
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

庄内あさひ新そばまつ
り2021
in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

やまがた音と光のファ
ンタジア2021　イルミ
ネーション点灯

<点灯式>
11/26(金)17：15～
<イルミネーション点灯>
11/26(金)～
2022/2/14(月)17:00～
22:00
※点灯時間は時期や
会場により変わる場合
があります。

寒河江市

12万球以上のイルミネーションが寒河江
の冬を彩ります。期間中、メイン会場であ
る最上川ふるさと総合公園で毎日行われ
る幻想的な音と光の演出は見ごたえ抜群
です。サブ会場である寒河江駅前交流セ
ンター前、道の駅河北、道の駅にしかわ、
道の駅あさひまち、テルメ柏陵でもイルミ
ネーションの点灯を行います。

最上川ふるさと総
合公園他

さくらんぼ観光課
☎0237-85-1692

ひがしねウィンターフェ
スティバル

12/4（土）～2022/1/10
（月・祝）

東根市

　幻想的な屋外イルミネーションを是非お
楽しみください。 実施期間はたっぷりあり
ますので、ごゆっくりお越しください。
　会場では、新型コロナウイルス感染拡大
防止策へのご協力をお願いいたします。

東根市公益文化施
設「まなびあテラ
ス」

ひがしねウィンター
フェスティバル実
行委員会事務局
（商工観光課内）
☎0237-42-1111

湯殿山スキー場安全
祈願祭

12/11(土) 鶴岡市
・午前10時～安全祈願祭
・滑走可能時リフト無料開放
・ふるまい餅あり

湯殿山スキー場
湯殿山スキー場
☎0235-54-6450

鶴岡冬まつり　ライト
アップ

12/23（木）～
2022/2/27（日）

鶴岡市
大宝館をライトアップします。
午後4時30分～10時（12月31日（金）は翌
朝7時まで点灯）

大宝館
鶴岡冬まつり実行
委員会
☎0235-35-1301

西川町民スキー場安
全祈願祭

12/17（金） 西川町

ご利用いただくお客様の安全を祈願しま
す。
※積雪状況により、営業開始が延期され
る場合があります。

西川町民スキー場
西川交流センター
あいべ
☎0237-74-3131

羽黒山松例祭
12/31（金）～2022/1/1
（土）

鶴岡市

大晦日から元日にかけて行われる羽黒山
の代表的な祭り。100日間参籠し、精進潔
斎した2人の山伏がどちらが神意にかなっ
たかを競い合う験競べが祭りの中心。大
晦日昼頃から元日未明にかけて合祭殿内
や鏡池前広場、補屋などで、烏跳び、国分
神事など、様々の神事が行われます。

出羽三山神社三神
合祭殿前（羽黒山
山頂）

出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

道の駅川のみなと長
井元旦祭

2022/1/1(土)～1/3(月) 長井市

1年の福は、川のみなと長井から！2022年
も良い年でありますように、お正月特別企
画満載でみなさんをお待ちしております。
詳しい企画内容等については日程が近づ
きましたら、道の駅川のみなと長井公式
ホームページでご確認ください。

道の駅川のみなと
長井

道の駅川のみなと
長井
☎0238-87-1121

大日如来わらじみこし
祭り

2022/1/9（日） 高畠町

長さ4m、重さ400㎏を超す「大わらじ」があ
り、雪の降る中、その大わらじのみこしを
裸の若者が担いで町内を練り歩き、健康
祈願をする伝統行事です。みこしを担ぐ担
ぎ手募集中です！（新型コロナウイルスワ
クチン接種済みの方に限る）

高畠町中心商店街
（一社）高畠町観
光協会
☎0238-57-3844

やや祭り 2022/1/16(日) 庄内町

少年たちが手桶の冷水を浴び、無病息災
を願う。東北の奇祭として全国的にも知ら
れている小正月の風物詩。
※12月初旬の実行委員会にて開催可否を
判断します。

庄内町千河原神社
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

令 和 3 年 12 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年12月・2022年1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

笹野観音十七堂祭 2022/1/17(月) 米沢市

古くは旧暦12/17に行われていたので、年
越し祭とも呼ばれます。この日は、観音堂
前に露店が立ち、お鷹ぽっぽや十二支の
縁起物などを求める人で賑わいます。観
音堂境内では、無病息災を祈願する火渡
りの荒行が行われます。

