アクセス
当イベントは大江町全体を博覧会の会場に見立て、特設会場を起点に町を巡っていただくことをコンセプトにしております。多く
の特設会場が町営バスのバス停にほど近い場所に配置されているため、効率よく安価な移動手段として町営バスでの巡回をオスス
メします。

町営バスの料金

町営バスの時刻表は
こちらからご覧ください

一律 大人 100 円、
幼児無料
高校生以下 50 円、

乗車１回

全体 MAP
山里交流館やまさぁ～べ

左沢駅
中央公民館ぷくらす

大江町役場
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ふれあい会館
道の駅・テルメ柏陵
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石山工務店

③大江町交流ステーション
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発祥の地 碑
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左沢郵便局前
バス停：左沢郵便局

②桃の実工房
23
左沢郵便局前
( 左沢郵便局 )
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左沢駅 左沢駅前

左沢十字路

大江町交流ステーション

桃の実工房

駅前ロータリー

ふれあい会館

112

山形県西村山郡大江町大字左沢 17

山形県西村山郡大江町左沢 16-1

山形県西村山郡大江町左沢 876-18

山形県西村山郡大江町左沢 306

⑤林武一郎商店/たい焼さくら

⑥まちなか交流館 ATERA

⑦菊地写真館

⑧ケイクスデザインオフィス

まちなか交流館 ATERA

まちなか交流館 ATERA
左沢十字路
林武一郎商店/たい焼さくら

112

大江町役場

左沢十字路
林武一郎商店/たい焼さくら
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役場前

112

大江町役場

458

ケイクスデザインオフィス

菊地写真館

山形県西村山郡大江町左沢 358

山形県西村山郡大江町左沢 435

山形県西村山郡大江町左沢 508

山形県西村山郡大江町左沢小漆川 2290-2

⑨テルメ柏陵 健康温泉

⑩中央公民館ぷくらす

⑪大江町歴史民俗資料館

⑫カフェ・ウーピー

←朝日町

287

ぷくらす
道の駅

テルメ柏陵 健康温泉
バス停：テルメ柏陵

ぷくらす

消防署

27

中央公民館前

まっただ な か

カフェ・ウーピー

大江町歴史民俗資料館

消防署

27

入場・観覧無料

役場前

まちづくり、そこで暮らす人々、そこに訪れる人々…いま、目に映るすべてのものが誕生 60 年目の大江町の姿。

消防署

27
中央公民館前

食べ物、
産業、
娯楽、
レジャー、
いま、
大江町は
『現在・過去・未来』
をテーマにした大規模な博覧会の真っ只中。
町中に存在するあらゆるもの、
ひとつひとつが展示物です。

中央公民館前

山形県西村山郡大江町藤田 831-40

山形県西村山郡大江町本郷丁 373-1

山形県西村山郡大江町本郷丁 373-1

山形県西村山郡大江町大字原田 2-6

この Oe

⑬巨海院

⑭月布山寶藏寺

⑮光学院

⑯大江町山里交流館やまさぁ～べ

リオン）をめぐることで大江町を楽しむヒントを発見できるイベントです！

光学院
月布山寶藏寺

27

27

小漆川

⑰奥おおえ 柳川温泉
27

やまさぁーべ前
月布

山形県西村山郡大江町本郷丁 7

貫見郵便局
バス停：貫見郵便局前

やぐら

山形県西村山郡大江町月布 209

山形県西村山郡大江町貫見 960-1

※各会場の駐車場の数が限りがあり、中には駐車場がない場合もあります。
その場合は近くの公共施設をご利用ください。

大江町役場→

奥おおえ 柳川温泉
バス停：柳川温泉

大江町山里交流館やまさぁ～べ

①～⑧のパビリオンにお越しの方は大江町役場、大江町交流ステーション
( 裏側 )、大江町町民ふれあい会館の駐車場をご利用ください。
( イベントスタッフによる駐車場への誘導、駐車場整理は行いません )

山形県西村山郡大江町柳川 1502-3

お問い合わせ
連絡先

O E E X P O 実 行 委 員 会 代 表 大 沼 兄 昌 ( オ オ ヌ マ ケ イ スケ )

