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人間国宝　奥山峰石
『時が奏でる』

1/5（水）～7/4（月） 新庄市

人間国宝 奥山峰石氏の作品を年代順に
紹介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　1F人間国
宝 奥山峰石記念
室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

近岡善次郎記念室企
画展
「ＺＥＮＪＩＲＯ、人を描く
視点」

4/1（金）～7/24（日） 新庄市

地域の人々をモデルに習作的で創作的な
人物作品を多く残した画伯の足跡を追い
ます。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館

新庄ふるさと歴史
センター　1F名誉市
民近岡善次郎記念
室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

第237回新庄ふるさと
歴史センター企画展
「新庄藩を創設した戸
沢氏の礎を知る」

4/29（金・祝）～7/11
（月）

新庄市

新庄藩を創設した戸沢氏の出自と城下町
の整備等を貴重な資料とともに紹介しま
す。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　2F展示室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

特別展
収蔵資料展－斎藤茂
吉、新たな魅力の発見
－

4/29（金・祝）～8/30
（火）

上山市

斎藤茂吉の魅力を再発見する、様々な資
料を紹介いたします。
休館日：毎週水曜日（祝日の場合は翌
日）、7/3（日）～7/9（土）

斎藤茂吉記念館
斎藤茂吉記念館
☎023-672-7227

【特別企画】
平癒と再生　感謝と祈
りを

4/29(金・祝)～
11/23(水・祝)

鶴岡市

【特別企画】
蜂子皇子御本尊と湯殿山御沢仏の特別
参拝を実施します。
時間：9時～16時30分
拝観料：800円

出羽三山歴史博物
館

出羽三山神社
☎0235-62-2355

肘折温泉名物　朝市 4月下旬～11月下旬 大蔵村

山菜や野菜などその季節の旬の味覚とと
もに、朝市の農家の方との会話を楽しみに
訪れる方々も多く楽しみの場となっていま
す。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

チマチョゴリ着用体験
4月～11月
金・土・日・月

戸沢村

韓国文化を再現した特徴的な道の駅で、
レンタルのチマチョゴリを着ればプチ韓国
旅行気分が楽しめます。
受付時間：11：00～16：30
料金：大人1,000円、小学生以下500円

戸沢村
モモカミの里高麗
館（道の駅とざわ敷
地内）

モモカミの里高麗
館
☎0233-72-3303

第１4回金山町フォトコ
ンテスト

4月～1月下旬 金山町
金山の魅力ある写真を撮影して入賞する
と豪華景品が当たるチャンス

金山町
金山町観光協会
☎0233-52-2111

蔵王ペンション村オー
プンガーデン
山の春～初夏の庭

5/21（土）～7/3（日） 上山市

蔵王の山々に囲まれた各ペンションで自
慢のお庭を公開しています。期間中は花
苗・雑貨等の販売、ランチやカフェの営業
も行っています。
ペンションによりお休みの日があります。
直接お問合せください。

蔵王ペンション村

ペンションブラウン
☎023-679-2970

ペンションあっぷる
☎023-679-2329

水陸両用バスinながい
百秋湖

5/26(木)～8/7(日) 長井市

道の駅「川のみなと長井」を出発し、水の
まち長井を代表する湖、長井ダムながい
百秋湖を水陸両用バスで遊覧します。1周
75分のコースで、湖面入水時はスリル満
点です。ご予約はインターネットかお電話
にて受け付けております。
【料金】予定：大人:3,500円、小学生以
下:1,500円、2歳以下:無料(座席無し)

長井ダム（ながい
百秋湖）
【集合・発着場所】
道の駅川のみなと
長井 観光案内所

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831

バラまつり2022 5/27(金)～7/3(日) 村山市

東沢バラ公園は、バラの香りに包まれた
癒しの空間です。周りをバラに囲まれた贅
沢な時間を過ごすことができます。土日に
は各種イベントを開催します。

東沢バラ公園
村山市商工観光
課
☎0237‐55‐2111

令 和 4 年 7 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2022年7月・8月イベントカレンダー
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長井ダム
ネイチャーSUPツアー

5/27(金)～11月上旬 長井市

長井ダムでSUP(スタンドアップパドルボー
ド)ができる?!
SUPは全長3,350㎜、幅810㎜、厚み150㎜
で、浮遊力があり安全性にも優れているイ
ンフレータブルボード(空気注入式)を使
用。周囲の山々の景色もご覧いただきな
がら、湖面お散歩をお楽しみいただけま
す。ツアーガイドが乗り方をレクチャーし、
体験中も一緒についてまわりますので、初
心者でも安心です。定員は各回6名です。
詳細・申込については、やまがたアルカ
ディア観光局ホームページをご確認くださ
い。
【料金】大人:6,000円、子ども(身長130㎝以
上):4,000円　1回2時間
※アルカディア地域(長井市・南陽市・飯豊
町・白鷹町・小国町)在住者限定料金
　→大人:5,000円、子ども(身長130㎝以
上):3,000円　1回2時間

長井ダム(ながい百
秋湖)
【集合場所】野川ま
なび館

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831

水上サイクリング
長井ダム  水上自転
車体験

5/28(土)～11月上旬 長井市

長井ダムで「水上自転車」に乗ってみませ
んか。水上自転車は両脇にフロートがつい
ているため安定感があり、お子さまから年
配の方まで水に濡れることなく安全に体験
いただけます。ツアーガイドが乗り方をレク
チャーし、体験中もSUPにて近くに待機し
ておりますので安心です。夏は水陸両用
バス、秋は遊覧船を間近で見ることができ
ます。1日8便運行で、1便につき定員は5
名です。
詳細・申込については、やまがたアルカ
ディア観光局ホームページをご確認くださ
い。
【料金】1500円/1回30分間　※大人・子ど
も同額

長井ダム(ながい百
秋湖)
【集合場所】野川ま
なび館

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831

ながい百秋湖ボート
ツーリング「絶景・三淵
渓谷通り抜け参拝」

5月～11月 長井市

ながい百秋湖を船外機付きゴムボートで
楽しむ新たなレジャー。龍神伝説の舞台に
なった秘境・三淵渓谷を巡る約1時間の船
旅です。
※乗船方法及び乳幼児の乗船については
要問合せ。運航日・料金についてはボート
ツーリング公式ホームページをご確認くだ
さい。

長井ダム(ながい百
秋湖)
合地沢湖面広場

(特)最上川リバー
ツーリズムネット
ワーク
野川まなび館
☎0238-87-0605

慈恩寺の御堂如来展 6/1(水)～7/18(月・祝) 寒河江市

特別展では「大日如来坐像」や「阿弥陀如
来坐像」などの秘仏（通常非公開）の他、
本堂・三重塔・薬師堂・阿弥陀堂の国指定
重要文化財16躯を含む28躯の仏像が一
挙公開されます。

本山慈恩寺
本山慈恩寺
☎0237-87-3993

空気神社フォトジェ
ニックライトアップ

6/1（水）～8/31（水） 朝日町

空気まつりに合わせてライトアップを実施
します。澄んだ空気にきれいに見える星々
とライトアップは、幻想的な空間を創り出
し、他にないSNS映えするスポットです。
点灯時間：19時から21時まで

朝日町空気神社
空気まつり実行委
員会
☎0237-67-2113

紅花資料館「時代衣
装展」

6/10(金)～8/11(木・祝) 河北町

収蔵作品の中より、江戸期の紅染め衣装
と祝着などを展示します。
敷地内の紅花畑は7月上旬に見頃となりま
す。時代衣装展と合わせてご覧ください。
・料金
大人400円 高校生150円 小中学生70円
（7/14休館日）

