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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天童秋まつり
10/10（日）～11/29
（月）

天童市

優雅で気品あふれる菊の花を飾り、美しさ
を競う菊花展、天童高原産「でわかおり」を
使用した手打十割そばを味わえる天童高
原新そばまつり、紅葉色づく面白山をベテ
ランガイドと行く登山イベントに加え、今年
は親子でウォーキング+ピザ作り体験や天
童公園もみじ園でのライトアップなど企画
が盛りだくさんです。ぜひ秋の天童を堪能
しに来てください。

わくわくランド・天童
高原

天童秋まつり実行
委員会事務局（天
童市経済部商工
観光課内）
☎023-654-1111

荘内大祭 10/6（水） 鶴岡市
今年は規模を縮小し、酒井家参勤交代の
大名行列を、80名でお披露目します。
LIVE配信あり。

鶴岡公園

荘内大祭奉行所
（荘内神社社務所
内）
☎0235-22-8100

第109回南陽の菊まつ
り

10/8（金）～11/7（日） 南陽市
全国一の歴史を誇る伝統ある菊まつりで
す。宮内会場の開催は10/18まで、花公園
会場の開催は10/19からです。

宮内会場、花公園
会場

南陽市菊まつり実
行委員会（事務
局：南陽市商工観
光課）
☎0238-40-8295

庄内あさひ新そばまつ
り2021
in産直あさひ・グー（予
約制）

10/24（日）・10/31（日） 鶴岡市

・時間　午前10時30分～/午前11時30分～
/午後12時30分～
・ざるそば、山菜なめこそば、天ぷらそば
セットの提供
・料金　各1,000円（各時間限定50食）

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

ふじしま秋まつり
10/25（月）～10/29
（金）

鶴岡市

「つや姫の里の収穫祭」と題して行われる
秋まつりは食と農に関した催しが行われま
す。

【ＪＡ庄内たがわ藤島支所秋まつり】
10月26日（火）10時～15時
駐車場にて地場農産物の販売。

【日本藁文化大祭】
10月25（月）～29日（金）10時～15時
藁工芸品の展示。

・つるおか食の祭典2021　地産地消をテー
マとしたＳＮＳフォトコンテストを開催予定。
・米、俵（藁）イベント　ふじしまお米・ご飯
川柳コンテスト、藤島2021藁リンピッククイ
ズ（ＳＮＳ）を開催予定。

ＪＡ庄内たがわ藤
島支所

ふじしま秋まつり
実行委員会
☎0235-64-2229

第８６回西川菊まつり 10/25（月）～11/8（月） 西川町
今年で86回を数える伝統のあるまつりで、
約450点の菊花が会場を鮮やかに彩りま
す。

西川町交流セン
ター「あいべ」特設
会場

西川菊まつり実行
委員会
☎0237-84-0566

第10回ながい百秋湖
まつり

10/30(土) 長井市

三淵渓谷ボートツーリングやダム水源地を
ガイドと周るウォーキング、ダム見学など
長井ダム周辺で楽しめるイベントを開催し
ます。

野川まなび館ほか

長井ダム水源地域
ビジョン推進会議
(事務局:長井市地
域づくり推進課)
☎0238-82-8005

庄内あさひ新そばまつ
り2021
in大梵字

10/30（土) 鶴岡市
・時間　午前10時30分～午後3時30分
・天ざるそば、大盛ざるそばの提供
・料金　各1,000円（限定150食）

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

令 和 3 年 10 月 1 日
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第16回越沢新そばま
つり

10/30（土）・10/31（日） 鶴岡市

地元で収穫された貴重な在来作物「越沢
三角そば」の新そばが味わえます。摩耶の
麓の山の幸、地元特産品直売コーナーや
特産品の抽選会もあります。
時間：午前9時～午後3時（両日250食限
定）
費用：1食1,200円