電話

0 5 0 - 5 4 3 5 - 2 2 9 3 ( 電 話 に 出 ら れ な い 場 合 、折 り 返 し お 電 話 差 し 上 げ ま す )

メール

event-info@cakes .vc

特設会場（パビリオン）一覧

山形県西村山郡大江町柳川 959-1

MAPの情報
①…特設会場の番号
…特設会場の位置
… 最 寄りのバ ス停
… 目 印 に なる 場 所

会場で
ス

巨海院

EXPO は、町じゅうに散らばった展示物の一部をピックアップし、各地に設けた特設会場（パビ

あつめよう
！
プを
ン
タ

全17ヵ所の特設会場のうち
N!
O
P
12ヵ所スタンプを集めると
景品プレゼント！
（１人１回参加できます）

特設会場はなんと17か所!!

石山工務店

林武一郎商店/たい焼さくら

大江町中央公民館ぷくらす

桃の実工房

テルメ柏陵 健康温泉館

月布山寶藏寺

大江町交流ステーション

ケイクスデザインオフィス

光学院

菊地写真館

巨海院

大江町山里交流館やまさぁ～べ

大江町まちなか交流館ATERA

カフェウーピー

奧おおえ柳川温泉

大江町町民ふれあい会館

大江町歴史民俗資料館

詳細は見開きページをご覧ください。

主催：OE EXPO実行委員会 後援：大江町 / 大江町教育委員会 / 大江町産業振興公社 / 大江町まちなか交流館指定管理者ポート / 千代寿虎屋酒造 / OE REPOWER PROJECT / ケイクスデザインオフィス
協力：大江町観光物産協会 / 大江町酒販組合 / 大江町商工会 / 正調最上川舟唄実行委員会 / 株式会社 石原プロモーション

①石山工務店
最寄りのバス停：左沢郵便局前
テーマ：木・水との共存

雑貨販売『暮らしに対応した木製品』
（ウッドクラフト）
かつて百目木茶屋があった雄大な最上川にほど近い場所で
祭り用木札、木の手作り雑貨を扱っています。

⑥大江町まちなか交流館 ATERA
テーマ：はじまりの場所
昭和 11 年から銀行、警察署など様々な形で利用されてきた
建物。2018 年、公共施設としてリニューアルオープンしたこ
の場所から博覧会への旅がはじまります。

Oe EXPO 特別展示『祈り』
（おいで、
おおえ）
時代の移ろいや人々の暮らしについて、60 年の時を軸として、
ます。この場所を起点に各会場での展示を読み解くための
きっかけとして是非ご観覧ください。

②桃の実工房

テーマ：伝統工芸の継承
山形県大江町で愛されて６０余年。全国で唯一の『桃の種』を
使った自然の造形美を楽しめる『桃の実工芸品』をぜひどう
ぞ。店主のライフワークの彫刻作品の展示、そして普段のお

Oe EXPO 特別展示『大江の地酒 大江錦３０年の歩み』
（OE REPOWER PROJECT)
協力：千代寿虎屋株式会社
大江町 60 年の歴史の半分は、地酒『大江錦』の歴史でもあり

最寄りのバス停：役場前
テーマ：町の記録
創業 140 年を迎える写真館。大江町以前から現在まで、大切
な人と一緒の時間を切り取ってきました。

展示『大江町の古写真展』
す。
懐かしかったり、よく知る景色なのに違う世界の写真であ
るかのような。
古き良き時代に思いを馳せながらご鑑賞ください。

2 月上旬に山形市 東北芸術工科大学にて行われている、通称

展示（菊地眞太郎）
2 月 16 日 ( 日 ) ～ 18 日 ( 火 )
菊地写真館の伝統と生業を守る、若き 6 代目の作品展です。
先祖が撮影してきた古写真展と合わせてお楽しみ下さい。

ぶ前にぜひご覧ください。

お土産販売のほか、おおえ秋祭りの祭具を展示しています。

物流における舟の利点、港町そして産地としての大江町の特
徴や魅力などを探ってみてください。

CoﬀeeRoaster&Cafe culmino（コ ー ヒ ー ロ ー ス
出店ブース
ターアンドカフェ クルミーノ）
水郷大江夏祭り灯ろう流し花火大会（毎年 8/15）などでもお
なじみ、人気のカフェ クルミーノが限定出店！