紅花資料館
河北町紅花資料
館
☎0237-73-3500

長井あやめまつり 6/11(土)～7/3(日) 長井市

3.3ヘクタールの園内に紫や白の濃淡が美
しいあやめが多数咲き誇る、日本有数の
あやめ公園です。「長井古種」と呼ばれる、
長井でしか見ることがのできない品種があ
ります。まつり期間中は、売店や物産販
売、さまざまなイベントも開催。

あやめ公園
長井市観光協会
☎0238-88-5279

ゆりまつり
6/11(土)
7/17(日)

飯豊町

東日本最大級のゆり園にて、ゆりまつりが
開催されます。7ヘクタールの広大な敷地
に多品種約50万本のゆりと季節の花々が
咲き競う美しい花園です。

いいでどんでん平
ゆり園

いいでどんでん平
ゆり園
☎0238-78-5587
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観光ブルーべリー園
開園

6/14（火）～ 寒河江市

有機栽培で、葉山おろしの爽やかな風と
寒河江の清流で育ったブルーベリーです。
20アールの広さがある園内には、甘味や
酸味などの特徴がそれぞれ異なる品種が
6種類あり、食べ比べを楽しむことができま
す。

道の駅寒河江　さく
らんぼ会館

JAさがえ西村山周
年観光農業案内
所
☎0237-86-1811

置賜公園ハーブガー
デンフェア2022

6/18(土)～7/10（日） 川西町

ラベンダーやミントなど約100種類のハー
ブが香る置賜公園ハーブガーデン。フェア
期間中は、ハーブの摘み取りやワーク
ショップ、町内飲食店ではハーブを使った
オリジナルランチが楽しめます。

置賜公園ハーブ
ガーデン

置賜公園ハーブ
ガーデンフェア実
行委員会（川西町
産業振興課内）
☎0238-42-6668

芭蕉来訪展 6/23(木)～7/12(火) 尾花沢市

尾花沢市は、俳聖松尾芭蕉が「おくのほそ
道」行脚のなか、元禄２年５月１７日から２
７日まで（現在の７月３日～１３日）１０泊１
１日と長逗留したまちです。芭蕉真筆書簡
をはじめ、「おくのほそ道」関連資料を展示
します。

芭蕉、清風歴史資
料館

芭蕉、清風歴史資
料館
☎0237-22-0104

駅からサイクリング～
サイクリング×トレ
ジャーハント～

6月上旬～10/31（月） 高畠町
高畠町内をサイクリングしながら宝探しを
していく新しい形のイベントです。期間開催
のためいつでも実施可能です。

受付
太陽館
道の駅たかはた

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

空色（そらいろ）・暮色
（くれいろ）ウォーキン
グ〈クアオルト健康
ウォーキング〉

【夏：6月中旬～10月中
旬】蔵王高原坊平コー
ス

空色ウォーキング：10
時～12時

暮色ウォーキング：14
時～16時

上山市

午前または午後のひとときを里山で楽し
む、頑張らないウォーキング。
木漏れ日の森の中で、「気候性地形療法
ウォーキング」を体験。
夏は爽やかな標高1000メートルの「蔵王高
原坊平コース」を専門ガイドと一緒に歩き
ます。
◆ガイド料金
お一人様　3,000円（小学生以上）
※未就学児の方は300円／一人
※中学生以下は保護者同伴
※ウォーキング開始前までに、駅前「かみ
のやま温泉観光案内所」にてお支払いくだ
さい（現金／ゆかった手形）
※キャンセル料：前日15時まで無料／前
日15時以降当日100％
◆申込締切：前日15時まで
◆最小催行人数：2名

【夏】蔵王ライザレ
ストラン集合

（一社）上山市観
光物産協会
☎023-672-0839
営業時間：9時～
17時

夏山開き 7/1（金） 遊佐町

夏山シーズン中の安全を祈願します。鳥
海山の山頂・御浜の山小屋が順次開設
し、本格的な鳥海山の夏山シーズンをむ
かえます。

鳥海山大物忌神社
吹浦口の宮

鳥海山大物忌神
社吹浦口の宮
☎0234-77-2301

鳥海山登山ツアー①
鳥海山フラワートレッ
キング①【大平～御浜
～長坂道分岐～鉾
立】

7/1（金） 遊佐町
大平口～河原宿～７合目御浜～長坂道分
岐～河原宿～鉾立口

集合・解散/JR遊佐
駅または遊楽里

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

月山神社本宮開山祭 7/1（金） 鶴岡市
毎年７月１日に行われる月山開山祭。
※祈祷・供養ともに5件を超える申込み、
団体での参拝の際は必ずご予約ください。

月山神社本宮
出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

市民ゆかたデー
7/1（金）
7/2（土）
7/30（土）

上山市

ゆかたの似合うまち・かみのやまで、今年
も浴衣を着用して業務を行います（7/1の
み）市内企業や飲食店、旅館などで、浴衣
を着てお客様をご案内いたします。
7/2は山形ワインバル、7/30はスマイルプ
ロジェクト☆かみのやまを開催。夏のイベ
ントは浴衣を着てお楽しみください。

上山市内
（一社）上山市観
光物産協会
☎023-672-0839

封人の家観覧料特別
割引デー

7/1（金）～7/3（日） 最上町

今年は芭蕉が訪れて333年。
重要文化財　旧有路家住宅「封人の家」で
は、芭蕉が滞在したとされる7/1（金）～
7/3（日）の3日間については観覧料を特別
割引いたします。
高校生以上　250円→100円、小中学生
120円→50円　幼児無料

重要文化財
旧有路家住宅（通
称「封人の家」）

封人の家管理事
務所
☎0233-45-2397
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おくのほそ道尾花沢そ
ば街道　雪蔵そば食
べ歩き

7/1(金)～7/31(日) 尾花沢市

全国でも有数の豪雪地帯である尾花沢市
の特性を活かした「雪蔵そば」を、期間限
定で味わうことができます。「雪蔵」にそば
の実を貯蔵し、長期間じっくり熟成させた
そばは、より甘みと香りが引き出されま
す。売切れ次第終了となるので、この機会
に是非ご賞味ください。

おくのほそ道尾花
沢そば街道加盟店
舗（９店舗）

尾花沢市商工観
光課
☎0237-22-1111

最上川源流よねざわ
紅花まつり

7/1日（金）～31(日) 米沢市

世界農業遺産への申請を行った紅花の魅
力を次世代へ継承し、地域社会・経済を活
性化させるため、加工、販売、観光など、
様々な取り組みを長期に実施していきま
す。

山上地区及び市内
（一社）米沢観光コ
ンベンション協会
☎0238-22-9607

お得に！ぶらり戸沢村
の旅
周遊クーポン

7/1(金)～11/30(水) 戸沢村

山形県戸沢村で使える1,500円のクーポン
券がもらえる観光キャンペーンを開催しま
す。
先着10,000名様（お1人様1セット）観光施
設や飲食店で利用可能です。

戸沢村内観光施
設・飲食店

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

山形新幹線開業30周
年記念イベント

7/2（土）
山形市ほ
か

2022年7月1日に山形新幹線（福島～山形
間）は開業30周年を迎えます。
このことを記念して、新幹線をご利用いた
だいている方や地域の皆さまへの感謝の
意を込めて様々なイベントを開催します。
グッズや駅弁などの記念商品の販売も行
いますので、ぜひこの機会にお楽しみくだ
さい。
https://www.jreast.co.jp/press/2022/sen
dai/20220616_s01.pdf

