、
高橋諒、丹歩、戸田ひかり、長岡叶大、福井駿、松本尊、
三浦扶美奈、三浦優羽、柳田朋花、六沢友香

69名‼
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Special Thanks!!
酒田おもてなし隊を応援してくださる全ての方にお礼申し上げます。

【酒田市】
・山形県庁様
・東日本旅客鉄道株式会社 酒田駅様
・酒田市役所 酒田市地域創生部 交流観光課様
・酒田駅前交流拠点施設ミライニ様
・株式会社月見様
・山形県庄内総合支庁様
・酒田市観光ガイド協会様
・酒田市観光推進協議会様
・株式会社 山形新聞社様
・株式会社 荘内日報社様
・日本放送協会 山形放送局（酒田支局）様
・酒田南高等学校様
・山形大学 やまがた学生情報局様
・東北公益文科大学様

【旧平田町】
・株式会社 ひらた悠々の社 アイアイひらた様
・株式会社 ひらた悠々の社 小林温泉ぽぽら様

【あつみ地域】
・あつみ温泉の未来をつくる会 アツクル様
・NPO法人 自然体験温海コーディネット様
・あつみgo-en様
・ローズガーデンカフェ様

【飛島】
・合同会社とびしま様
・NPO法人 底上げ様

上記以外にも、全ての地域のおいて、現地活動や情報発信に協力してくだ
さった方がたくさんいらっしゃいました。情報発信も活動の1つである私たち
にとって、この冊子を手に取ってくださったあなたも、大切な協力者です。
酒田おもてなし隊は、私達の活動にご理解・ご協力してくださる方々に感謝
の気持ちを忘れずに、これからも活動に励んでいきます。応援よろしくお願
いします！
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〇制作
東北公益文科大学 酒田おもてなし隊

〇発行
東北公益文科大学 地域共創センター
山形県酒田市飯森山3丁目5番地の1
（〒998-8580）

電話：0234－41－1115 FAX：0234－31－2082
Mail：kyoso@koeki-u.ac.jp

このパンフレットは令和3年度「公益のふるさとづくり活動補助金
（庄内開発協議会）」の支援を受けて作成しました。

mailto:kyoso@koeki-u.ac.jp