最寄りのバス停：左沢十字路

広く落ち着いた店内に、こだわり選び抜かれたスペシャリ

テーマ：可能性との対話

ティコーヒーの香りが漂います。

53 年前に町内の最上川河川敷で発掘された化石『ヤマガタダ

『春迎え あてら寄席』
（ゲスト：尾暮祐樹）
2/14（金）18:00 ～ 19:00（参加無料）
サアサア、寄ってらっしゃい見てらっしゃい！
学生落語家の尾暮祐樹さん（東北芸術工科大学 文芸学科 4 年
生）をお招きし、城下町左澤の過去に想いを馳せながら、皆さ

出品作家：石原葉・小野木亜美・中村ゆり・大野菜々子・
柏倉風馬・横井えり・藤原泰佑・城山萌々

まに春を呼び込む落語の幕が上がります。

石原裕次郎主演映画『富士山頂』上映 &トークショー
（ゲスト：伊藤宗三 ）
協力： 株式会社 石原プロ
2/16（日）16:00 ～ 18:30（参加無料）
1964 年、台風観測のための巨大レーダーを富士山頂に建設
する途方もないプロジェクトの現場責任者として力を奮っ
一連のエピソードを石原プロが映画化し、1970 年に公開さ
れた映画『富士山頂』を特別上映します。
上映後は氏のご兄弟である伊藤宗三さんをお招きしてトー

最寄りのバス停：左沢十字路

⑧ケイクスデザインオフィス

クショーを行い、当時を振り返ります。

『大江錦』銘柄当て きき酒クイズ（石川博資）

屋。城下町だったことを偲ばせる町屋造りの建物、昭和 11 年

協力：千代寿虎屋株式会社・大江町観光物産協会（地酒推進

竣工当時の姿を残すレトロな店内は、過ぎ去りし頃のロマン

会）・正調最上川舟唄全国大会実行委員会・大江町商工会

を感じるに余りある雰囲気を漂わせています。

2/15（土）11:00~12:30（参加無料）
2/16（日）12:30~14:00（参加無料）

展示『美しい森林からの贈りもの 大江町型住宅』
（大江町型住宅販売会）
大江町の広大な森林で愛情をこめ育てられた優良な大江町
産西山杉を 100% 使用し、大江の匠の技を駆使して建てる、
人に優しく健康を考えた『大江町型住宅』をご紹介しています。

もあるかもしれません。何があるのかわからないドキドキを
胸においでください。あなたを刺激するエネルギーに溢れた

2/15（土）15:30 ～ 16:30
大江町『最速』の称号が欲しくはないか？愛車をサーキット

強者達よ！いま、風と時を超える闘いが始まる…
最寄りのバス停：役場前

持ち物：自分のミニ四駆

テーマ：Rebuild

参加料：小学生～ 29 歳 無料、30 歳以上 200 円

左沢小漆川城（1622 年築城）の本丸エリアに位置する建物。

優勝商品：タミヤグレードアップパーツ No.424 ミニ四駆

普段は個人デザイン事務所ですが、本イベントでは若き学生

ポータブルピット ほか

クリエイターによるコンセプチュアルなインスタレーショ

※前半はコースを使っての試 走ができます
（フリー走行タイム ）

ン空間として一般解放されます。

※フリー走行タイム終了後、レースタイムに突入します

展示『未定（仮）』
（高野奈美）

作品展示『Junkion』
（鴨田康介）

部屋全体をキャンバスに地域の動物たちと人間の関係性を
テーマに、空間全体にアートワークを施しています。

地酒『大江錦』を試飲して銘柄を当てるクイズ！
高得点者には大江町特産品 ( お酒など ) プレゼント！
ブースでは大江錦の誕生秘話を聞けるかもしれません。
出題銘柄（予定）：
日本酒 大江錦（初しぼり・本醸造・純米酒・大吟醸 神通の雫・
大吟醸 雪女神）
・焼酎 舟唄の里