越沢「まやのやか
た」

越沢「まやのやか
た」
☎0235-47-2430

第53回最上町総合芸
術文化祭

10/30（土）～11/7（日）
9日間

最上町

町内外の活動団体の発表の場として総合
芸術文化祭を行なっています。生け花や
書道、パッチワーク、写真愛好家などの合
同展示発表会、また太鼓や郷土芸能の舞
台発表会が行われます。なお、開幕前
10/20～10/26には町民参加による一般公
募展示会も開催を予定しています。
合同展示発表会：10月30日～11月1日　9：
00～19：00(最終日は16：00まで）
舞台発表会：11月7日大ホールにて（12：
30開場、13：00開演～16：00閉演）
※マスク着用、アルコール消毒、入場制限
等にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大等の影
響により中止および延期となる場合がござ
います。

最上町中央公民館
最上町教育委員
会文化芸術係
☎0233-43-2350

紅葉まつり 10/31(日) 山辺町

紅葉の森林散策やきのこ植菌体験など秋
を楽しむイベントが盛りだくさん。他にも、
森林学習展示館にて県民の森フォトコンテ
ストの作品を展示しています。

山形県県民の森
森林学習展示館
☎023-666-2116

ふるさとむら宝谷新そ
ばまつり

10/31(日) 鶴岡市
地元宝谷産新そば・芋煮・きのこ汁などの
食べ物販売等です。

ふるさとむら宝谷

ふるさとむら宝谷
☎0235-57-4245
櫛引庁舎産業建
設課
☎0235-57-2115

板そばまつり 11/1(月)～11/30(火) 村山市

お待たせしました!新そばの季節がやって
きます。
採れたて・挽きたて・打ちたて・茹でたての
村山市のおいしい新そばをぜひご賞味くだ
さい。

最上川三難所そば
街道加盟店(12店
舗)

村山市商工観光
課
☎0237-55-2111

庄内あさひ新そばまつ
り2021in大梵字

11/3(水・祝)～
12/5(日）

鶴岡市
・時間　午前10時30分～午後3時30分
・限定メニュー新そば御膳の提供
・料金　1,500円（各日限定20食）

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

甲子大黒天例祭 11/19(金) 米沢市

米沢藩主上杉家代々の御祈祷所である甲
子大黒天の例祭です。山伏による特別祈
祷が奉修され、古来より伝わる神斧や宝
剣、法弓、そして「天地四方一切清浄之秘
法」により、家族皆んなが大黒さまのような
笑顔で毎日を過ごすことができるといわれ
ています。

小野川温泉甲子大
黒天

甲子大黒天
☎0238-32-2929

天童秋まつり（天童市） 西川菊まつり（西川町）

2 



●イベント 令和3年10月1日

イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

山形まるごと市（山寺
会場）

毎週土曜、日曜、祝日
※今季は11月下旬で
終了

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（高瀬
会場 軽トラ市）

毎週日曜日
※今季は10月いっぱい
で終了

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

山形まるごと市（蔵王
温泉会場）

毎週日曜日
※今季は10月第2週で
終了

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

夜の町歩きを楽しめる
ように！
大堰ライトアップ

～11月中旬頃 金山町

夜も安心して町歩きを楽しめるように、金
山町の魅力を引き出すライトアップを大堰
にて行っています。暖かいオレンジのライ
トは大堰を優雅に泳ぐ鯉を照らし、通常の
ライトアップとは違った雰囲気を楽しむこと
ができます。

大堰
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111

リゾートホテルにお得
に泊まって金山町を応
援しよう！

～2022年2/27(日) 金山町

リゾートホテルにお得に宿泊できるチャン
ス！山形県在住の方でシェーネスハイム
金山の宿泊プランをご利用の方を対象と
し、割引上限は町民が5,000円、県内在住
者は3,000円です！

ホテルシェーネス
ハイム金山

ホテルシェーネス
ハイム金山
☎0233-52-7761

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

出羽三山御開祖　蜂
子皇子特別拝観

4/29(木・祝)～
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・祝)～
11/23(火・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

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
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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　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

