
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

長井あやめまつり 6/12（土）～7/4（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。

あやめ公園
長井市観光協会
☎0238-88-5279

小野川温泉ほたるま
つり

6/19（土）～7/18(日) 米沢市

小野川温泉には、ほたるが自然発生して
おり、温泉街からすぐの「小野川ほたる公
園」で観賞できます。
水曜・木曜日以外は、ほたるガイドを受け
ることができ、無料かつ予約不要です。今
年は竹あかりの点灯が行われるほか、ほ
たるガイド参加者には後日抽選で賞品が
当たります。

米沢市小野川ほた
る公園

小野川温泉観光
協議会
☎0238-32-2740

月山神社本宮開山祭 7/1（木） 鶴岡市

毎年７月１日に行われる月山開山祭。
（今年度は関係者のみで神事を執り行い
ます。一般の方の参列はご遠慮願いま
す。）

月山神社本宮
出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

白鷹紅花まつり 7/2（金）～7/18（日） 白鷹町

　２年ぶりの開催となる白鷹紅花まつり。コ
ロナ禍であることを注視して、イベントなど
はありませんが、町内にある紅花畑を周
遊してお楽しみください。中山地区には、
1.3haの「大紅花畑」が広がっています。ま
た、県内在住の方に限り、紅花摘み体験、
紅花染め体験、機織り体験などができま
す。詳しくはお問合せください。

・町内一円紅花畑
・山峡紅の里

《観光案内拠点》
荒砥駅紅の里
SHOP

（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

第４０回河北町紅花資
料館べに花まつり

7/3（土）～7/4（日）
9:00～17:00

河北町

今年の河北町紅花資料館べに花まつりで
は、紅花畑の観賞や時代衣装展をはじ
め、紅花を使ったリース作り体験（１０時～
１５時）、紅花の乱花を使用した特製かき
氷の販売（１０時～なくなり次第終了）を行
います。まつり当日は入場無料となってお
りますので、コロナウイルス感染防止対策
のうえ、ぜひお越しください。

河北町紅花資料館
（一社）河北町観
光協会
☎0237-72-3787

第３４回おくのほそ道
天童紅花まつり

7/3（土）～7/11（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。上貫津の紅花畑
に約1万本の花が咲き誇ります。満開を迎
えると、紅花畑一面が鮮やかな黄色に染
まります。
※今年はまつりの規模を縮小し、畑の自
由見学を受け入れております。詳細は市
HPをご確認ください。

上貫津紅花畑、龍
神の里そば処じゃ
がらむら

おくのほそ道天童
紅花まつり実行委
員会（天童市経済
部商工観光課内）
☎023-654-1111
（内線222）

産直あさひ・グーやま
のごっつおまつり

7/4（日） 鶴岡市

山菜をはじめ、朝日地域の食材をふんだ
んに使ったごちそうやデザート約30種がど
れもすべて1皿100円バイキング・テイクア
ウトでお楽しみください。

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

2021旧柏倉九左衛門
家　紅花まつり

7/10（土）～7/11（日） 中山町

国の重要文化財に指定されている、旧柏
倉家住宅前に広がる紅花畑を自由に鑑賞
いただけます。黒塀と紅花の美しい風景を
お楽しみいただけます。同日は旧柏倉家
住宅の一般公開も行っています。

旧柏倉家住宅前
旧柏倉家住宅
☎023-687-1778

山形紅花まつり 7/10（土）～7/11（日） 山形市
映画「おもひでぽろぽろ」の舞台のモデル
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

令 和 3 年 7 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年７月・８月イベントカレンダー
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

肘折温泉　開湯祭（予
定）

7/14（水） 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。例年、地蔵神興行列
が行われますが、今年度は規模を縮小し
て開催予定です。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

例祭（花祭り） 7/15（木） 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。（今年度は関係者
のみで神事を執り行います。一般の方の
参列はご遠慮願います。）