山形駅ほか
ＪＲ東日本仙台支
社営業部販売課
☎022-266-9629

山形新幹線&太陽館
開業30周年記念事業

7/2（土） 高畠町

山形新幹線・太陽館、共に30周年を記念し
て開催するイベントです。マルシェや露店、
ミニ新幹線乗車など多くの催しを予定して
います。夜はライトアップやビアガーデンな
ど一日を通して楽しんでいただけるイベン
トです。

太陽館
高畠町企画財政
課
☎0238-52-1112

山形ワインバル2022 7/2（土） 上山市

かみのやま産ブドウを使用したワインや、
山形県内外の個性豊かなワインが楽しめ
る東北最大級のワインイベント。最新情報
は「山形ワインバル」公式Facebookでご確
認ください。10：00～17：00

上山城周辺
やまがたワインバ
ル実行委員会
☎023-672-0839

わくわく合気体操教室 7/2(土) 新庄市
運動不足の解消や、気力・呼吸力を高め
るため合気道の準備体操「合気体操」を行
います。

わくわく新庄
わくわく新庄
☎0233-23-0197

越後米沢街道・十三
峠トレッキング2022

7/2(土) 小国町

イギリスの女性探検家イザベラ・バードの
旅行記の舞台になった山々を、ガイドの案
内付きでトレッキングをお楽しみいただけ
ます。

小国町玉川地区

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831

長井おどり大パレード 7/2(土) 長井市

旧長井市役所前から長井市役所新庁舎ま
での駅前通りを「新長井おどり」の曲に合
わせて踊りながらパレードします。地元の
各団体による趣向を凝らした衣装や演出
も見どころです。

長井駅前通り
長井市観光協会
☎0238-88-5279

景観探険まちあるき 7/2(土) 新庄市
まちあるきを通じて城下町新庄市の歴史
や景観を学び、地域の魅力を探険・再発
見します。

最上公園内
山形県県土利用
政策課
☎023-630-2581

ゲンジ蛍とカジカ蛙鑑
賞会

7/2（土）～3（日） 高畠町

二井宿地区に流れる大滝川に沿ってゲン
ジ蛍とカジカ蛙の散策路があります。鑑賞
会では蛍の光と蛙の軽やかな鳴き声を楽
しめます。

二井宿地区公民館
集合

二井宿地区公民
館
☎0238-52-1001

第41回河北町紅花資
料館 べに花まつり

7/2（土）～3（日） 河北町

ハンカチ紅染め体験や紅こぎんワーク
ショップ、時代衣装展などを開催します。ま
た、あんかけ焼きそばやから揚げなどテイ
クアウトでの販売も予定しております。期
間中は入館料無料ですので、ぜひお越しく
ださい。　　9:00～17:00

紅花資料館
河北町紅花資料
館
☎0237-73-3500
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第35回おくのほそ道天
童紅花まつり

7/2（土）～10（日） 天童市

松尾芭蕉ゆかりの地として日本遺産にも
登録された天童の紅花。満開を迎えると、
上貫津の紅花畑一面が鮮やかな黄色に
染まります。畑では染め物体験や紅花の
種等のプレゼントも行っております。天童
にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

上貫津紅花畑

おくのほそ道天童
紅花まつり実行委
員会
（天童市商工観光
課内）
☎023-654-1111

白鷹紅花まつり 7/2（土）～24（日） 白鷹町

白鷹町は、紅花の生産量日本一の「日本
の紅（あか）をつくる町」です。中山地区の
「大紅花畑」他、町内の紅花畑を周遊して
いただく他期間中、パレス松風、イタリア料
理シャッタカで「紅ランチ」2,200円でお楽し
みいただけます。（要予約）

町内紅花畑
※イベント案内観
光案内は荒砥駅紅
の里SHOP

（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

紅花colors 7/2（土）～8/28（日） 白鷹町

今年も３密を避けて、ロングラン開催！
荒砥駅資料館企画展では、藍染めの原料
「すくも」生産量日本一の徳島県上板町の
作品展示と即売会を開催いたします。他、
7/31(日）荒砥駅では「べにばな縁日」を開
催予定。紅花どんどん焼きやお楽しみ体
験等や姉妹都市である新潟県長岡市の特
産品である「油揚げ」も販売いたします。

荒砥駅資料館他
（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村
特別企画
昆虫大集合「むしむし
展」

7/2(土)～11/6(日) 鶴岡市

＊場所　道の駅「月山」・月山あさひ博物
村　文化創造館
＊時間　午前9時～午後5時
＊入館料　 大人（高校生以上）500円　小
中学生300円、 3歳以上小学生未満100
円、 ファミリー券700円（大人1人+小中学
生1人）、 ファミリー券500円（大人1人+幼
児1人）
＊カブト虫販売

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
文化創造館

月山あさひ振興公
社
☎0235-53-3411

肘折温泉ドクターアド
バイス

7/3（日） 大蔵村

温泉ドクター（温泉療養専門医）が正しい
入浴方法や療養のアドバイスを行います。
健康増進を図りたい方はお気軽にお申し
込みください。時間：午後3時～

肘折いでゆ館
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

333ｔｈおくのほそ道マ
ルシェ

7/3（日） 最上町
今年は芭蕉が訪れて333年。
「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館では、マル
シェを開催します。

「おくのほそ道」
赤倉温泉ゆけむり
館

「おくのほそ道」
赤倉温泉ゆけむり
館
☎0233-45-3533

山刀伐峠コーヒーシャ
トル

7/3（日） 最上町

今年は芭蕉が訪れて333年。封人の家を
出発し「山刀伐峠」を越えて尾花沢へ向
かった7/3、芭蕉が歩いた日と同じ日に山
刀伐峠をバスでご案内します。山刀伐峠
山頂にて、コーヒーブレイクする企画です。
新緑のブナ林の中でのコーヒーtimeはい
かがですか。
1便10名限定、2便運行。
参加費：1,000円（記念オリジナルマグカッ
プ付き）
受付：おくのほそ道マルシェ会場にて

山刀伐峠
最上町観光協会
☎0233-43-2233

芭蕉333周年記念
赤倉温泉モルック大会

7/3（日） 最上町

今年は芭蕉が訪れて333年の年にあたり、
芭蕉が赤倉温泉を訪れた7月3日にスポー
ツと歴史を組合せた企画として「赤倉温泉
モルック大会」を開催します。
時　 間　9：00～12：30
場　 所　赤倉温泉　わらべ唄の宿湯の原
屋内グランド
参加枠　12チーム(1チーム3名)
参加費　1チーム 2,000円
主　 催　赤倉温泉観光協会　旅館部会

わらべ唄の宿湯ノ
原
グランド

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

7/3（日） 鶴岡市

朝日地域の食材を使ったお母さんたちの
自慢の味の数々をバイキングでお楽しみく
ださい。
　・1皿につき100円
　・テイクアウト制：お持ち帰りの上お召し
上がりください。
　・午前10時30分～午後2時

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455
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いもこ列車一般公開
日

7/3（日） 河北町
一般公開日には数量限定で記念品をご用
意しております。13：00～15：00

河北中央公園
河北町都市整備
課
☎0237-73-2114

ペンションスイス

マイナスイオン×ヨガ
×ランチ
期間限定コラボイベン
ト

7/5～10/18の毎週火
曜日（除外日あり）

7/5、7/12、7/19、7/26
8/2、8/23
9/6、9/13、9/20、9/27
10/4、10/11、10/18

上山市

ペンションスイスのお庭で、ヨガ教室とラン
チのセットで心も体も元気にリフレッシュ！
ヨガの後にはオーナー・とめさんのランチ
セットもついています。
眺望と大地のエネルギーを感じ、心も体も
大喜び！
雨天時には室内にて椅子ヨガとヨガについ
てのお話になります。
時間／10：00～13：00
参加料金／初回お一人様4,500円、2回目
以降4,000円、最終日5,000円（BBQ・ドリン
ク付き）
予約／開催日の前の週の火曜日、10名様
まで