長井ダムでウォーター
アクティビティ　SUP・
水上自転車体験

5月下旬～10月下旬 長井市

長井ダムで体験できる新たなウォーターア
クティビティが登場しました。SUP(スタンド
アップパドルボード)や水上自転車に乗っ
て水上散歩を楽しめます。大自然に囲ま
れて心も体もリフレッシュ!ガイドが同行し、
乗り方をレクチャーしてくれるので安心し
て体験できます。
SUP:大人5,000円(山形県民限定で大人
2,500円【やまがた夏旅キャンペーン対応
プラン】)、小人(身長130cm以上)3,000円。
水上自転車:1,000円。
日程等の詳細はやまがたアルカディア観
光局HPをご確認ください。

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

月山あさひサンチュア
パーク
オートキャンプ場

6/20（日)～10月末頃 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！！
オートキャンプ1サイト通常：4,200円
オートキャンプ1サイト（7/20～8/25、7.8.9
月の土曜・祝日の前日）：5,500円
フリーサイト：2,100円デイキャンプ1サイト
(日帰り9時～16時)：1,550円

キャンプ場ご利用の方特典情報！
【無料】①夏野菜もぎとり放題②中台池の
ブナ林散歩③星空観察
【有料】100円：スケートランプ、スラックラ
イン
1,000円：本格ピザ窯利用料1時間(薪代
込)　※要予約
生地、具材は持込可ですが販売もしてお
ります。

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

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

GOGO上山！
7/1（木）～2022年2/28
（月）

上山市

上山市内の対象宿泊施設に２泊以上の
連泊をすると、滞在中の観光に使えるポイ
ント（約5,000円相当）がもらえます。果物
狩りや日帰り入浴、レンタサイクル、お食
事などにご利用いただけます。
対象の宿泊施設、ポイントが使えるメ
ニューは上山市観光物産協会のホーム
ページでご確認ください。

上山市内
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

ZENJIRO五の不思議
展

7/14（水）～11/3（水・
祝）

新庄市

洋画家・近岡善次郎画伯の世界を５つの
視点から紹介します。
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
※9/20（敬老の日）、11/3（文化の日）は
観覧無料

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

新庄藩主戸沢氏
～11代の歴史を辿る
～

7/26（月）～10/17（日） 新庄市

江戸時代、この地方を治めた新庄藩歴代
藩主11人を貴重な史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
※9/20（敬老の日）は観覧無料

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

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』

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
石氏の収蔵作品を展示します。
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
※9/20（敬老の日）、11/3（文化の日）は
観覧無料

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

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

「長井の心　詩と風
景」展

9/1(水)～10/31(日) 長井市

彫刻家・長沼孝三が『世界の宝』であると
讃え、また李氏朝鮮の地理書『択里志』で
記述された『楽土』の条件を満たしている
と言われる長井の風土。そこで生まれた
美術や文学の作品を通じて、『長井の心』
について考える展覧会です。

丸大扇屋
一般財団法人文
教の杜ながい
☎0238-88-4151

ひじおりの灯 9/11（土）～10/10（日） 大蔵村

山形に縁のある作家が肘折温泉に滞在し
ながら制作した新作灯籠がお披露目され
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をぜひご覧くだ
さい。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

「怪の連作～長沼孝
三の思想と表現」展

9/14(火)～12/26(日) 長井市

彫刻家・長沼孝三が人間や社会を風刺的
に表現した『怪』シリーズの彫塑作品を中
心に、仮面のレリーフや作家資料などを
展示。合わせて、芸術家や著名人から長
沼孝三に届いた寅年年賀状のコレクショ
ンを紹介します。
料金:大人300円、高校生200円、小中学生
100円

長沼孝三彫塑館
一般財団法人文
教の杜ながい
☎0238-88-4151

秋の鳥海山大抽選会
キャンペーン

9/17(金)～10/31(日) 遊佐町

対象施設(大平山荘・農林漁業体験実習
館「さんゆう」)において、1000円以上の金
額を利用された方の中から抽選で遊佐町
の特産品などをプレゼントします。

大平山荘☎090-
2607-2326
農林漁業体験実習
館「さんゆう」☎
0234-72-4500

遊佐町企画課観
光物産係
☎0234-72-5886

赤倉温泉　豆名月・栗
名月

9/18（土）～10/16（土） 最上町

赤倉の温泉街を訪ね歩き、茹でた枝豆や
栗、お菓子を頂く催しは、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため今年も残念なが
ら中止となりますが、9/18～10/16に赤倉
温泉旅館ご宿泊いただいた方へ“名月クッ
キー”を差し上げます。