笹野観音境内
笹野観音
☎0238-38-5517

朝日町雪まつり・ス
キー場祭り

2022/1/23(日) 朝日町
子供から大人まで楽しめるアトラクション
が盛りだくさん！朝日町の冬の自然を思
い切り楽しめる※一部有料イベントあり

Asahi自然観
ロッジしらくら前

朝日町雪まつり実
行委員会
☎0237-67-2113

やまがた音と光のファ
ンタジア2021　スペ
シャルデー

2022/1/29(土)～
1/30(日)
両日ともに10：00～

寒河江市

西村山1市4町の商工会青年部によるテイ
クアウトグルメエリア、スノーチューブ滑り
などができるキッズランドがあります。この
ほかにも、高所作業車からイルミネーショ
ンを楽しむことができるスカイウォッチング
が登場。29日は花火の打ち上げ、30日に
はLEDのランタンが一斉に夜空に舞い上
がります。映える写真を撮るのもよし、思
いっきり体を動かすのも良し！ぜひお越し
ください。

最上川ふるさと総
合公園他

さくらんぼ観光課
☎0237-85-1692

ひがしねウインターフェスティバル（東根市） 大日如来わらじみこし祭り（高畠町）
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●イベント 令和3年12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

リゾートホテルにお得
に泊まって金山町を応
援しよう！

～2022/2/27(日)まで 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

斎藤茂吉記念館　特
別展「新収蔵資料展」

～2022/3/31(木)
※水曜、年末年始休館

上山市

近年寄贈を受けた新資料から、斎藤茂吉
の親族の所蔵品とアララギ歌人の旧蔵資
料などを中心に、斎藤茂吉との関りと作品
創作の経緯などを紹介いたします。

斎藤茂吉記念館
斎藤茂吉記念館
☎023-672-7227

GOGO上山！
7/1（木）～2022/2/28
（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
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

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

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

「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

戸沢村さ行ってみっぺ
キャンペーン

10/1（金）～2022/1/3
（月）

戸沢村

戸沢村観光のキャンペーン対象体験プラ
ンを1,000円割引で体験できるお得なクー
ポンを利用できます。
プラン詳細については、チラシ又はHPをご
覧ください。

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

おとなりさん紹介クー
ポンキャンペーン

10/1（金）～2022/1/3
（月）

戸沢村

1,000円以上のお支払いで500円のクーポ
ンがもらえるキャンペーンを実施します。
クーポンは配布店舗以外の取扱店で利用
でき、とってもお得に周遊観光ができま
す。
数に限りがありますので、お早めに！
詳細については、チラシ又はHPをご覧くだ
さい。

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

頑張る肘折！応援
キャンペーン　ひじおり
得旅

10/10（日）～
2022/3/10（木）

大蔵村

山形県民を対象に宿泊割引キャンペーン
「ひじおり得旅」を実施中！宿泊料金8,000
円以上で5,000円割引と肘折温泉郷内で
利用できる1,000円の買い物・食事券をお
渡ししますご予約は旅館に直接お電話お
願いします。（数量限定）

肘折温泉各旅館
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

新庄の偉人たち
10/29（金）～
2022/1/30（日）

新庄市

明治から昭和にかけて活躍した郷土の偉
人を当館収蔵品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、年末年始
（12/28～1/3）

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

隠れ蕎麦屋の里しら
たか新そば旬そば
キャンペーン

11/1（月）～2022/2/27
（日）

白鷹町
キャンペーン参加店で蕎麦を食べると、抽
選で「そばお食事券」または「しらたかそば
通てぬぐい」が当たります。

熊屋、千利庵、そ
ばきり八寸、のどか
村、宝思そば

（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

光のプロムナード
11/19(金）～2022/1/10
（月・祝）
16：00～23：00

山形市
山形の冬の風物詩。年末年始恒例のイル
ミネーション。今年も暖かい光が街を包み
込みます。

山形市七日町大通
り

七日町商店街振
興組合
☎023-631-6368
URL:http://www.n
anokamachi.com/

天元台高原スキー場
開き

11/27(土)～ 米沢市

「白馬の騎士」の形をしたスキー場。米沢
市内のスキー場で最も標高が高く、本州
トップクラスのパウダースノーをお楽しみい
ただけます。シーズン中はスキーだけでな
く、様々なイベントも行っています。

天元台高原スキー
場

天元台高原スキー
場
☎0238-55-2236

藤島イルミネーション
2021

11/3（水・祝）～
2022/1/10（月・祝）

鶴岡市

イルミネーション点灯
時間：期間中毎日16：30～21：30まで(点灯
初日のみ18：00～)
抽選で10組を点灯の瞬間に招待します。
点灯の様子をインスタで生配信します。
今年のテーマは「＃星に願いを」です。
星座や惑星のイルミネーションも登場しま
す。