ペンションスイス
ペンションスイス
☎023-679-2129

ブナの森リトリートツ
アー

7/6(水)
7/9(土)

小国町

リラックス効果、ストレスホルモンの減少な
ど、森林浴の効果が科学的に認められた
森を満喫できます。なだらかで歩きやすい
遊歩道は体力に自信がない方でもお楽し
みいただけます。

森林セラピー基地
ブナの森温身平

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831

『紙屋町さくらホテル』
著作資料展ギャラリー
トーク＆朗読劇

7/9（土） 川西町
『紙屋町さくらホテル』著作資料についての
ギャラリートークと、トーク終了後朗読倶楽
部「星座」による朗読劇を披露します。

川西町フレンドリー
プラザ・遅筆堂文庫
「井上ひさし展示
室」＆ギャラリー

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

勾玉・弓矢・石器をつく
ろう

7/9（土） 高畠町

勾玉は滑石というやわらかい石、石器は
頁岩という石を使って、弓矢は竹を加工し
て作ります。（事前予約が必要です。）
料金については県立考古資料館ホーム
ぺージをご覧ください。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

第37回山形紅花まつ
り

7/9(土)～10(日) 山形市
映画「おもひでぽろぽろ」の舞台となった高
瀬地区の紅花畑の鑑賞を楽しめます。

山形市高瀬紅花ふ
れあいセンター他

紅花まつり実行委
員会（高瀬紅花ふ
れあいセンター内）
☎023-686-3341

祝瓶山角楢吊橋修繕
記念登山

7/9(土)～10(日) 長井市

やまがた百名山や日本三百名山に選定さ
れている「祝瓶山」。登山路にある角楢吊
橋がワイヤー腐食により通行できない状
況にありましたが、修繕を行い、長井市側
から登れるようになりました。これを記念し
た登山イベントを実施します。
詳細については、やまがたアルカディア観
光局ホームページをご確認ください。
【日程】1泊2日
【定員】①祝瓶山周回登山コース(中級)20
名、②赤鼻尾根ブナ林トレッキングコース
(初級)10名
【料金】9,000円(ガイド料、タクシー代、保険
代、宿泊代、軽食含む)

祝瓶山
【集合・解散場所】
道の駅川のみなと
長井

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831

こまつ市
7/9(土)
8/6(土)

川西町
旬の野菜や果物、お菓子など「川西のうま
いもん！」や花や小物など「川西のかわい
いもの！」が勢揃いする朝市です。

川西町役場 庁舎
南側

こまつ市実行委員
会事務局(川西町
産業振興課内)
☎0238-42-6696

ブルーベリー狩りと打
ちたてそば昼食

7/10（日） 遊佐町

無農薬栽培のブルーベリー狩りをした後、
打ちたての金俣そばを昼食でいただきま
す。ブルーベリーは食べ放題で1パックお
土産付きです。

しらい自然館
鳥海山“おもしろ自
然塾”推進協議会
☎0234-72-2069
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自然に触れて自分を
癒そう！
プチリトリートin六十里
越街道

7/10（日） 鶴岡市

鶴岡市朝日地域自慢の大自然の中でのト
レッキングの後は、パワースポットを訪れ
思いきっり深呼吸♪大自然の中でリラック
スした後は、ドライフラワーアレンジメントを
楽しみます。のんびり、ゆっくりな時間を過
ごしませんか。
*日時　7月10日（日）午前9時 米の粉の滝
ドライブイン集合
*内容　ミニトレッキング、ドライフラワーア
レンジメント体験
*定員　先着20名
*費用　3,500円（昼食代・体験料 等）
*申込　7月3日（日）まで

朝日地域内

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411
（月山あさひ振興
公社内）

さがえトライアスロン
フェスティバル

7/10(日) 寒河江市

2022 JTUトライアスロン エイジグループ・
ナショナルチャンピオンシップシリーズ、ス
プリントカテゴリー及び、栃木国体山形県
代表選考会が実施されます。間近で見れ
るトライアスロン競技の迫力をお楽しみくだ
さい。

グリバーさがえ

さがえトライアスロ
ンフェスティバル実
行委員会
☎0237-85-1158
(グリバーさがえ
内）

人間国宝　奥山峰石
「鍛金の器展」

7/11(月)～12/19(月) 新庄市

本館で収蔵する、名誉市民 人間国宝・奥
山峰石氏の鍛金作品を紹介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　1F人間国
宝 奥山峰石記念
室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

大人のための夜の図
書館vol.32「癒しのヒー
リングミュージック」

7/13（水） 川西町

スリットドラム、コシ・チャイム、カリンバ、ゲ
ルトナーライアーなどの民族楽器を使った
即興演奏によるヒーリング音楽の演奏会
です。リラックスするための呼吸法や楽器
の演奏の仕方も教えてもらえます。

川西町フレンドリー
プラザ・川西町立図
書館

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

鳥海山御浜出神事[火
合わせ]

7/14（木） 遊佐町
鳥海山の山頂、御浜、西浜、飛島などで火
を焚き、その年の農作物の作況を占う神
事です。

吹浦港
鳥海山大物忌神
社吹浦口の宮
☎0234-77-2301

肘折温泉　開湯祭 7/14(木) 大蔵村

肘折温泉の開湯の日とされる7月14日に
執り行われ、湯の神様に感謝し、先人たち
の偉業を讃えます。また、地蔵神興行列が
行われ、地蔵様にお湯をかける際、体の
悪いところにかけるとそこが治ると言い伝
えられています。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

海水浴場開き 7/15（金） 遊佐町

西浜海水浴場をはじめ、釜磯・十里塚の
海開きです。十六羅漢岩のライトアップ、
キャンプ場・コテージ村開村と遊佐の夏本
番を迎えます。

西浜海水浴場
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

例大祭（花祭り） 7/15（金） 鶴岡市

五穀豊穣、家内安全を祈願する祭りで、稲
の花をかたどった造花の梵天には大きな
霊験があるといわれています。御輿ととも
に鏡池を一周した後に、参拝者が梵天を
奪い合う様子は圧巻です。※昨年に引続
き縮小して実施します。

出羽三山神社三神
合祭殿前

出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

十六羅漢岩・出羽二
見ライトアップ

7/15（金）～8/15（月） 遊佐町
十六羅漢岩と出羽二見のライトアップが行
われます。

十六羅漢岩
出羽二見

遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

飛島海水浴場オープ
ン

7/15（金）～8/18（木） 酒田市
日本海に浮かぶ小さな島の海水浴場。湾
で囲まれているため波が穏やかで、海水
浴はもちろん磯遊びを楽しめます。

飛島海水浴場
酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

湯野浜海水浴場オー
プン

7/15（金）～8/21（日） 鶴岡市

温泉郷の長い海岸線に広がる県内最大規
模の海水浴場です。広くきれいな浜辺、そ
して遠浅の海には魅力がいっぱい。
https://www.tsuruokakanko.com

湯野浜海岸
湯野浜温泉観光
協会
☎0235-75-2258
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大人の自由研究 7/16（土） 高畠町

カラムシという植物から繊維をとります。親
子で参加できます。（事前予約が必要で
す。）
料金については県立考古資料館ホーム
ぺージをご覧ください。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