最上町赤倉温泉内
赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

観光くり園オープン 9/18(土)～10月中旬 鶴岡市

＊場所：月山あさひ博物村　古の里交流
農園（そば処大梵字裏手）
＊時間：午前10時～午後4時
＊料金：大人200円、小中学生100円
※栗代金として1ｋｇあたり400円をいただ
きます。
※要予約（雨天可）

月山あさひ博物村
古の里　交流農園

大梵字（月山あさ
ひ振興公社）
☎0235-53-3413
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

慈恩寺の阿弥陀展 9/18（土）～10/31（日） 寒河江市

慈恩寺の阿弥陀仏を秘仏を含め一挙公
開。阿弥陀の世界をご堪能ください。境内
周辺に咲く彼岸花も、９月下旬から10月上
旬に見頃を迎えるのでお勧めです。また、
10月末までの毎週土曜日、夜のプレミア
ム拝観としてライトアップ開催中です。

寒河江市本山慈恩
寺

本山慈恩寺
☎0237-87-3993

蔵王ペンション村オー
プンガーデン～山の
秋の庭～

9/20（月・祝）～10/3
（日）

上山市

各ペンションが自慢のお庭を公開します。
雑木林の紅葉と庭の調和がひときわ美し
い時です。西日が木々の間を通り抜け、
秋明菊やススキを照らしだします。秋色に
変わった庭は落ち着いた時間を与えてく
れます。
期間中は、花苗や雑貨の販売、カフェ営
業を行っているペンションもあります。爽や
かなペンション村でごゆっくりお過ごしくだ
さい。

蔵王ペンション村
ペンションブラウン
☎023-679-2970

上山城企画展「つまみ
工房あみ　作品展」

9/23（木・祝）～10/6
（水）

※木曜休館

上山市
日本の伝統工芸「つまみ細工」に独自の
技法を加え創作した、つまみ細工作家・阿
部美枝さんの作品を展示します。

上山城
上山城
☎023-673-3660

産直あさひ・グー「き
のこまつり」

9/25(土)～10/24(日)の
毎週土曜・日曜

鶴岡市

原木なめこをはじめとするきのこ、栗など
の山の恵みの数々、温かいきのこ汁、あ
んこ餅などの朝日地域のお母さん自慢の
味、梵字川の眺めとともに朝日の秋をお
楽しみください。
＊きのこ汁、行沢とちもち（あんこ餅）のテ
イクアウト販売
＊原木なめこ、まいたけ、ひらたけ等各種
きのこ、栗などの販売

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

9/5（日）・10/2（土） 鶴岡市

朝日地域のお母さんたち自慢の料理をバ
イキングでお楽しみください。
　・午前10時30分～午後2時
　・1皿につき100円
　・テイクアウトのみ：お持ち帰りの上お召
し上がりください。

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

大石田そば街道プレミ
アムクーポン発売

10/1（金）～ 大石田町

山形県民限定で、大石田そば街道各店で
使える３０％プレミアム付きクーポン券を
発売。利用期間はR３．１１．６～R４．１．３
１まで

大石田そば街道各
店

大石田町産業振
興課
☎0237-35-2111

し ょ う な い 秋 ま つ り
2021　スタンプラリー

10/1（金）～11/30（火） 庄内町

例年しょうない秋まつりを開催しておりまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響
でスタンプラリー形式で開催することにな
りました。
スタンプラリー参加店舗にて500円以上お
買上げで1つスタンプをゲット！3つ貯める
と応募できまして、抽選で商品券(ゆりカー
ド)が200名様に当たります！応募締切は
11/30(火)までです。
参加店舗は庄内町観光協会HPにてご確
認ください。