予約：0237-62-4620

最寄りのバス停：月布

最寄りのバス停：中央公民館前

テーマ：地域とお寺

テーマ：生き方の容

基本全日（2/15( 土 ) の午前中は檀家以外の方の訪問はご遠

明るく暖かな大きな木の家、オープン 20 周年を迎える身体

慮ください）

に良いものしか使わないカフェ。３匹のコーギー犬に出迎え

開山より 400 年、境内で映画上映が行われていたこともあっ

られて、ハーブティでほっこり身体を癒せるこの場所は、大

たという、地域に親しまれてきたお寺。人と知識や信仰が集

人が心身から楽しめるものにあふれています。

い、相互に与え合い助け合い、共同体としての強固なシンボ
ルでもあった地域のお寺は文化、歴史、そして教えの集積地

ウーピーホームコンサート
2/15（土）14:30 ～ 15:30（14:00 開場）

を展示します。

段とは違った側面から掘り下げます。

大江でも活躍中の３人による歌声と演奏をお楽しみください。
ゲスト：鈴木布美子（ピアノ）・高橋まり子（ソプラノ）・鈴

トークショー『和の建築・月布 宝蔵寺を構成する』

木信哉（チェロ）

2/16（日）10:00~11:00（参加無料）

大人 1500 円、高校生以下 1000 円、小学生以下 500 円

ファシリテーター：鈴木悦郎（鈴木悦郎設計工房）

（３才以下無料）
（親子割引 500 円あり）
要予約：0237-62-4620

ゲスト：荒井正俊（株式会社 市村工務店）・林隆弘 ( 宝蔵寺
住職 )2010 年に行われた本堂の改修工事を振り返り、建築物
として寺院ならではの苦労や面白さ、最新建築技法と伝統建

2/16（日）14:30 ～ 16:00
参加費：800 円（飲み物、ケーキ付）
小関洋子さんのキーボードに合わせて楽しく歌いましょう。

心と身体にきくヨーガ（食事付）
（講師：平早苗）
2/16（日）10:00 ～ 12:00 要予約
参加費：2500 円（10 名限定）
日常の慌ただしさから離れて自分の心と身体の感覚を取り
戻しましょう。バスタオルか、ヨガマットを持参してください。

築などの側面から、関係するプロたちが当時のビフォーアフ
ターをトークし、解説します。
また、建材として使われた地域産材の特徴などに触れ、大江
町の豊かさを学びます。

涅槃図 一般公開
2/15（土）午後以降～ 2/16（日）
（入場無料）
（2/15( 土 ) の午前中は檀家以外の方の訪問はご遠慮ください）
2/15 はお釈迦様がお亡くなりになった日で、当日は檀家さん
らによってお釈迦様の威徳を偲ぶ法会（涅槃会）が営まれま
す。午後からは涅槃図も一般公開されます。

わんことお散歩
2/14（金）・2/15（土）・2/17（月）10:00~10:30（参加無料）

学生時代、ジャンクパーツを組み合わせて作ったスピーカー

です。今回は地域の人が集う建物としてのお寺に着目し、普

2/14（金）・2/17（月）15:00~15:30（参加無料）

⑮光学院

15 土

毎日の日課、コーギーたちと一緒にお散歩しませんか？
終わった後はきっとわふわふです。

最寄りのバス停：貫見局前
2/15( 土 ) 10:30~11:30 のみ
テーマ：伝承の地

展示『girl』
（深瀬未寿妃）
左沢高校の制服を着た女の子（イラスト）と写真が撮れる
フォトジェニックな作品。
一緒に手でハートマークを作ってね !