藤島歴史公園Hisu
花

藤島庁舎総務企
画課
☎0235-64-2111

最上峡芭蕉ライン観
光　こたつ舟

12/1（水）～2022.3月末 戸沢村

降り積もった雪と澄み切った空気が水墨
画のような幽玄な景色を生み出す最上
峡。足元ぬくぬくの「こたつ舟」で舟中弁当
等おいしい食事（要予約）を楽しみながら
最上峡の風情を堪能しませんか。
こたつ舟定期船　時間についてはHPでご
確認ください。
乗船料金　大人2,500円　小学生1,250円
幼児無料
弁当1320円より（要予約）
ＵＲＬ　http://www/bif/co/jp/

最上峡芭蕉ライン
観光
戸沢村古口86-1

最上峡芭蕉ライン
観光
☎0233-72-2001

コースターを作ろう 12/4（日） 高畠町
縄文・古代の技術をカラムシからとった繊
維を使ってアンギン台やミニ機織機でコー
スターをつくります。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

古代風ブレスレットを
作ろう

12/4（日） 高畠町
古代から人々の生活で使われてきたアサ
の紐を編んで自分だけのブレスレットをつ
くります。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

『人形劇団あ・い』さん
によるクリスマスおは
なし会

12/5（日） 川西町

人形劇「まほうのほうきにのって」、「たまご
にいちゃんぐみ」の他、リサイクル本フェ
ア、バザー、子ども服おゆずり会（主催：な
かよしキッチン）を開催いたします。

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

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

12/5(日) 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。
・10時30分～14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

蔵王温泉スキー場開
き

12/11(土） 山形市
蔵王連峰を見渡す大パノラマで、初滑りを
楽しんでみませんか。（滑走が可能かは、
ゲレンデの状況によります。）

蔵王温泉スキー場
上の台ゲレンデ

蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

4 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

花笠高原スキー場
オープン

12/11（土） 尾花沢市

ナイター設備完備、花笠高原スキー場が
12月11日よりオープンします。オープン当
日は日中のリフト料金が無料になります
（積雪状況により、営業期間が変更になる
場合があります）。ボード大好き作業員
が、熟練の技術で圧雪する極上のバーン
をお楽しみください！

花笠高原スキー場
（尾花沢市大字鶴
子858）

《シーズン期間外》
尾花沢市商工観
光課
☎0237-22-1111
㈹
《シーズン期間》
花笠高原スキー場
☎0237-28-3939

昼下りのステージ
Vol.12
「Joyful Shout！喜び
溢れよ！」

12/11（土） 川西町

2003年結成、現在は米沢市を拠点に15名
ほどで活動するゴスペルグループ「Joyful
Shout　米沢」。歌う方も聴く方も喜びに満
ち溢れるのがゴスペル！ぜひ共に喜びま
しょう！

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

上山城歴史講座「最
上義光と徳川家康」

12/11（土）
10：00～11：30

上山市

戦国時代の古文書から、義光と家康の外
交姿勢、両者の関係性を窺います。
講師：菅原義勝 氏（公益財団法人致道博
物館学芸員）
※事前予約制（30名）

上山城
上山城
☎023-673-3660

クラッセ　冬のお客様
感謝祭

12/11（土）～12/12
（日）

庄内町

期間中、クラッセのテナントにて500円以上
お買い上げの方へ引換券1枚進呈。引換
券4枚で記念品をプレゼント（先着順）！そ
の他各種テナント企画等あり！

庄内町新産業創造
館　クラッセ

庄内町商工観光
課新産業創造係
☎0234-42-2909

そば処大梵字
そば食べ放題

12/11（土）～12/19
（日）

鶴岡市

朝日地域産のそば粉を使ったそばを食べ
放題でお楽しみください。
・時間　11時～16時
・料金　1,800円
・内容　数量限定（ミニ天ぷら、小鉢付き）
・申込　予約優先

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

近岡善次郎寄贈作品
展

12/11（土）～
2022/3/20（日）

新庄市

近岡善次郎特別記念室開設以降、様々な
方に寄贈いただいた作品を一堂に展示し
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、年末年始
（12/29～1/3）

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

山形県最上町赤倉温
泉スキー場開き

12/11（土）プレオープン
12/18（土）フルオープ
ン

最上町

林の中の非圧雪ゾーンを滑ることができる
ツリーランエリアや上級者向けのコースが
充実。
また、お子様の初めての雪遊び、ソリ滑
り、スキー滑走を十分にお楽しみいただけ
ます。
12/18（土）フルオープンでは本格的なシー
ズンインを記念してリフト券が無料で
す！！！
リフト運行時間　8：30～16：00（プレオープ
ン祭事は9：00～）