庄内町参加店舗
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

大石田そば街道スタ
ンプラリー

10/1（金）～12/31（金） 大石田町

あったまりランド深堀を含む大石田そば街
道の３店舗を巡り応募すると、大石田町内
で使える2,000円のクーポン券が抽選で
500名様に当たります。

大石田そば街道各
店

大石田町産業振
興課
☎0237-35-2111

第15回かがり火コン
サート

10/2(土) 山辺町
秋の夜長にかがり火の下でコンサートや
朗読劇が行われます。ぜひ幻想的なひと
時をお過ごしください。

山辺町ふるさと資
料館

山辺町ふるさと資
料館
☎023-664-5033
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

あつみ温泉開湯1200
年記念式典及び温海
温泉お湯輿まつり

10/2（土） 鶴岡市

令和3年度開湯1200年を迎えるあつみ温
泉で「あつみ温泉お湯輿まつり」を行いま
す。オープニングセレモニーとして、熊野
神社巫女舞及び子供獅子舞、竹灯籠の
点灯などを行い、お湯輿があつみ温泉街
をまわります。
※新型コロナウイルス感染症の影響によ
り規模縮小する可能性があります。

あつみ温泉朝市広
場及びあんべ湯周
辺

あつみ温泉魅力づ
くり実行委員会
☎0235-43-2024

鳥海山高山植物観察
山行［７合目草紅葉
コース］

10/2(土) 遊佐町

大平～御田ケ原～鳥海湖～鉾立
時間　7:30～16:30
参加費(税込)6,000円
※昼食おにぎり付き

集合解散/JR遊佐
駅または遊楽里

NPO法人遊佐鳥
海観光協会
☎0234-72-5666

TAKAHATA
ILLUMINATION 2021
秋

10/2(土）・10/3（日） 高畠町

「屋外の観光」として、昨年から始まったラ
イトアップイベント。新たな町の観光を味
わっていただくため、進化し続けるイルミ
ネーションと歴史公園のコラボレーション
をご覧ください。

まほろば古の里歴
史公園

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

10/2（土）～10/17（日）
の土日

鶴岡市

羽黒山五重塔をライトアップします。由緒
ある地で夏のひとときを家族と共に。
受付時間：（7月～8月）18時～20時30分
（9月～10月）17時30分～20時
協力金：高校生以上１人500円
17日に夜間参拝限定御朱印を実施しま
す。

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
☎0235-62-4727

食べて健康　動いて
健康　カラダシアワセ
大作戦

10/9（土）・10/10(日) 米沢市

青空ヨガ・ポールウォーキング・ランニング
いずれかをインストラクター付きで楽しめ
ます。運動後には米沢栄養大監修の健康
ランチボックスをお渡しします。ポール
ウォーキングは子供無料となりますので、
ぜひ親子でご参加ください。

上杉伯爵邸庭園、
伝国の杜周辺、米
沢市内

道の駅米沢総合
観光案内所
☎0238-40-8400
米沢観光コンベン
ション協会
☎0238-21-6226

遊覧船 in長井ダム百
秋湖

10/15(金)～11/7(日)
※10/20(水)・27(水)は
運休

長井市

長井ダムながい百秋湖にて、今年も秋の
遊覧船を運航します。周囲の山々が美しく
紅葉する中、1周約45分かけてゆったりと
進む癒しの船旅はいかがでしょうか。
1日5便運航。大人(中学生以上):2,500円、
子ども(3歳～中学生):1,500円、幼児(0～2
歳):無料、貸切料金:60,000円。【完全予約
制】
乗船予約及び詳細についてはやまがたア
ルカディア観光局へお問い合わせ、また
はホームページをご確認ください。

長井ダム(ながい百
秋湖)