ようかい駄菓子屋（東北芸術工科大学 有志団体『東
北妖怪文化研究センター』）
昔なつかしの駄菓子屋さんが期間限定オープン！
『おばけホットココア』など、おばけや妖怪をモチーフにした
オリジナルドリンク販売もあります。

まちづくり系ボードゲーム体験ブース
（参加無料）
（大江町ボドゲサークル『ユルゲ会』）
『カタン』や『街コロ』など有名ボードゲームを通して楽しく
地域を発展させるヒントを見つけよう！
最上川舟運をテーマにしたゲーム『最上川』ほか、様々なボー
ドゲームが遊べます。

Pizzeria Cafe Casette（カゼッタ）
出店ブース
2017 年に大江町藤田にオープンしたピザ屋 カゼッタが限定
出店！ほくほくメニューで気持ちとお腹を温めてください。
今回だけの限定メニューもあるかも？

テーマ：歴史の隣に住む
国選定 重要文化的景観の構成要素にもなっている老舗の酒

物は毎日変わるかもしれません。タイミングが合わないこと

⑭月布山寶藏寺

歌のつどい（ゲスト：小関洋子）

た大江町 小見出身の伊藤庄助氏。

⑤林武一郎商店 / たい焼さくら

ちの卒業作品たちが大江町特別出張版として集います。展示

⑫カフェウーピー

作品がきっと見られるはずですよ。

日本全国で活躍する若き芸術作家たちが町内外から集いま
動の可能性をご堪能ください。

『卒展』。このブースでは同大学で４年間を学んだ学生有志た

ルなレースが開幕する。集え少年たちよ！そして少年だった

ラフィック作品。

した。様々な表現を通し、今ある自己と地域における文化活

東北芸術工科大学 ４年生有志 卒業作品展示ブース
大江町出張版

に放ち、最も速い者が栄冠を手にする、この世で最もシンプ

ローカル線の終着駅 左沢駅併設の観光案内施設。

作品展示

学べる空間として親しまれています。

メーション作品。パビリオン「光学院（大江町貫見）」に足を運

大江町の礎となった最上川舟運をテーマにしたインフォグ

学び合う場所です。

2016 年に生まれ変わりました。館内全体に大江町産の西山

大江町に伝わる、化け猫伝説の昔話をモチーフにしたアニ

テーマ：発信

くぐり抜けてきたこの建物は、人が集い、自分にないものを

ス（学級）」などをかけて公募により『ぷくらす』の愛称で

ミニ四駆レース OeEXPO カップ 2020

展示『大江町 × 最上川舟運』
（大沼兄昌）

場所。江戸時代の代官所を経て、小学校として激動の時代を

ヤマガタダイカイギュウの愛称「プクちゃん」
「暮らす」
「クラ

愛される大江錦のロマンの一端に触れます。

最寄りのバス停：左沢駅前

イカイギュウ』といっしょに眼下の最上川を眺められるこの

テーマ：何かに出会えるドキドキ感

あの時代、この時代の大江町を少しだけ振り返れる古写真展で

ます。酒造りの道具や行程などの展示を通して、大勢の方に

展示 アニメ大江町の昔話『トラ猫と和尚さん』
（渡辺雛乃）

④大江町町民ふれあい会館

2 月 14 日 ( 金 )18:00~16 日 ( 日 )

杉が使用され、利用者がジャンルの隔たりなく何かを吸収し、

店をご覧ください。

③大江町交流ステーション

⑩大江町中央公民館ぷくらす
最寄りのバス停：中央公民館前

最寄りのバス停：左沢十字路

貯蔵資料や写真、映像から現代のまちでの暮らしを問い直し

最寄りのバス停：左沢郵便局前

⑦菊地写真館

牡丹鍋会（ゲスト：松田隆）
2/16（日）19:00 ～ 21:00
昨今、従来の生息域を越えて山形県内でも被害が拡大させて
いるイノシシ。大江町猟友会の松田氏をお招きし、その生態や
危険性についてイノシシ肉の鍋を囲みながら理解を深めます。
（参加料：200 円＋鍋の材料 1 品
定員：10 ～ 15 名程度（要予約：event-info@cakes.vc）
※一般流通していない食材を扱うため、
自己責任でご参加ください
※アルコール含め飲み物の取り扱いはありません。