山形県最上町赤倉
温泉スキー場

山形県最上町赤
倉温泉スキー場
☎0233-45-2901

黒伏高原スノーパーク
「ジャングル・ジャング
ル」オープン

12/11（土）～ 東根市

　例年、地元はもちろん、仙台圏からも多く
の来場者で賑わう「黒伏高原スノーパーク
ジャングル・ジャングル」がいよいよオープ
ンします。
　今シーズンも多彩なイベントを開催しま
す。（ゲレンデの状況により、営業期間が
変更になる場合があります。）

黒伏高原スノー
パーク「ジャング
ル・ジャングル」

黒伏高原スノー
パーク　ジャング
ル・ジャングル
☎0237-41-5555

野川まなび館クリスマ
スリースづくり

12/12(日)
10:00～12:00
(受付9:45～)

長井市

松ぼっくりやどんぐりなどを飾り付けて、自
分だけのオリジナルのクリスマスリースを
作ります。イルミネーションをつけて光輝く
きれいなリースでクリスマスを迎えましょ
う。お申込み・お問合わせは、野川まなび
館まで。
参加費:500円（材料費込み）、定員:30組
(定員に達し次第受付終了)

野川まなび館
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

野川まなび館
お部屋でなめこ栽培
キットづくり体験

12/12（日）
　13：00～15：00
12/17（金）
　①10：00～12：00
　②13：00～15：00
12/18（土）
　①10：00～12：00
　②13：00～15：00

長井市

原木なめこを自宅のお部屋の中で育てて
みませんか？原木にドリルで穴をあけ、ハ
ンマーでなめこの植菌打ちを体験できま
す。数種類の受け皿からお好きな皿を選
んでお持ち帰りいただけます。お申込み・
お問合わせは、野川まなび館まで。
参加費:500円（材料費込み）、定員:30組
(定員に達し次第受付終了)

野川まなび館
野川まなび館
☎0238-87-0605

学業成就祈願法要
12/12（日）10：00～11：
00

山形市
御祈祷したお守りと合格鉛筆セットをお配
りし、お汁粉等の振舞でおもてなしいたし
ます。（参加料：3,000円）

山寺・根本中堂
山寺観光協会
☎023-695-2816

だるま市（観音様のお
年夜）

12/17（金） 鶴岡市
七日町観音堂の例祭。午前10時頃から正
月の縁起物を売る出店が並びます。

七日町観音堂
泉屋商店
☎0235-22-0969

武禘式川中島合戦
LiveStage

12/17（金） 米沢市

米沢上杉まつりで開催されていた武禘式
及び川中島合戦が、今年は舞台版として
再編集し開演されます！事前予約制での
観劇のほか、YouTube生配信も行われま
す。

伝国の杜ホール
四季のまつり委員
会
☎0238-22-9607

にしかわGASSANの
冬・オープニングセレ
モニー

12/18（土） 西川町

西川町・月山では豊富な雪資源と広大な
山麓エリアを最大限活用する冬が到来し、
多くのアクティビティが体験できる季節とな
ります。
西川町・月山の冬の魅力を知っていただ
けるようセレモニーを開催します。

月山弓張平公園
パークプラザ

西川町商工観光
課
☎0237-84-0566

西川・月山スノー
シューパーク

12/18（土）～3月下旬 西川町

冬芽をつける木々や野生動物の痕跡等を
観察しながらスノーシューを履いて歩くス
ノーシュートレッキングはスキーやソリとは
違った新しい冬の楽しみ方です。

身近な里山でもプログラムがありますの
で初心者でも安心です。

月山弓張平公園
パークプラザ

一般財団法人月
山朝日観光協会
☎0237-74-4119

月山スノーランド 12/18（土）～4月中旬 西川町

昨冬オープンした施設で、誰でも気軽に雪
遊び（チュービングやバナナボート等）がで
きるほか、雪の上を走る車（雪上車）に
乗って月山山麓を周遊することができま
す。

月山弓張平公園
パークプラザ

一般財団法人月
山朝日観光協会
☎0237-74-4119

昼下りのステージ
Vol.13
「アルプホルンの調
べ」

12/18（土） 川西町

2007年に結成した「美しいたまがたアルプ
ホルンクラブ」。手作りにこだわり、10代か
ら60代までのメンバーで活動中。ぬくもり
のある木の響きで、森の魅力を伝えます。