出羽三山神社三神
合祭殿前

出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

赤倉温泉　食まつり 7/22(木・祝)～8/31(火) 最上町

今年の食まつりは、ご宿泊いただいたお客
様に「水かけまんま」をお楽しみいただけ
るようなプランを予定しております。また、
日帰りでのご利用をご希望される場合は
各旅館にお問合せください。詳細は赤倉
温泉観光協会HPもしくはお電話にて。

最上町赤倉温泉
赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

天狗山祭り 7/23（金・祝） 飯豊町

標高５４１m。軽登山として愛されていま
す。小白川天狗山も昨年“やまがた百名山
選定”となり、ますます注目を浴びてきてい
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　宝
蔵院

NPO法人まちづく
りいいで
☎0238-87-9950

鮭川村エコパークあり
がどサマー祭

7/24（土） 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
ジェクト会議（鮭川
村エコパーク内）
☎0233-55-4455

ＳＮＯＷえっぐフェス
ティバル

7/31（土）
※開催未定

飯豊町

「真夏に雪で遊びましょ」がコンセプトのイ
ベントです。冬は３ｍもの積雪となる豪雪
地に住む若者たちが、イベントを作り上げ
ます。

飯豊町数馬・白川
ダム湖岸公園

中津川地区公民
館
☎0238-77-2020

十六羅漢まつり＆ライ
トアップ

7/31（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。また、この時期にあわせて十
六羅漢岩のライトアップが行われます。

十六羅漢岩
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

森と水の夏まつり 8/8(日・祝) 山辺町

クラフト教室やウオークラリー等は事前に
申込が必要となります。また、シャボン玉
づくりなど当日お越しの方でも楽しめるイ
ベントもご用意しております。

山形県県民の森
県民の森森林学
習展示館
☎023-666-2116

ひがしね祭 8/11（水） 東根市

田楽提灯の展示や「おどりの競演」のオン
ライン配信など、ひがしね祭を代表する催
しを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。

原則オンライン開
催

ひがしね祭実行委
員会事務局
☎0237-42-1111

第42回山形大花火大
会

8/14（土）
18:45～20:00

山形市

たくさんの色鮮やかな花火が打ち上げら
れ、夏の夜を彩る、山形最大級の花火大
会。今年のテーマは「南天花火～難を転じ
て福となす」です。

霞城公園
山形大花火大会
実行委員会
☎023-632-8665

前森高原サマーフェス
ティバル(予定）

8/15（日）(予定） 最上町
各種イベントを用意してお待ちしておりま
す。

わくわくファーム前
森高原

最上町役場 交流
促進課
☎0233-43-
2111(代)
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

納涼花火大会 8/16(月) 金山町
金山へ訪れる方々、そしてコロナ収束と医
療従事者への感謝の気持ちを込めた花火
大会を実施します。

金山町中心部

金山まつり実行委
員会
(もがみ北部商工
会金山事務所内)
☎0233-52-2349

風祭り 8/29（日）※神事のみ 東根市

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。

若宮八幡神社
東根公民館
☎0237-42-0107

八朔祭（蜂子神社祭） 8/31（火） 鶴岡市

出羽三山神社の修行神事の一つで、開祖
蜂子皇子の修行を辿る秋峰の行を行って
いる山伏によって、羽黒山頂の蜂子神社
の前庭で大紫燈護摩が焚かれ、豊作と家
内安全が祈られます。（今年度は一部内
容を変更して開催いたします。）

出羽三山神社三神
合祭殿前

出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

SNOWえっぐフェスティバル（飯豊町） 前森高原サマーフェスティバル（最上町）
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●イベント 令 和 3 年 7 月 1 日

イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山形まるごと市（山寺
会場）

（通年※冬季間除く）
毎週土曜、日曜、祝日

山形市
新鮮な野菜や果物はもちろん、たくさんの
種類の山菜や昨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）