一般社団法人や
まがたアルカディ
ア観光局
☎0238-88-1831

マルコの蔵グリーンラ
イトアップ

10/15(金)～10/17(日) 金山町
金山町と臓器移植進機構のタイアップ企
画！マルコの蔵を移植医療のシンボルカ
ラーであるグリーンにライトアップします。

マルコの蔵
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111

ストライダーエンジョイ
カップ　寒河江つや姫
ステージ

10/16（土） 寒河江市

全国各地で開催されている幼児用ランニ
ングバイク「ストライダー」の大会。山形県
では寒河江市だけ！今大会は、山形県内
在住者限定で行います。エンジョイカップ
でレースデビューしよう！
詳細は「ストライダーエンジョイカップ　寒
河江つや姫ステージ」で検索してください。
※10/2（土）から10/16（土）に延期になり
ました。

最上川ふるさと総
合公園　イベント広
場

寒河江市スポーツ
振興課
☎0237-84-1877

上山城体験教室
「刀剣手入れ体験」

10/16（土） 上山市
本格的な刀剣の手入れを体験します。初
心者でも安心してご参加ください。

上山城
上山城
☎023-673-3660
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

上山城企画展「古写
真・古看板・絵葉書で
振り返る　上山の
“ちょっと”昔の風景
展」

10/16（土）～12/5（日）

※木曜休館
上山市

昔懐かしい上山の風景展を開催します。
上山城収蔵資料の他、皆さんから募集し
た写真も展示します。

上山城
上山城
☎023-673-3660

２０２１　旬だ!!!寄って
け　とざわＭＵＲＡ市

10/16(土)～11/7(日)
の土日

戸沢村

とざわＭＵＲＡ市は、戸沢村の特産品や加
工品を販売するイベントです。
会場：白糸の滝ドライブイン・いきいきラン
ドぽんぽ館・高麗館（11/7のみ）
時間：10時～15時

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

10/17(日)・11/21(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

日和山クラフト・アート
フェア2021in酒田

10/23(土)･10/24(日) 酒田市
山形県内外のクラフト・アート作家による
展示即売会を開催します。

下日枝神社境内ほ
か

酒田市交流観光
課　観光戦略係
℡0234-26-5759

秋の関川産物販売会 10/23(土)･10/24(日) 鶴岡市

しな織製品の展示販売、しな織体験、地
元で生産された農産物等の販売を行いま
す。
時間：23日（土）午前10時～午後3時
時間：24日（日）午前10時～午後2時

関川しな織セン
ター周辺

関川しな織セン
ター
☎0235-47-2502

今神山と大蔵鉱山を
巡る歴史街道トレッキ
ング

10/24（日） 戸沢村

戸沢村角川を出発し御池、今神温泉跡
地、番所峰、大蔵鉱山跡を巡り、大蔵村肘
折温泉に到着するトレッキングです。
参加料金：3,500円（昼食付き）
申込先：ＮＰＯ法人田舎体験塾つのかわ
の里
（電話・ＦＡＸ）0233ｰ73ｰ8051
募集定員：20名
申込締切：10月18日（月）　17：00まで
　（定員になり次第締め切りとします。）

集合場所
戸沢村役場駐車場

ＮＰＯ法人田舎体
験塾つのかわの
里
☎0233ｰ73ｰ8051

観音岩トレッキング 10/24（日） 高畠町

町二井宿地区にある観音岩の秋の景色
を楽しみながらトレッキングを行います。
最後には、世界に類を見ない大きさの線
彫延命観音も見ることができます。

観音岩
二井宿地区公民
館
☎0238-52-1001

温海嶽閉山祭
紅葉のブナ林登山会

10/24（日） 鶴岡市

あつみ温泉から徒歩で行くことのできる
「温海岳」。天候に恵まれれば、日本百名
山の四座（鳥海・月山・朝日・飯豊）が一望
できることも。下山後は、朝市広場にてと
ち餅のお土産があります。
定員：先着30人
参加費：1,000円
申込み：10月15日(金)まで