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

羽黒山スキー場オー
プン

12/18（土） 鶴岡市

羽黒山バイパスの開通でアクセスしやすく
なりました。オープン日の12月18日午後か
ら無料開放します。
12月19日～令和4年1月7日までの期間
は、１日券が格安で購入できます。(12月
29日～令和4年1月3日を除く)

羽黒山スキー場

休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎産業建
設課
☎0235-26-8776

櫛引たらのきだいス
キー場オープン

12/18(土) 鶴岡市

・安全祈願祭　　　午前10時から
・リフト営業開始　正午より

７つのコースとカラー照明のナイターを楽
しめるスキー場。　子ども向けそり乗り場
の充実で家族みんなで楽しめます。平日
はナイター営業のみ、土日祝日と年末年
始（12/29～1/6）は終日営業いたします。
※(注)平日の小学校スキー教室開催日は
終日営業です。
隣接する「ほのかたらのきだい」には、食
堂のほか休憩室もありますので、学校や
子ども会行事等でぜひご利用下さい。

櫛引たらのきだい
スキー場

櫛引たらのきだい
スキー場
☎0235-57-5470
櫛引庁舎産業建
設課
☎0235-57-2115
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

花笠高原スキー場子
供の日

12/19（日） 尾花沢市
花笠高原スキー場子供の日企画。毎月第
３日曜日、小学生以下の日中リフト料金が
無料になります。

花笠高原スキー場
（尾花沢市大字鶴
子858）

花笠高原スキー場
☎0237-28-3939

須田一行サクソフォン
コンサート

12/25(土)
開演14:00
(開場13:30)

長井市

長井市出身のアルト・テナーサクソフォン
奏者須田一行によるコンサートです。
チケット料金(全席自由/税込):一般1,000
円　※未就学児入場不可。お申込み・お問
合わせは、長井市民文化会館まで。詳細
は長井市民文化会館ホームページをご覧
ください。

長井市民文化会館
ホール

長井市民文化会
館(月曜休館)
☎0238-84-6051

天童高原スキー場開
き

12/25（土） 天童市

天童高原は、スキー場隣接の無料駐車場
からゲレンデまで徒歩０分、高原ならでは
の幅広いコースが魅力のビギナーやファミ
リー向けのスキー場です。場内にはそり乗
り場やチューブスライダーを整備したキッ
ズランドもあり、小さなお子様連れでも安
心してお楽しみいただけます。オープン当
日はリフト無料開放ですのでぜひお越しく
ださい。

天童高原スキー場
ＮＰＯ天童高原
☎023-657-3628

米沢スキー場開き 12/25(土) 米沢市

様々なタイプのゲレンデ・コースが揃って
おり、子供から大人まで、初心者から上級
者までそれぞれの滑りを楽しむことができ
ます。ナイタースキーを楽しむことができる
のも人気のポイントです。

米沢スキー場
米沢スキー場
☎0238-28-2511

蔵王に来てます！！
フォトテーリング

12/25(土)～
2022/2/28(月)

山形市

広大な蔵王温泉スキー場にはインスタ映
えする場面がたくさんあります。
＃ZAOを付けてSNSに投稿した方に、抽選
で賞品をプレゼントします。

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

冬の蔵王開運回遊
12/25(土)～
2022/2/28(月)

山形市
蔵王温泉スキー場のパワースポットを巡っ
た方に、抽選で賞品をプレゼントします。

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

蔵王イルミネーション
12/25(土)～
2022/2/28(月)

山形市

ナイターゲレンデ（上の台・横倉）にイルミ
ネーション、温泉街にはLEDライトを設置し
ております。夜景を見ながら冬の蔵王を楽
しめます。

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

ナイトクルーザー号で
行く「樹氷幻想廻廊」ツ
アー

12/25(土)～
2022/2/28(月)
期間中限定45日間
17:00,18:00,19:00

山形市

漆黒の闇の中にライトアップで浮かび上が
る樹氷を、ナイトクルーザー号に乗車して
間近で見ることができます。（大人4,500
円、こども3,800円）

蔵王樹氷山麓駅集
合・樹氷高原駅発
着

蔵王ロープウェイ
蔵王山麓駅
☎023-694-9518
※事前予約が必
要です。

樹氷ライトアップ

12/25(土)～
2022/2/28(月)
期間中限定45日間
17:00～21:00

山形市

蔵王連峰の特別な気象条件と植生が織り
なす自然の芸術「樹氷」を観賞できます。
夜は、期間限定でライトアップを実施しま
す。漆黒にライトアップで浮かび上がる幻
想的な樹氷は必見です。