（通年※冬季間除く）
毎週日曜日

山形市
やまがたの地元の採れたて新鮮な野菜や
果物や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）

（通年※冬季間除く）
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

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：日没から夜10：00

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

あつみ温泉朝市 4/1(木)～11/30(火) 鶴岡市
期間中、毎朝開催します（5：30～8：30）。
温海地域の特産品や民芸品等が並びま
す。

あつみ温泉朝市広
場

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

ゆめりあ鉄道絵画展 4/3（土）～9/30（木） 新庄市

4月3日（土）からもがみ体験館にオープン
したゆめりあ鉄道ギャラリーの一角に新庄
美術協会により 故 茂木定株 氏の鉄道絵
画に関する水彩画が東北DC特別企画と
して期間限定で展示しています。
時間　9：00～18：00
見学料　無料

「ゆめりあ」
1階
もがみ体験館

「ゆめりあ」事務室
☎0233-28-8888

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」

4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。卯の花姫伝説の
舞台になった秘境・三淵渓谷を巡る約1時
間の船旅です。
※料金及び乗船方法、乳幼児の乗船につ
いては要問合せ。運航日についてはボー
トツーリング公式HPをご確認ください。
10:00～15:20（1日4便各1時間）

長井ダム（ながい
百秋湖）

野川まなび館
☎0238-87-0605

第63回奥の細道羽黒
山全国俳句大会

～8/31（火） 鶴岡市

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が
続く現状を踏まえ、今年度は前夜祭並び
に本大会を中止し、一般の部及び子ども
の部の投句のみ実施します。

＜一般の部　兼題＞
○自由題(季節問わず)、未発表句二句一
組(何組でも可)
○投句料：1,000円(二句一組につき)
○投句先：「奥の細道」羽黒山全国俳句大
会実行委員会事務局　(出羽三山神社内)
※令和3年8月31日(火)必着

＜子どもの部＞
○題材　：身のまわりの物事や見たり聞い
たりして自分が感じたことを出羽三山や最
上川、松尾芭蕉、奥の細道などを俳句に
してください。
○対象　：小学4年生から中学3年生(原則)
○投句料：無料
○投句先：「奥の細道」羽黒山全国俳句大
会実行委員会事務局（いでは文化記念館
内）令和3年8月31日(火)必着

※類句・二重投句(他の俳句大会、結社
誌、雑誌などに発表した句)は審査の上、
入選を取消すことがあります。

-

「奥の細道」羽黒
山全国俳句大会
実行委員会事務
局　(出羽三山神
社内)
☎0235-62-2355
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

くらしと民具 4/28（水）～7/11（日） 新庄市

新庄・最上地方の昭和初期までのくらし
や、生活の中で使用されてきた民具を紹
介します。
期間：4/28（水）～7/11（日）
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

出羽三山御開祖　蜂
子皇子特別拝観

4/29(木)～11/3(水・祝) 鶴岡市

【出羽三山丑年御縁年特別企画】     【東
北DC特別企画】
疫病収束、一日も早く平穏な生活に戻れ
ることを願って、各地に安置されている蜂
子皇子御尊像を一堂に祀り、特別に拝観
いただけます。
参拝時間：9時～16時30分
拝観料：500円（特別拝観券セット800円）

羽黒山山頂（天宥
社）

出羽三山神社
☎0235-62-2355

御澤駈け体験　御澤
佛特別拝観

4/29(木)～11/3(水・祝) 鶴岡市

【出羽三山丑年御縁年特別企画】     【東
北DC特別企画】
湯殿山で行われていた御澤駈けという厳
しい修行にちなんだ「御澤佛」を展示しま
す。
時間：9時～16時30分
拝観料：500円（特別拝観券セット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

春から降雪期まで温泉街には、山菜や野
菜などその季節の旬の味覚とともに、朝
市のお母さんたちとの会話を楽しみに訪
れる方々も多くいます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

水陸両用バスin長井
ダム百秋湖

5/21（金）～8/8（日・
祝）

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。期間中、水曜日は運休となりま
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：大人3,000円、
小人：1,000円