温海温泉熊野神社
拝殿前集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

鮭川鮭有効利用釣獲
調査

10/30（土）～11/23
（火・祝）予定

鮭川村

村名の由来にもなっている鮭川は昔から
鮭が上る川として知られています。漁業を
中心にふ化事業に取り組み、事業の一つ
になっている釣獲調査は毎年たくさんの釣
り人が県内外から訪れ、鮭川の魅力を楽
しんでいます。

鮭川橋から下流の
米坂橋まで
約5.5km区間

鮭川鮭有効利用
調査委員会
（最上漁業協同組
合内）
☎0233-62-2078

出羽街道路乃茶屋
「キラリ」紅葉まつり20
周年記念

10/30（土）・10/31（日） 鶴岡市

旬の山の幸を販売します。オープン２０周
年を記念した抽選会やじゃんけん大会な
どもあります。
時間：午前10時～午後4時

温海川　出羽街道
路乃茶屋「キラリ」

出羽街道路乃茶
屋「キラリ」
☎0235-47-2588
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

浄の滝トレッキング 10/31（日） 戸沢村

戸沢村角川のパワースポット、御池、今神
温泉跡地、浄の滝を巡るトレッキングイベ
ントです。
参加料金：3,000円（昼食付き）
申込先：ＮＰＯ法人田舎体験塾つのかわ
の里
（電話・ＦＡＸ）0233ｰ73ｰ8051
募集定員：20名
申込締切：10月25日（月）　17：00まで
　（定員になり次第締め切りとします。）

集合場所
戸沢村役場駐車場

ＮＰＯ法人田舎体
験塾つのかわの
里
☎0233ｰ73ｰ8051

摩耶山山閉じ・秋の登
山会

10月中旬 鶴岡市
紅葉の摩耶山をお楽しみください。
※コロナウイルスの状況をみて開催決定
します。

越沢　「まやのやか
た」集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3548

森林トロッコ列車 10月末まで 真室川町
毎週（土・日・祝）の11時・13時・15時に運
行しています。料金は100円となります。

まむろ川温泉梅里
苑周辺

真室川町役場企
画課
☎0233-62-2050

景品総額100万
円！！
朝日町周遊スタンプラ
リー

11/1(月)～12/12(日) 朝日町

町内の対象店舗を回ってお買い物をして
いただき、応募に必要なポイント数を貯め
てご応募いただくと、抽選でりんごやワイ
ン等の特産品を含む総額100万円分の豪
華景品が当たります。

朝日町内

朝日町産業まつり
運営委員会（朝日
町総合産業課内）
☎0237-67-2113

弓矢・勾玉・石器を作
ろう

11/3（水・祝） 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自分で作れます。弓
矢は作った後実際に使ってみましょう！

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

農大市場 11/3（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

いいもの山形展
11/6(土)・11/7(日)
11:00～17:00　(7日は
16:00迄)

山形市
暮らしに彩りを添える、個性豊かな県産品
を集めた展示・販売会を開催します。

霞城セントラル１階
アトリウム

山形県産品愛用
運動推進協議会
（事務局：商業・県
産品振興課）
☎023-630-2498

昼下りのステージ
vol.12

11/6（土） 川西町
出演は、2018年結成の「キッズコーラスク
ローバー」。小学生を中心とした子どもた
ちが歌声を披露します。

川西町フレンドリー
プラザロビー

☎0238-46-3311

県産酒魅力発信イベ
ント（仮称）

11/6（土） 山形市
県産酒のＰＲ及びさらなる消費拡大を図る
ため、県内外のファンを対象としたイベント
を実施します。

やまぎん県民ホー
ル前広場

商業・県産品振興
課
☎ 023-630-3316

「日本一美酒県　山
形」オンラインフェア

11/6（土） －
令和４年５月の初回開催に向け、オンライ
ンでプレイベントを行います。

オンライン
（「日本一美酒県
山形」ＨＰから）

「日本一美酒県
山形」フェア実行
委員会（事務局：
商業・県産品振興
課）
☎023-630-3316

プラザの座学vol.13
「妖怪を見た男～近代
建築界の巨人伊東忠
太の世界～」

11/7（日） 川西町
『妖怪を見た男』（山形テレビ2005年）の上
映とトーク。「妖怪」をキーワードに伊東忠
太の建築思想の核心に迫ります。

川西町フレンドリー
プラザホール

☎0238-46-3311
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

子どもの生活リズム向
上山形県フォーラム

11/13（土） 山形市

「やまがた教育の日」関連事業として、子
どもの生活リズムの向上を目的に毎年開
催しています。
今年度は、子どものネット・ゲームとの付
き合い方と家族のかかわり方について講
演会を行います。