鳥海山登山ツアー②
鳥海山フラワートレッ
キング②【大平～笙ヶ
岳～御浜～鉾立】

7/16（土） 遊佐町
大平口～河原宿～笙ヶ岳～７合目御浜～
賽ノ河原～鉾立口

集合・解散/JR遊佐
駅または遊楽里

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

手しごと映画祭「から
むしのこえ」上映会

7/16（土） 新庄市

福島県昭和村に数百年にわたり栽培され
続ける「からむし」。なぜ、どのように受け
継ぎ、受け継がれてゆくのか。これからの
暮らしと伝承の意義を伝えるドキュメンタ
リー映画です。
①10：00～
②12:00～
前売り券1,100円

雪の里情報館
雪国文化ホール

雪の里情報館
☎0233-22-7891

つる細工講習会 7/16（土）～18（月・祝） 小国町
自然の中で、昔ながらの手仕事つる細工
を体験し、自分だけのかごバックを編むこ
とができます。2泊3日

白い森交流セン
ターりふれ

小国町観光協会
☎0238-62-5130

道の駅あつみ「しゃり
ん」海の日フェスティバ
ル

7/16（土）～18（月・祝） 鶴岡市

庄内産海産物の炭火焼き販売を行いま
す。その場で焼いてお召し上がりいただけ
ます。
午前10時～午後3時

道の駅あつみ「しゃ
りん」

道の駅あつみ
「しゃりん」
☎0235-44-3211

舟形駅120周年記念イ
ベント

7/16（土）～21（木） 舟形町
舟形駅は開業120周年を迎えます。様々な
イベントを開催しています。

観光物産センター
めがみ
（舟形駅）

観光物産センター
めがみ
☎0233-32-3302

由良海水浴場オープ
ン

7/16（土）～8/16（火） 鶴岡市

白山島と夕日のコントラストが美しく、きれ
いな砂浜がつづく由良は、快水浴場百選
にも選定されています。
https://www.tsuruokakanko.com

由良海岸
由良温泉観光協
会
☎0235-73-2250

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

7/16（土）～10/16（日）
の土日祝日及び
8/12(金)、15(月)

鶴岡市

羽黒山五重塔をライトアップします。闇の
中に照らされ荘厳さを増した五重塔は、訪
れる人々を幽玄の世界へと誘い清浄な気
持ちにしてくれます。協力金１人500円か
ら。

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
0235-62-4727

昼下りのステージ
vol.18「マンドリンが奏
でる“アメリカ南部の音
楽と文化”

7/17（日） 川西町

アメリカ南部のアラバマ州に生まれ、日本
に滞在して20年を超えるマーニーさん。マ
ンドリンの弾き語りとトークで、日本ではあ
まり知られていないアメリカ南部の音楽と
文化を紹介します。

川西町フレンドリー
プラザ・ロビー

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

鮭川村エコパークあり
がどサマー祭

7/17（日） 鮭川村

鮭川村エコパークにおいて、夏祭りを開催
します。
様々な催しやステージイベント、夜には打
ち上げ花火を予定しております。ぜひご来
場ください。

鮭川村エコパーク

さけがわ元気プロ
ジェクト実行委員
会
☎0233-55-4455

湯ノ沢岳　山開き登山 7/17（日） 鶴岡市

＊集合場所と時間：湯ノ沢岳登山口　午前
7時（申込不要）
＊内容：山開き登山（午後4時頃下山予
定）
＊持ち物：昼食、飲みもの

湯ノ沢岳

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411
（月山あさひ振興
公社内）

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

7/17(日)
8/21(日)

新庄市

新庄市エコロジーガーデンを会場にした青
空市。旬の農産物や加工品が並び、作り
手との交流も魅力です。
時間：10時～15時

新庄市エコロジー
ガーデン

新庄市エコロジー
ガーデン
☎0233-29-2122

みかわでピクニック
Day！

7/18（月・祝） 三川町
いろり火の里にキッチンカーが出店するほ
か、なの花ホールではクラフトフェアを開催
します。

いろり火の里
三川町観光協会
☎0235-66-4656

水シンポジウム2022in
やまがた

7/21（木）～22（金） 山形市
「未来へ引き継ぐ母なる川最上川」をテー
マに、人々の暮らしと水との持続可能な関
わり方を提案、全国に発信します。

21日：山形市
　山形テルサ
22日：現地視察

水シンポジウム
2022inやまがた実
行委員会
☎023-630-2615
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

月山あさひサンチュア
パーク
オートキャンプ場
夏やすみ自然教室

7/22(金)～8/21(日) 鶴岡市

オートキャンプ場で思いっきり夏休みを楽
しもう！！
＊夏やすみ自然教室
・期間：7月23日(土)～8月21日(日)
・内容：本格ピザ窯でつくるピザ焼き体験
、タイダイ染め体験、炭火で焼き上げるま
きまきパン焼き体験、夏野菜もぎとり体
験、星空観察、スラックライン、スケートラ
ンプ体験

大人から子供まで楽しめる体験です！

月山あさひサン
チュアパーク
オートキャンプ場

月山あさひサン
チュアパーク
☎0235-54-6606

天狗山祭り 7/23（土） 飯豊町

小白川天狗山は、標高541mで軽登山とし
て愛されており、“やまがた百名山”に登録
されています。毎年7月23日の祭り当日
は、ふるまい餅を準備し皆様をお迎えしま
す。

小白川天狗山
（一社）飯豊町観
光協会
☎0238-86-2411

加茂レインボービーチ
オープン

7/23（土）～8/14（日） 鶴岡市

人工の砂場・磯場として整備された海水浴
場。砂場では、砂場では、一般の砂浜と同
じように海水浴を楽しめます。
https://www.tsuruokakanko.com

加茂海岸

加茂自治会
☎0235-33-3023
（平日のみ）
☎090-9740-3358
（土日祝）

三瀬海水浴場オープ
ン

7/23（土）～8/14（日） 鶴岡市

国道から近く、奇岩怪岩の変化に富んで
おり、岩でできた自然の飛び込み台もある
海水浴場です。
https://www.tsuruokakanko.com

三瀬海岸
三瀬観光協会
☎0235-73-3035
（平日のみ）

マリンパークねずがせ
きオープン

7/23（土）～8/14（日） 鶴岡市

玉砂利を入れたビーチは濁りが少なく波も
穏やかで、「快水浴場百選」にも選定され
ています。
https://www.tsuruokakanko.com

鼠ヶ関海岸
鼠ヶ関自治会
☎0235-44-2112

小波渡海水浴場オー
プン

7/23（土）～8/16（火） 鶴岡市
三瀬から海沿いのトンネルを越えると、国
道のすぐそばに小波渡海水浴場が広がり
ます。https://www.tsuruokakanko.com

小波渡海岸
小波渡観光協会
（こばと荘内）
☎0235-73-2252

山寺宝珠山ライトアッ
プ・光のロード

7/23（土）～8/21（日） 山形市
山寺宝珠山のライトアップを行います。秋
の紅葉時期にも行われます。

山寺宝珠山・門前
町商店街

山寺観光協会
☎023-695-2816

ちいさくうねる市 7/24（日） 最上町

赤倉温泉にune(うね）がオープン。田舎暮
らしはたのしい。美味しいもの豊かな自然
もそろってる。それらを更に楽しむための
場所をつくりました。コワーキングスペー
ス・こどものあそび場もあります。また、11
月まで毎月第4日曜日はマルシェを開催し
ます。10時～15時・入場料100円（中学生
以下無料）

赤倉温泉une
(旧お湯トピアもが
み）

une  (山崎）
☎080-3256-1134

ドラゴンカヌー大会 7/24（日） 寒河江市

10人乗りドラゴンカヌーで行うマッチレー
ス、職場や学校、子供会やスポーツ少年
団など様々な団体が入り乱れて競い合い
ます。息の合ったチームやそうでないチー
ム、とっても面白いレースです。