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

一般社団法人や
まがたアルカディ
ア観光局
☎0238-88-1831
専用受付電話：
090-9534-6004

蔵王ペンション村オー
プンガーデン

5/23（日）～7/4（日）
予定

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。
※コロナウイルスの影響で開催日等変更
がある場合がございますので、事前に
「オープンガーデンペンション村」のウェブ
サイトでご確認ください。

蔵王ペンション村
ペンションブラウン
☎023-679-2970

紅花colors 6/1（火）～8/29（日） 白鷹町

　今年も「3密」を避けてロングランで開催
します。期間中は、白鷹町産の紅花を使っ
た期間限定メニュー「紅ランチ」（7/2～31）
の提供やハンドメイドワークショップ（7/2
～30）、紅花摘み体験や紅花関連商品の
販売「紅の里SHOP」などがあります。詳し
くはお問い合わせください。

・荒砥駅前交流施
設
・山峡紅の里
・パレス松風
　　　　　　ほか

（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

どんでん平ゆり園ＯＰ
ＥＮ

6/12（土）～7/18（日） 飯豊町

東日本最大級・多品種５０万本のゆりが咲
き誇ります。かぐわしく爽やかに初夏の風
を感じながら、あなたの好きなゆりを探し
てみてください。

どんでん平ゆり園
どんでん平ゆり園
☎0238-78-5587

肘折夜市 7/17（土）・8/21(土) 大蔵村

「朝市があるなら夜市があっても・・・」そん
な声に応え、温泉街を会場に夜屋台が出
店します。夜の温泉街をお楽しみくださ
い。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

芭蕉来訪展 6/24(木)～7/13(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
２７日まで（現在の７月３日～１３日）１０泊
１１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（山形県尾花
沢市中町5番36号)

芭蕉、清風歴史資
料館
☎0237-22-0104

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

6/26（土）～10/3（日）
の土日祝日及び
8/10(火)～13(金)、
9/24(金)

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

夏山開き 7/1（木） 遊佐町
夏山シーズン中の安全を祈願します。本
格的な登山シーズンを迎えます。

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

おくのほそ道尾花沢そ
ば街道　雪蔵そば食
べ歩き

7/1(木)～7/31(土) 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

スマホスタンプラリー 7/1（木）～11/14（日） 高畠町

高畠町の観光地を満喫できるスタンプラ
リー。町内15ヵ所の観光地（チェックポイン
ト）の内4ヵ所以上の観光地でスタンプを集
めると豪華賞品が抽選で当たります。

チェックポイント
（太陽館、亀岡文
殊、安久津八幡神
社など町内15ヵ所）

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

月山あさひ博物村30
周年特別企画
昆虫大集合「むしむし
展」

7/3(土)～11/7(日) 鶴岡市

月山あさひ博物村30周年特別企画として
昆虫大集合「むしむし展」を開催します。カ
ブト虫の販売も行います。
＊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 ＊月曜休館
＊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（大人1人+幼児1
人）

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

人間国宝　奥山峰石
『鍛金の世界展』

7/9（金）～12/20（月） 新庄市

鍛金の技法に注目し、人間国宝 奥山峰
石氏の収蔵作品を紹介します。
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

鳥海山御浜出神事 7/14（水） 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
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

とざわぐるっとスタンプ
ラリー

7/15（木）～9/30（木） 戸沢村

トートバックを台紙にしたスタンプラリー。
戸沢村に設置された６種類のスタンプを集
めて、見どころを楽しみながらオリジナル
のトートバックを作りましょう。スタンプを３
種類以上集めて応募すると抽選で特産品
が当たります。

戸沢村宿泊・観光
施設等

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

海水浴場開き 7/16（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。

遊佐町内各海水浴
場

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

7/16（金）～8/19（木） 酒田市
日本海に浮かぶ小さな島の海水浴場。海
水浴はもちろん、釣りやダイビングスポット
としても注目されています。

飛島海水浴場
合同会社とびしま
☎0234-96-3800
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