蔵王ロープウェイ地
蔵山頂駅周辺

蔵王ロープウェイ
蔵王山麓駅
☎023-694-9518

小野川温泉スキー場
開き

12/25(土) 米沢市

なだらかな1枚バーンのゲレンデは、上級
者はもちろん、初心者や家族連れでも楽し
むことができます。平日で条件が合えば、
スキー場を貸し切ってプライベートゲレン
デとしても利用可能です。

小野川温泉スキー
場

小野川温泉スキー
場
☎0238-32-2121

空色（そらいろ）・暮色
（くれいろ）ウォーキン
グ

12/29(水)までの予定

空色ウォーキング…
10：00～12：00
暮色ウォーキング…
14：00～16：00

上山市

新湯・湯町温泉街からほど近い3.1㎞の西
山コースを、専門ガイドがご案内します。
色づいた木漏れ日の森で深呼吸したり、ク
ヌギやミズナラのドングリを拾ったり、とっ
ておきの時間をお楽しみください。
服装は歩きやすい格好・靴がおススメ。約
2時間、鳥のさえずり、紅葉、土の感触、時
間を忘れて自然の中で過ごしてみません
か。
2名～受付／前日15時まで要予約。
参加料：お一人様3,000円

かかし茶屋前集合
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839
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鐘楼すす払い・お供え
餅つき会

12/30（木）
10：00～鐘楼すす払
11：00～お供え餅つき
会

山形市
大晦日に向け、鐘楼の大掃除、お供え用
の餅つきを行います。無料で一般の参加
も可能です。

山寺山門前鐘楼前
広場

山寺観光協会
☎023-695-2816

年越しそば打ち体験 12/30(木)・12/31(金) 鶴岡市

朝日地域産そば粉を使ってのそば打ち体
験。3人前のそばができあがります。
・料金　お一人1,500円
・申込期限　12月25日

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

安久津八幡神社三重
塔ライトアップ

12/31（金）～2022/1/3
（月）

高畠町

まほろば古の里歴史公園にある安久津八
幡神社の三重塔が年末年始にライトアップ
されます。（31日17時～翌朝7時まで、1日
～3日17～20時）

安久津八幡神社境
内

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

山寺大晦日除夜の鐘 12/31（金）23：30～ 山形市

山寺境内にある除夜の鐘を打つことがで
きます。また、玉こんにゃくの振る舞いもあ
り、先着108名に干支の記念品のプレゼン
トがあります。

山寺山門前鐘楼
山寺観光協会
☎023-695-2816

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①2022/1/15・16・29・
30②2/11・2/23③
3/12・3/13・3/26・3/27
②シーズン中

山形市

①スキーこどもの日：小学生以下のお子様
に限り、ナイターにも使用できる全山共通
１日券通常2,800円→1,000円になります。
②感謝の贈り物：リフトシニア券(60才以
上)購入者に200円コーヒー券をプレゼント
します。(シーズン券購入者を除く。）

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

上山市内スキー場
オープン情報

12月中旬～ 上山市

いよいよウィンタースポーツシーズン到
来！スキーやスノーボード、樹氷トレッキン
グなど冬の上山を存分にお楽しみくださ
い！宿泊はスキー場からも近いペンション
がオススメです。
蔵王ライザワールドスキー場【12/17（金）
予定】
蔵王猿倉スキー場【12/24（金）　予定】
※降雪状況により日程が変更になる場合
があります。

蔵王ライザワール
ドスキー場

蔵王猿倉スキー場

蔵王ライザワール
ドスキー場
☎023-679-2311

蔵王猿倉スキー場
☎023-679-2211

神室スキー場のリフト
券を買って、温泉にお
得に入ろう！

12月～2022.3月（予定） 金山町

神室スキー場のリフト券を購入すると、金
山杉の香り漂う天然温泉に、なんと１００円
で入れます。ウィンタースポーツの後は温
泉でリラックス！

神室スキー場
神室管理棟
☎0233-52-2240

神室スキー場の毎週・
毎月のイベント！

12月～2022.3月（予定） 金山町

毎週金曜日はレディースデー！女性の方
は２時間券が５００円で購入できます！そ
の他新成人無料期間やバレンタイン・ホワ
イトデーウィーク、スキー子供の日などな
ど、お得にウィンタースポーツを楽しんで
頂けるイベントを毎週・毎月開催していま
す！

神室スキー場
神室管理棟
☎0233-52-2240

ホテルシェーネスハイ
ム宿泊でスキー場リフ
ト券が２割引に！

12月～2022.3月（予定） 金山町

「ホテルシェーネスハイム金山」に宿泊す
ると、ホテルフロントにてスキー場のリフト
券を２割引の料金で購入できます！天然
温泉や金山の季節の食材を生かした料理
とウィンタースポーツをお楽しみください！