グリバーさがえ
グリバーさがえ
☎0237-85-1158

熊野大社例大祭 7/24(日）～25(月） 南陽市

24日は夜祭、25日は例大祭が行われま
す。例大祭では子供たちがすくすく育つよ
う祈る歴史ある「梵天ばよい」が行われま
す。

熊野大社
熊野大社社務所
☎0238-47-7777

第238回新庄ふるさと
歴史センター企画展
「新庄の遺跡・遺跡と
その文化（仮）」

7/25(月)～10/10（月・
祝）

新庄市

新庄で発掘された旧石器時代から弥生時
代の石器とともに当時の人々の生活を紹
介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　2F展示室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

2022スカイフェスティ
バルＩＮ南陽

7/29（金）～31（日） 南陽市

日本有数のスカイスポーツのメッカ南陽で
のハンググライダー競技大会です。本大
会は、国際航空連盟（FAI）、日本航空協会
（JAA）、日本ハング・パラグライディング連
盟（JHF）の公認となっており、世界ランキ
ングのポイントが加算されるレベルの高い
大会になります。さらに、レディースカップ
IN南陽も同時開催されます。南陽の大空
に舞う、ハンググライダーをどうぞご覧くだ
さい。

南陽スカイパーク

2022スカイフェス
ティバルＩＮ南陽実
行委員会
☎0238-43-2927

スマイルプロジェクト☆
(きらり)かみのやま

7/30(土) 上山市

スマイルバルーン（来場者に光る風船をプ
レゼント）、スマイル縁日、浴衣教室、花火
打ち上げなど楽しいイベントを開催予定で
す。 16：00～21：00予定

三友エンジニア体
育文化センター（上
山市民総合運動広
場）

公益社団法人　上
山青年会議所
☎023-672-7721

十六羅漢まつり 7/30（土） 遊佐町
十六羅漢岩の前で海上安全祈願式典が
行われます。

十六羅漢岩
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

遊佐町民花火大会 7/30（土） 遊佐町

西浜海水浴場で行われる花火大会。海上
スターマインや音楽にのせた花火の打ち
上げで庄内地方の夏の始まりを告げま
す。

西浜海水浴場
遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

キッズ☆ドリームワー
クinプラザ

7/30（土） 新庄市
楽しみながらいろいろなお仕事を体験でき
ます。

新庄市民プラザ
新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

わくわくアート＆クラフ
トフェア

7/30(土) 新庄市
ものづくりに対する興味や関心を深めても
らうことを目的として実施いたします。
時間：10:00～15:00

わくわく新庄
わくわく新庄
☎0233-23-0197

けん玉ワールドカップ
長井会場（予選会場）

7/30(土) 長井市

世界中のけん玉プレイヤーが、けん玉競
技で競い、世界一を決めるイベントです。
広島県廿日市市をメイン会場として、予選
会場として長井会場（提携リモート会場）が
設置されます。
詳細・申込については、けん玉ワールド
カップ公式ホームページをご確認ください。
【長井会場定員】20名
【申込期限】7月3日(日)

長井市役所２階
市民防災研修室

一般社団法人グ
ローバルけん玉
ネットワーク
けん玉ワールド
カップ廿日市実行
委員会
☎0829-31-5656
長井けん玉のふる
里プロジェクト実行
委員会
☎0238-82-8017

2022青少年のための
科学の祭典in山形

7/30(土) 山形市
小中学生が楽しめる工作や科学実験がた
くさん体験できます。

霞城セントラルアト
リウム、産業科学
館

やまがた科学・産
業体験実行委員
会（山形県産業技
術イノベーション
課）
☎023-630-2192

ＳＮＯＷえっぐフェス
ティバル2022

7/30（土） 飯豊町

白川ダム湖岸公園を会場に、雪遊びやマ
ルシェなど、多彩なイベントで若者からファ
ミリー層まで、存分に楽しめる真夏の雪祭
りです。

飯豊町数馬・白川
ダム湖岸公園

SNOWえっぐフェス
ティバル実行委員
会 事務局
☎0238-77-2020

ファンデューロ月山 7/30（土）～31（日） 庄内町
ライダーが多数集結するオフロードバイク
の耐久レースを開催します。

庄内町南部山村広
場周辺

ファンデューロ月
山実行委員会
https://www.ryuzi
n-gassan.com/

グリバーさがえ夏まつ
り

7/30（土）～31（日） 寒河江市

7/30（土）は前夜祭として公園内を解放、
7/31（日）は夏まつり本番、カヌー・SUP・
バナナボートなど、グリバーの一押しアク
ティビティーを時間の許す限り楽しめます。

グリバーさがえ
グリバーさがえ
☎0237-85-1158

鼠ヶ関恋する灯台イル
ミネーション

7/30（土）～10/10（月・
祝）

鶴岡市
鼠ヶ関厳島神社から鼠ヶ関灯台までの歩
道をライトアップします。

鼠ヶ関灯台
温海庁舎産業建
設課
☎0235-43-4617
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ゆきさとオーガニック
マルシェ

7/31(日) 新庄市

「きちんと食べる」｢ていねいに暮らす｣を
テーマに農薬不使用・化学肥料不使用の
農産物、地域の作家・職人さんの手仕事
作品が並びます
時間：10：00～15：00
主催：雪調の会

雪の里情報館 雪の里情報館
☎0233-22-7891

ペンションスイス

Live Garden at
pension-swiss

7/31（日）
8/28（日）
9/25（日）

上山市

蔵王ペンション村にある「ペンションスイ
ス」を会場に野外音楽ライブを開催しま
す！大自然の中で素敵な音楽をお楽しみ
ください。ゴザや椅子など各自持ち込みOK
です。
※事前予約制（30名）
piano／voice　北村 蕗

時間／15:00オープン、15:30スタート
1stステージ　15:30～16:15
2ndステージ　16:30～17:15
料金／お一人様3,500円＋1drink

ペンションスイス
ペンションスイス
☎023-679-2129

農楽市の朝市
7/31（日）
8/28（日）

戸沢村

旬の野菜や最上伝承野菜の最上赤ニンニ
ク、エゴマ油などの加工品等を販売いたし
ます。
会場：とざわ農楽市
時間：9時～午前中（無くなり次第終了）

とざわ農楽市
とざわ農楽市
☎0233-72-2242

ひじおりの灯 7月下旬～9月 大蔵村

夏の風物詩である「ひじおりの灯」は、アー
ティストが肘折温泉に滞在しながら灯籠を
制作します。肘折温泉の自然や景観、暮ら
しや湯治文化が描かれた灯籠が温泉街を
彩ります。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

観光ぶどう園オープン 8/1(月）～ 南陽市

南陽市は山形県ぶどう発祥の地であり、
約300年の栽培歴史があります。市内には
4つの観光ぶどう園があり、8月上旬から10
月中旬までぶどう狩りを楽しむことができ
ます。

市内観光ぶどう園
南陽市観光協会
☎0238-40-2002

川西ダリヤ園開園 8/1(月）～ 川西町

川西ダリヤ園が8月1日(月)～開園します。
今年も多くのイベント等を企画しています。
ダリアの咲き誇る園内で楽しいひと時をお
過ごしください。

川西ダリヤ園
川西町産業振興
課
☎0238-42-6668

近岡善次郎記念室企
画展
「ＺＥＮＪＩＲＯ、憧れの
欧米を描く」

8/1(月)～11/20(日) 新庄市

名誉市民 近岡善次郎氏が、長年憧れて
いた欧米諸国を巡る機会を得て、各地の
人々や風物、建物を描き歩いた作品を紹
介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　1F名誉市
民近岡善次郎記念
室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