寒河江一帯を４００年にわたって支配した大江家最後の城主

⑪大江町歴史民俗資料館

⑬巨海院

大江高基公自刃の地である御館山にほど近く、その菩提を弔

最寄りのバス停：中央公民館前

最寄りのバス停：小漆川

地には大江公にまつわる話、不思議な昔話が数多く存在します。

テーマ：暮らしと青苧
大江町の特産品であり、かつては高級衣料の糸として高値で

うとともに、当時の遺品が大切に保管されていますお寺。この

テーマ：護り
移築された小漆川城の山門をはじめ、城主 酒井直次夫妻の墓

取引された植物、青苧（あおそ）。昨今、地元団体『青苧復活夢見

所でもあり、数多くの歴史や由緒を抱える古刹。

隊』の活動によって復活の兆しを見せています。かつて青苧の

そうした歴史に想いを馳せるとともに、これからを日々を無

商人として大きな財を成した豪商 斎藤半助氏の家を大江町 十

事に生きてゆくための学びをお持ち帰りください。

郎畑より移築された建物でかつての豊かさに触れてください。

貫見のふしぎな昔話（ゲスト：松田正志）
（参加無料）
大江町 貫見に伝わる『貫見の七不思議』をはじめとする不思
議な昔話や伝承を楽しむトークイベントです。

座禅体験
展示
『蘇りの青苧ものがたり』
（青苧復活夢見隊）

2/15（土）、2/16（日）10:30 ～ 11:00（参加無料）

青苧復活夢見隊の過去 10 年以上に及ぶ活動のダイジェスト、

自分と向き合い、
精神統一を行う禅の基本的 な修行法を10～20

古くから町で保管されてきた青苧関連の文化財などを展示

分程度の時間で体験できます。

しています。

イスに座ってもできますのでお気軽にご参加下さい。

⑯大江町山里交流館やまさぁ～べ
最寄りのバス停：やまさぁーべ前
テーマ：木と自然の学び舎

展示『布絵本と古布の手づくりお細工もの』
（渡辺京子）

黒木あるじナビゲート 大江町の怪談・奇談
（ゲスト：黒木あるじ）

大江のひな祭りなどで飾られる、艶やかで可愛らしい吊るし

2/15（土）17:00 ～ 19:00（参加無料）

雛をはじめとして、人形、ミニ着物、挿絵の衝立て（タペスト

山形には土地の記憶に結びつく昔話や怖い話、不思議な話が

リー）、変わり吊るし飾り、布絵本などの展示を行います。

数多い。山形市在住の怪談作家 黒木あるじ氏をお招きし、逢

（入場可能なのは玄関近辺までとなります）
廃校となった旧七軒西小学校が自然体験のための施設とし
て生まれ変わったのは 2015 年。
「雑草」という植物はないこ
とを楽しい体験の中で学べるこの施設は地元民にとっての
特別な当たり前を体感できる場所です。

魔ヶ刻に幕を開ける怪談会。

和布ピエロのブローチ作りワークショップ
（渡辺京子）

お帰りの際はくれぐれもお気をつけを…

⑰奧おおえ柳川温泉

2/16（日）随時（参加料：200 円）
着物のはぎれを使った和布で小さなピエロ人形ブローチ ( ま
たは和布の針山 ) を作ります。

いとぐるまのおはなし会（ボランティアグループ
『いとぐるま』）

⑨テルメ柏陵 健康温泉館

最寄りのバス停：柳川温泉

最寄りのバス停：テルメ柏陵

大江町の奧、不自由なく行ける最大深度の温泉がここではな

テーマ：水を楽しむ温泉
世界中で大人気のドラマ『おしん』のロケ地として有名な最

2/15（土）13:30 ～ 14:30（参加無料）

上川の河原にほど近い天然温泉。高濃度の成分が溶け出す極

布絵本や紙しばいを使った読み聞かせを行います。
赤ちゃん～

上の泉質で県内外に多くのファンが足繁く通います。

小学校低学年まで、ぜひ親子で楽しい時間をお過ごしください。

不思議なお湯ですが、果たして今日の色は…？

テーマ：山を楽しむ温泉
いでしょうか。時の流れを忘れるほどゆっくりとした時間が
流れるこの地の空気と、保温効果の高い泉質が気に入り、県
外から定期的に通うファンも数知れず。冷えた手足を温めて、
また別のパビリオンへと足をお運びください。

内容、会場等は当日までに変更になる場合があります。