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

初日の出スノーシュー
ハイク(要予約)

2022/1/1（土） 川西町

元旦早朝（午前5時から）の雪上ハイキン
グと高戸屋山からの初日の出を見るイベ
ントです。（要予約・詳細が決定し次第、川
西町観光協会ホームページに掲載しま
す。）

内山沢遊歩道・高
戸屋山

川西町観光協会
☎0238-54-1515

人間国宝　奥山峰石
『時が奏でる』

2022/1/5（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

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
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羽黒山スキー場ス
キー子どもの日

2022/1/8(土)～
毎週土曜日

鶴岡市
1月8日からシーズン終了までの毎週土曜
日は中学生以下無料です。

羽黒山スキー場

休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎産業建
設課
☎0235-26-8776

山形市初市
2022/1/10(月・祝)
10:30～16:30

山形市

江戸時代初期、最上義光公の時代から続
く伝統行事で、商業の株を象徴しての「か
ぶ」、長寿を表す「白ひげ」などの野菜、初
あめ、団子木の縁起物や、臼、杵、まな板
などの木工品、家庭用品などの露店が立
ち並びます。

山形県郷土館「文
翔館」

山形商工会議所
☎023-622-4666

山辺町初市 2022/1/12（水） 山辺町
江戸時代から続く伝統的な催しです。縁起
物のだんご木や初あめ等を買い求める客
で例年賑わいます。

未定
山辺町初市 運営
協議会
☎023-664-5939

冬のHANABI
2022/1/14（金）～1/15
（土）

山形市
ゲレンデの澄んだ夜空に冬の花火が広が
ります。女子スキージャンプワールドカップ
ナイターに合わせて実施。

蔵王温泉スキー場
竜山ゲレンデ

蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

温海旬御膳
「冬のごっつぉめぐり」

2022/1/14（金）～2/28
（月）

鶴岡市
温海地域ならではの冬のごっつぉ(ご馳走)
を旅館や飲食店で提供します。

温海地域内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

櫛引たらのきだいス
キー場
スキー子どもの日＆
来場者サンクスデー

2022/1/15（土） 鶴岡市

スキーこどもの日は、高校生以下がリフト
無料です。来場者サンクスデーは、
①銀世界屋台村出店
②甘酒のふるまい
などを予定

櫛引たらのきだい
スキー場

櫛引たらのきだい
スキー場
☎0235-57-5470
鶴岡市櫛引庁舎
産業建設課
☎0235-57-2115

どんでん平スノーパー
ク　OPEN

2022/1/15(土)～
3/6(日)までの毎週土・
日・祝

飯豊町

飯豊町は東北でも有数の豪雪地帯。「この
雪を使って遊んじゃおう！」というのがどん
でん平スノーパーク。巨大滑り台やスノー
モービル乗車体験、バナナボートなどお子
さまから大人まで無邪気なこどもに変身し
よう！

どんでん平スノー
パーク（どんでん平
ゆり園前駐車場）

飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

花笠高原スキー場子
供の日

2022/1/16（日） 尾花沢市
花笠高原スキー場子供の日企画。毎月第
３日曜日、小学生以下の日中リフト料金が
無料になります。

花笠高原スキー場
（尾花沢市大字鶴
子858）

花笠高原スキー場
☎0237-28-3939

雪であそぼうin風車村 2022/1/23(日) 庄内町

小さなお子様も遊べる、なだらかなゲレン
デ、熱々のなめこ汁をふるまう。
※新型コロナウイルスの感染状況により
変更等あり

風車村
風車村
☎0234-56-3361

肘折幻想雪回廊 2022/1/29（土） 大蔵村

全国屈指の豪雪地帯、肘折ならではのイ
ベント。3mを超える雪壁に、ろうそくの火が
やさしく灯ります。冬の雪あかりの散策を
お楽しみください。時間：19：00～20：00