第60回山形花笠まつ
り

8/5（金）～7（日） 山形市

華やかに彩られた山車を先頭に、艶やか
な衣装と紅花をあしらった笠を手にした踊
り手が、 山形市のメインストリートを舞台
に群舞を繰り広げます。 山形の真夏の夜
を彩る、華麗なまつりです。

山形市 本町・七日
町通り～文翔館

山形県花笠協議
会
☎023-642-8753

最上川花火大会（長井市）ひじおりの灯（大蔵村）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第19回四ヶ村棚田ほ
たる火コンサート

8/6（土） 大蔵村

ピアニストの小林真人氏とオカリナの第一
人者の宗次郎氏を迎え入れ、日本の原風
景ともいえる四ヶ村の棚田を会場にピアノ
とオカリナの演奏が響き渡り幻想的な夜を
演出します。
参加する方は事前申込が必要となります。

四ヶ村の棚田特設
会場

大蔵村産業振興
課
☎0233-75-2105

ながい水まつり・最上
川花火大会

8/6（土） 長井市

「水」をテーマにした子供から大人まで楽し
める多彩なイベントを実施予定。夜の最上
川花火大会では最上川の水面が美しく彩
られ、毎年多くの人で賑わいます。

最上川河川緑地公
園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

酒田花火ショー 8/6（土） 酒田市

酒田花火ショーが３年ぶりに開催されま
す。広大な最上川河川敷に打ち上げられ
る花火をお楽しみください。※今年度より
観覧会場内全席指定。観覧席エリアには
チケットが無いと入場できません。

最上川右岸河川敷
特設会場

酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

夏休み源流塾 8/6（土）～7（日） 飯豊町

カブトムシ相撲、紙ヒコーキ飛ばし、魚釣り
体験などが開催されます。
料金については飯豊町源流の森ホーム
ぺージをご覧ください。

飯豊町源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

森のみちくさ塾
第128回森の遊学塾

8/6（土）～7（日） 金山町

森遊びを楽しみながら、学校の宿題を山
形大学チーム道草の学生と一緒に取り組
みます。
また、森林学習として、森の案内人や山形
大学チーム道草と一緒に森の虫や草花た
ちと遊びます！
料金については金山町遊学の森ホーム
ぺージをご覧ください。

金山町遊学の森
遊学の森
☎0233-64-3305

プラザ探検隊 8/7（日） 川西町

ふだんは入ることのできない、プラザのス
テージの奥や図書館の書庫にご案内しま
す。ステージの音響や照明はどうやって操
作するのか、専門スタッフがやさしくお教え
します。

川西町フレンドリー
プラザ

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

森と水の夏祭り 8/7(日) 山辺町
けん玉教室や森の忍者体験など当日受付
が必要なイベントの他、森のマルシェなど
受付不要のイベントも多数開催されます。

森林学習展示館周
辺

県民の森
森林学習展示館
☎023-666-2116

眺海の森
第3回森林教室

8/7（日） 酒田市

木の枝でボールペン作り、木工のネーム
作りが実施されます。
料金については酒田市眺海の森ホーム
ぺージをご覧ください。

酒田市眺海の森
眺海の森
☎0234-62-3323

コンクリートカヌー東日
本大会

8/7（日） 寒河江市

土木系の高校生による、自作コンクリート
カヌーの大会。8/28に行われる全国大会
の前哨戦として、山形・宮城・秋田・新潟の
高校が参加。過去の全国大会では、この
大会の上位になった高校が優勝していま
す。（全国大会が中止の場合は、本大会も
中止になる可能性がございます）

グリバーさがえ
グリバーさがえ
☎0237-85-1158

第40回ふじしま夏まつ
り
第21回鶴岡伝統芸能
祭

8/7（日） 鶴岡市

ふじしま夏まつりでは「ライブイベント」「お
うちで焼肉フェスティバル」「盆踊り」「市
場、出店」などのイベントが行われます。
第21回鶴岡伝統芸能祭では藤島の獅子
踊りをはじめ、他地域の伝統芸能が一堂
に会する見ごたえのあるステージをお楽し
みいただけます。
※会場でのバーベキューイベントはありま
せん。おうちで焼肉フェスティバルは会場
で前売り券と肉の引換えを行います。

鶴岡市藤島体育館
北側芝生広場

ふじしま夏まつり
実行委員会（ふじ
しま観光協会内）
☎0235-64-2229

上山城ナイトミュージ
アム

8/9（火） 上山市

例年大好評の、夜の上山城に入館できる
特別企画です。今年も様々な催しを開催
予定！詳細は上山城HPをご覧ください。
18：00～20：00予定

上山城郷土資料館
公益財団法人上
山城郷土資料館
☎023-673-3660

農大市場 8/10（水） 新庄市
農林大学校学生が丹精込めて作った農産
物や加工品を実習の一環として直接販売
します。

農林大学校
県立農林大学校
教務学生担当
☎0233-22-1527
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ひがしね祭 8/10（水）～11（木・祝） 東根市

伝統と新しさをミックスし、熱気に満ちた、
東根の夏を代表する祭。田楽提灯の展示
や、おどりの競演等、新型コロナウイルス
感染症対策を講じながら開催します。

市役所庁舎周辺
ひがしね祭実行委
員会事務局
☎0237-42-1111

第6回「山の日」全国
大会

8/10（水）～11（木・祝）
山形市
上山市

北海道・東北初開催の「山の日」全国大
会。
11日に「やまぎん県民ホール前広場」で開
催する「歓迎フェスティバル」は、どなたで
も参加できます！

山形市やまぎん県
民ホール前広場

第６回「山の日」全
国大会実行委員
☎023-630-3317

玉簾の滝ライトアップ 8/10（水）～21（日） 酒田市
落差63メートル幅5メートルの直瀑をライト
アップ。幻想的な光景を楽しめます。

玉簾の滝
酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

かわにし夏まつり 8/11(木・祝) 川西町

３年ぶりに「かわにし夏まつり」の開催が決
定しました。打ち上げ花火をメインに未来
への明るい希望が詰まったおまつりになっ
ています。ぜひご家族やご友人と一緒にお
越しください。