肘折温泉七夕LEDス
カイランタンフェスタ

7/17（土） 大蔵村

東北DCの特別企画として七夕の月の夜
に願いを込めたスカイランタンを一斉に打
ち上げます。
星空に幻想的なスカイランタンを浮かべ思
い出を作りましょう。

肘折いでゆ館前広
場特設会場

大蔵村産業振興
課
☎0233-75-2105

鳥海山高山植物観察
山行[7合目コース]

7/17（土） 遊佐町
大平～御浜～御田ヶ原～鉾立
時間：7：30～16：30　参加費：6,000円　※
昼食おにぎり付き

鳥海山
NPO法人遊佐鳥
海観光協会
☎0234-72-5666

ひじおりの灯 7/17（土）～8/22（日） 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
夜の温泉街を彩ります。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

湯ノ沢岳
山開き登山

7/18（日） 鶴岡市

*集合時間・場所：湯ノ沢岳登山口　午前7
時
*持ち物：昼食、雨具、飲み物、登山できる
服装と靴
*問合せ先：あさひむら観光協会

湯ノ沢岳
あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

7/18(日)
8/15(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

大人のための夜の図
書館vol.26 「ハーブの
魅力」

7/14（水） 川西町

ハーブを使ったレシピの紹介や、栽培方
法、手入れの仕方など。これからハーブを
育ててみたいという初心者の方から、もっ
とハーブを楽しみたいという上級者の方ま
で大歓迎です。

川西町立図書館
（川西町フレンド
リープラザ内）

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

〝明るいやまがた〟
夏の安全県民運動出
発式

7/21（水） 山形市

７月２１日から１か月間‶明るいやまがた
〟夏の安全県民運動を展開します。
安全で楽しい夏を過ごすため、夏型の事
故防止と青少年の健全な育成に取り組
み、運動初日に出発式を実施します。

県議会棟前駐車場
※雨天時、県庁ロ
ビー

県消費生活・地域
安全課
☎023-630-2460

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(木・祝)～8/22(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22日（木）～8月22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、中台池のブナ林散歩
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
☎54-6606

山寺宝珠山ライトアッ
プ・光のロード

7/22(木・祝)～8/22(日) 山形市
山寺宝珠山のライトアップを行ないます。
秋の紅葉時期にも行なわれます。

山寺宝珠山・門前
町商店街

山寺観光協会
☎023-695-2816

赤川花火プレゼンツ
2021

7/23(金)～8/21(土) 鶴岡市

「割物」花火を1日30発、連続30日間打ち
上げます。打ち上げ場所は赤川河川敷と
松ヶ岡の2カ所。開始時間は午後7時半か
らです。花火の様子はユーチューブの赤
川花火大会公式チャンネルで動画を生配
信します。
①7月23日(金)～31日(土)
②8月1日（日）～12日(木)
③8月13日(金)～21日(土)

※打ち上げ会場に観客席やトイレは設置
しません。

①赤川河川敷（羽
黒橋～三川橋）
②羽黒町松ヶ岡
③赤川河川敷（羽
黒橋～三川橋）

赤川花火大会実
行委員会（鶴岡青
年会議所）
☎0235-64-0701
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

日本一小さなゆきさと
オーガニックマルシェ

7/25(日) 新庄市

オーガニックに関する講話、農薬不使用・
化学肥料不使用の農産物及び加工品の
販売など
時間：10時～15時

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

市民ゆかたデー 7/29（木） 上山市

本年も、“ゆかたの似合う町”かみのやま
温泉から、明るく涼しい話題提供として「市
民ゆかたデー」を開催いたします。
コロナ禍ではありますが、上山の元気をゆ
かたで発信します。当日は、市内各施設・
店舗等でゆかた着用執務を行います。

上山市内各所
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

スマイルプロジェクト
☆(きらり)かみのやま

7/31(土) 上山市

上山市民総合運動広場を会場に大迫力
の花火を打ち上げます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、会場への来場者数の制限がござい
ます。

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

真夏の太鼓ライブ 7/31（土） 川西町

真夏の午後、プラザ野外ステージで打楽
器奏者による演奏、太鼓の響きと音色を
楽しむイベントです。和太鼓・ジャンベ・
パーカッションが勢ぞろい。打楽器セッショ
ンあり。楽器持ち込みも歓迎です。