遊学館及びオンラ
イン（Zoom）

教育庁生涯教育・
学習振興課
☎023-630-2872

上山城体験教室
「天体望遠鏡を作ろ
う！」

11/20（土） 上山市
上山城で世界に１つしかない自分だけの
天体望遠鏡を作りましょう。

上山城
上山城
☎023-673-3660

「郷土yamagataふるさ
と探究コンテスト」最終
審査会

11/20（土） 山形市

「やまがた教育の日」関連事業として、小
学生・中学生・高校生が、授業や地域活
動で、自分の住む地域について主体的に
学んだ成果を発表するコンテストの最終
審査会をオンラインで開催します。

遊学館及びオンラ
イン（Zoom）

教育庁教育政策
課
☎023-630-2692

山戸能･山五十川歌
舞伎
奉納上演

11/23(火・祝） 鶴岡市

県指定無形民俗文化財に指定されている
能と歌舞伎が奉納上演されます。
※新型コロナウイルス感染症の状況をみ
ての開催を予定しています。

山五十川公民館
山五十川公民館
☎0235-45-2949

犯罪被害者支援県民
のつどい２０２１

11/25（木）
13：30～

山形市

犯罪被害者支援に対する理解を深め、社
会全体で支援が推進されることを目的とし
て、公益社団法人やまがた被害者支援セ
ンターと共催により実施

山形国際交流プラ
ザ「ビッグウイング」

山形県消費生活・
地域安全課
☎023-630-2462

親子でガラス玉を作ろ
う

11/27（土） 高畠町
古墳から出土したガラス玉の加工方法の
一つの「巻き付け技法」を体験します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

ひじおりの灯（大蔵村） ＳＵＰ体験（長井市）
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令 和 3 年 10 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 10/10(日)14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ブラウブリッツ秋田 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 10/23(土)14:00～
2021明治
安田生命
J2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 11/3(水・祝)14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

ＶＳ　東京ヴェルディ 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 11/14(日)14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

ＶＳ　大宮アルディージャ 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 11/21(日)14:00～
2021明治
安田生命
J2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

演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山形交響楽団と松川
儒フレンドリークラシッ
ク

10/3(日)15:00～
（14:00開場)

川西町

指揮　粟辻　聡
ピアノ　松川　儒
メゾソプラノ　井坂　恵
テノール　市川　和彦
バリトン　青山　貴

川西フレンドリープラ
ザ

川西フレンドリープラ
ザ
☎0238-46-3311

モーツァルト「魔笛」
10/9(土)14:00～
（13:00開場)

山形市
指揮　阪　哲朗
演出　宮本　亞門
管弦楽　山形交響楽団

やまぎん県民ホール
やまぎん県民ホール
☎023-664-2204

平澤海里 J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンの
ためのソナタとパル
ティータ全曲シリーズ

10/17(日)14:00～ 山辺町 ヴァイオリン　平澤　海里 囃館
噺館
☎080-1815-0188

第296回定期演奏会

10/23（土）19:00～
（18:00開場）
10/24（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　鈴木　秀美
ピアノ　三輪　郁

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

平澤海里 J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンの
ためのソナタとパル
ティータ全曲シリーズ

11/13(土)14:00～ 山辺町
ヴァイオリン　平澤　海里
ヴィオラ　山中　保人
チェロ　久良木　夏海

囃館
噺館
☎080-1815-0188

第297回定期演奏会

11/20（土）19:00～
（18:00開場）
11/21（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　阪　哲朗
ヴァイオリン　辻　彩奈

山形テルサホール
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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