川西町役場周辺

川西夏まつり実行
委員会事務局(川
西町まちづくり課)
☎0238-42-6613

しょうない氣龍祭（き
りゅうさい）

8/11（木・祝） 庄内町
庄内町の新たな夏祭り。全長30ｍ超の巨
大な飛龍、姫龍が大迫力の舞をお見せし
ます。

町内県道44号線沿
い

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

第43回山形大花火大
会

8/14（日） 山形市

夏の夜空に咲く光り輝く無数の星（花火）を
見上げ明日への希望と勇気をもたらす願
いを込める。今年のテーマは「煌星(きらぼ
し)」です。  18:45～20:00

霞城公園
山形大花火大会
実行委員会
☎023-632-8665

金山まつり 8/14(日)～16（火） 金山町
神輿渡行、花火大会、各種イベントが夏の
金山を彩ります。

金山町中心部
もがみ北部商工会
金山支部
☎0233-52-2349

水郷大江夏まつり灯ろ
う流し花火大会

8/15（月） 大江町

今年で100周年を迎える県内最古の花火
大会。気球やヘリコプター遊覧のほか露店
市も開催予定。間近で見られる20号玉は
圧巻です。

大江町左沢
最上川河畔等

水郷大江夏まつり
大会実行委員会
☎0237-62-2139

維新祭 8/15（月） 大石田町
大石田まつりの前夜祭で、踊りと太鼓の共
演を中心にしたイベントです。感染症対策
を施し屋内で開催します。

虹のプラザ（なない
ろホール）

大石田まつり委員
会事務局（大石田
町産業振興課）
☎0237-35-2111

大石田まつり
町民花火大会

8/16（火） 大石田町

大石田町伝統の花火大会です。今年は密
を防ぐため打上げ会場を分散して行いま
す。露店・桟敷席・駐車場・トイレがありま
せん。詳細は町HPをご覧ください。

最上川河川敷他町
内３ヶ所

大石田まつり委員
会事務局（大石田
町産業振興課）
☎0237-35-2111

第56回たかはた夏ま
つり（青竹ちょうちんま
つり）

8/16（火） 高畠町

高畠の夏の風物詩。一日中商店街の通り
を歩行者天国にして、マルシェや屋台など
を出店します。夜の目玉は打ち上げ花火
です。高畠の夏を感じられます。

高畠地区商店街
高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

真室川まつり 8/17（水） 真室川町

３年ぶりに真室川まつりを開催します。当
日は、神輿、真室川音頭パレード、花火大
会が行われます。
入場無料

真室川駅周辺
真室川まつり実行
委員会
☎0233-62-2050

大宮子易両神社例大
祭

8/17(水)～18(木) 小国町 例大祭、もちまきが行われます。 大宮子易両神社
大宮子易両神社
☎0238-62-2347

庭月観音灯ろう流し
（万灯供養会）

8/18（木） 鮭川村

送り盆の供養として、灯ろう流しを開催して
おりましたが、今年度は境内地に灯ろうを
灯し先祖供養を行う、万灯供養会を開催
いたします。
時間：午後6時～
費用：①【事前予約】１体2,000円
　　　  ②【当日】１体3,000円
申込締切：8月10日（水）午後5時

庭月観音境内地
庭月観音
☎0233-55-2343

むらやま徳内まつり
本まつり
8/20（土）～21（日）

村山市

むらやま徳内まつりを３年ぶりに開催しま
す。本まつりは例年と異なりパレードのみ
とし、一直線に進む短縮形になります。村
山市の熱い夏を間近で感じてみません
か？ぜひお越しください。

パレード
ふれあい通り
（JR村山駅前）

楯岡商店街（露店
市）

むらやま徳内まつ
り実行委員会
☎0237-55-4311
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鳥海山７合目横断ト
レッキング【鉾立～御
浜・鳥海湖～千畳ヶ原
～湯ノ台】

8/20（土） 遊佐町
鉾立口～賽ノ河原～7合目御浜～鳥海湖
～千畳ヶ原～幸治郎沢～河原宿～湯ノ台
口

集合・解散/JR遊佐
駅または遊楽里

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

赤川花火プレゼンツ
2022

8/20（土） 鶴岡市
赤川花火観覧は全席指定となりますので
ホームページをご確認ください。
https://akagawahanabi.com

鶴岡市赤川河川敷
（三川橋〜羽黒橋）

赤川花火大会実
行委員会 事務局
☎0235-64-0701

第10回　悠久の里　慈
恩寺コンサート　村治
佳織　ギターの夕べ

8/20（土） 寒河江市

◎入場料：前売り券5,000円　当日券6,000
円
◎チケット発売日：7月1日(金)午前10時～
※前売り券完売の場合は、当日券はあり
ません。
◎17時 開場／18時 開演

本山慈恩寺本堂前
(悪天候時は市民
文化会館)

寒河江市文化セン
ター
☎0237-86-5111

おばなざわ花笠まつり 8/27(土) ～28(日) 尾花沢市

県内の夏祭りの最後を飾る盛大な祭りで、
毎年8月27･28日に行われます。
27日は神輿や囃子屋台などの伝統行列、
28日は花笠踊り大パレードを開催します。
約2,500人の踊り手が発祥地ならではの豪
快華麗な伝統踊りを披露し、街中が花笠
一色に染まります。

尾花沢市中央駐車
場周辺

尾花沢市四大まつ
り実行委員会(パ
レットスクエア内)
☎0237-23-4567

風祭り 8/28（日） 東根市

若宮八幡神社太々神楽の始まりは江戸時
代初期。舞は8座あり、明治に入って新た
に芸能的要素が加えられ、現在に至って
います。平成26年12月9日に県指定民俗
文化財に指定されました。
今年は神事と太々神楽の奉納のみを行い
ます。

若宮八幡神社
若宮八幡神社
☎0237-42-0380

おぐに夏まつり 8月上旬～中旬 小国町
岩魚のつかみどり大会が行われます。(予
定)

調整中
小国町観光協会
☎0238-62-5130

白糸の滝ライトアップ
(通年)
金・土・祝日前

戸沢村

白糸の滝は日本の滝百選に選ばれた名
瀑です。
四季折々の美しい滝を夜間も楽しむことが
できます。
点灯時間：日没から22：00

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

夜の町歩きを楽しめる
ように！
金山町街並みラ イ ト
アップ

通年 金山町

夜も安心して町歩きを楽しんでもらえるよ
うにとの願いを込め、ライトアップを町民一
体となって行っています。暖かいオレンジ
のライトは金山町の魅力をより引き出しま
す。

金山町中心部
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111

山形まるごと市（山寺
会場）

毎週土曜、日曜、祝日 山形市
新鮮な野菜や果物はもちろん、種類豊富
な山菜や秋の味覚をぎゅっと凝縮した
ジュースも絶品です。

山寺宝珠橋公園
山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

山形まるごと市（蔵王
温泉会場）

毎週日曜日 山形市
採れたての野菜や果物、ジャム等の加工
品のほか、蔵王名物湯花などのお土産も
人気です。

蔵王温泉（緑屋駐
車場）

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

山形まるごと市（高瀬
会場 軽トラ市）

毎週日曜日 山形市
採れたて新鮮な野菜や山菜、木工品が軽
トラの荷台に並びます。

べにばなトンネル
高瀬側出口から北
へ約1km

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

徳内まつり（村山市） 水郷大江夏まつり灯ろう流し花火大会(大江町）
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令 和 4 年 7 月 1 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

モンテディオ山形 7/2(土)19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　栃木SC
NDソフトスタジアム
山形

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 7/10(日)19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　ロアッソ熊本
NDソフトスタジアム
山形

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 7/23（土）19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　ザスパクサツ群馬
NDソフトスタジアム
山形

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 7/30（土）19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　FC町田ゼルビア
NDソフトスタジアム
山形

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 8/13（土）19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　ツエーゲン金沢
NDソフトスタジアム
山形

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第302回定期演奏会

7/9(土)19:00～
(18:00開場)
7/10(日)15:00～
(14:00開場)

山形市
指揮・ヴァイオリン：ドミトリー・シトコヴェツ
キ―

山形テルサホール
山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

山形での邂逅が生ん
だ三重奏

7/18（月・祝）13:00～
(12:30開場)

山形市
クラリネット：川上 一道
ヴィオラ：成田　寛
ピアノ：三輪　郁

山形市民会館　小
ホール

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

山響×仙台フィル合同
公演

7/23(土)15:00～
(14:00開場)

山形市 指揮：飯森 範親
やまぎん県民ホー
ル

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

鈴木秀美オラトリオシ
リーズ特別演奏会"真
夏の「メサイア」"～や
まぎん県民ホールシ
リーズVol.３～

8/7(日)14:00～
(13:00開場)

山形市 指揮：鈴木 秀美
やまぎん県民ホー
ル

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

ユアタウンコンサート
米沢公演

8/12（金）19:00～
(18:15開場)

米沢市 指揮：飯森 範親
伝国の杜　置賜文
化ホール

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607
伝国の杜
☎0238-26-2666

●山形交響楽団演奏会(県内版)

●プロスポーツ試合情報(県内版)
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