川西町フレンドリー
プラザ野外劇場

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

観光ぶどう園オープン 8/1(日）～ 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。
※今後の状況によって実施しない可能性
もございます。

市内観光ぶどう園
南陽市観光協会
☎0238-40-2002

とざわフォトコンテスト
２０２１

8/1（日）～11/30（火） 戸沢村

とざわフォトコンテスト２０２１開催します。
最大賞金５万円、テーマは「魅力発見！と
ざわ村の旅」です。戸沢村を旅したくなる
ような作品をお待ちしております。詳細は
戸沢村観光物産協会のHPをご覧くださ
い。

応募先
戸沢村観光物産協
会
戸沢村古口２７０

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

黒川能野外能楽水焰
の能

8/7(土) 鶴岡市

重要無形民俗文化財「黒川能」が年に一
度野外で公演する薪能で、今年は下座が
出演します。
第37回を迎えた今回は、新型コロナの感
染状況を鑑み、鶴岡市民を対象とした（限
定300名）地域応援キャンペーン事業とな
ります。

鶴岡市櫛引総合運
動公園
(雨天時/櫛引ｽﾎﾟｰ
ﾂｾﾝﾀｰ)

櫛引庁舎産業建
設課
☎0235-57-2115

とことん粘菌を探そう 8/7（土） 西川町
山形県立自然博物園内でインタープリ
ターと粘菌を探します。

山形県立自然博物
園

山形県立自然博
物園
☎0237-75-2010

玉簾の滝ライトアップ 8/7（土）～15（日） 酒田市
落差63メートル幅5メートルにわたり、豪快
に流れ落ちるさまは壮観です。

玉簾の滝
酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

農大市場 8/11（水・祝） 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

山形県企業局コン
サート ｉｎ 南陽

8/20（金） 南陽市

　山形県企業局では、企業局の取組みへ
の県民の皆様のご理解とご協力に感謝
し、地域社会への貢献を目的として、山形
交響楽団によるコンサートを入場無料で
開催しております。
　今年度は、「シェルターなんようホール」
において、映画音楽等の親しみやすい楽
曲や山形県出身のバリトン深瀬廉氏との
共演など会場の皆様が楽しめるプログラ
ムを予定しております。

シェルターなんよう
ホール
（南陽市文化会館）

山形県企業局コン
サート係（㈱イベン
トプロデュースガッ
ツ内）
☎023-635-0576
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第23回フレンドリーク
リニック2021

8/20（金）～8/28（土） 川西町

毎年開かれるクラシック音楽の夏期講習
会。日本を代表する講師陣の個人レッス
ン・グループレッスンが設定され、さらに終
了コンサートでは共演の舞台が用意され
ています。

川西町フレンドリー
プラザ・ライブス
ペースJam、他

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

鳥海山高山植物観察
山行[7合目横断コー
ス]

8/21（土） 遊佐町
鉾立～鳥海湖～千畳ヶ原～湯ノ台
　時間：6：00～17：30　参加費：6,000円
※昼食おにぎり付き

鳥海山
NPO法人遊佐鳥
海観光協会
☎0234-72-5666

ひじおりの灯（大蔵村） 2021旧柏倉九左衛門家 紅花まつり（中山町）

9 



令 和 3 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 7/11(日)18:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS 松本山雅ＦＣ 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 8/9(月)19:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ジェフユナイテッド千葉 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 8/22（日）19:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ＦＣ琉球 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

スペシャルサンクスコ
ンサート

8/1（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　村川　千秋、阪　哲朗、大井　剛史
ヴァイオリン　前橋　汀子

山形市民会館　大
ホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第26回酒田公演
8/29（日）15:00～
（14:00開場）

酒田市
指揮　阪　哲朗
ソプラニスタ　岡本　知高

酒田市民会館「希望
ホール」

山響チケットサービス
☎023-616-6607

●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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