肘折温泉街

肘折温泉観光案
内所（肘折いでゆ
館内）
☎0233-76-2211

冬の働く車大集合
2022/1/30（日）
10:00～15:00

山形市
スキー場ならでは、冬ならではの働く車を
展示します。この日は小学生以下のリフト
１日券が1,000円になります。

蔵王温泉スキー場
上の台ゲレンデ

蔵王温泉観光協
会
☎023-694-9328

神室スキー場雪中花
火

2022.1月中旬（予定） 金山町

まるで外国のような外観の「ホテルシェー
ネスハイム金山」をバックに打ち上げられ
る大きな花火。ウィンタースポーツを楽し
みながら見ることができます。

神室スキー場
神室管理棟
☎0233-52-2240
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

白川湖畔のアクティビ
ティ

2022.1月～3月下旬 飯豊町

春の水没林で有名な白川湖周辺は、県内
でもトップクラスの豪雪地帯。かまくら作り
やスノーモービル体験、スノーシューによ
るスノーハイク、エアボード、雪板などの体
験を楽しめます。
雪遊びのあとは、冷え性や疲労回復等に
効く白川温泉や名物のどぶろくがおススメ
です。

白川ダム湖岸公園
白川温泉いいで白
川荘
☎0238-77-2124

東根のひな飾り
2022.1月上旬～4月上
旬

東根市

①東の杜
市内旧家に伝わる貴重な雛人形を展示し
ます。
②郷土料理 梅ヶ枝清水（めがすず）
由緒ある旧家を利用した、郷土料理「梅ヶ
枝清水」では、艶やかな雛人形をご覧いた
だきながら、手作りの郷土料理をお楽しみ
いただけます。
③壽屋 寿香蔵 野守の宿（ぬもりのやど）
壽屋寿香蔵に隣接する古民家「野守の
宿」では雛人形の展示のほか、オリジナル
木札作り体験も予定しております。
※定休日は施設にお問い合わせください。

東根市内各所
東の杜
☎0237-48-7211

天童高原スキー場開き（天童市） 肘折幻想雪回廊（大蔵村）
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令 和 3 年 12 月 1 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

12/4(土)13:00～

2021-22
V.LEAGUE
DIVISION2
WOMEN

VS　フォレストリーヴズ熊本
山形県総合運動公
園

（株）プレステージ・
インターナショナル
アランマーレ事務
局
☎0234-41-0724

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

12/5(日)12:00～

2021-22
V.LEAGUE
DIVISION2
WOMEN

VS　大野石油広島オイラーズ
山形県総合運動公
園

（株）プレステージ・
インターナショナル
アランマーレ事務
局
☎0234-41-0724

モンテディオ山形 12/5(日)13:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS　ギラヴァンツ北九州
NDソフトスタジアム
山形

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

12/11(土)18:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　バンビジャス奈良
山形市総合スポー
ツセンター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

12/12(日)14:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　バンビジャス奈良
山形市総合スポー
ツセンター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

12/18(土)18:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　仙台89ERS
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

12/19(日)14:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　仙台89ERS
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

12/29(水)14:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　青森ワッツ 南陽市民体育館
(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

2022/1/8(土)18:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　ファイティングイーグルス名古屋
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

2022/1/9(日)14:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　ファイティングイーグルス名古屋
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

2022/1/22(土)18:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　熊本ヴォルターズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

2022/1/23(日)14:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　熊本ヴォルターズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

2022/1/29(土)13:00～

2021-22
V.LEAGUE
DIVISION2
WOMEN

VS　ルートインホテルズブリリアントアリーズ
鶴岡小真木原体育
館

（株）プレステージ・
インターナショナル
アランマーレ事務
局
☎0234-41-0724

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

2022/1/30(日)12:00～

2021-22
V.LEAGUE
DIVISION2
WOMEN

VS　ブレス浜松
鶴岡小真木原体育
館

（株）プレステージ・
インターナショナル
アランマーレ事務
局
☎0234-41-0724

●プロスポーツ試合情報(県内版)
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演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山響ハートフルコン
サートin朝日町

12/9(木)19:00～
(18:15開場）

朝日町

指揮　佐々木　新平
管弦楽　山形交響楽団
吹奏楽　朝日中学校吹奏楽部
ソプラノ　今井　倭子

朝日町エコミュージ
アムコアセンター
創遊館

朝日町教育委員
会教育文化課
☎0237-67-2118
文翔館
☎023-635-5500

親子ふれあいコン
サート

12/11(土)15:00～
(14:00開場）

酒田市

歌のおねえさん　吉野 直子
指揮　工藤　俊幸
お話　板垣 幸江
管弦楽　山形交響楽団

酒田市民会館「希
望ホール」

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

篠崎唯＆太田涼平 ト
ロンボーン・ジョイント・
リサイタル2021

12/12(日)14:30～
(14:00開場)

山形市
トロンボーン　篠崎　唯、太田　涼平
ピアノ　曽根　恭子

山形テルサ　アプ
ローズ

ブラスオヴザワー
ルド・JP
☎080-1225-5351

セレナーデ in かみの
やま ～山響ストリング
スシリーズ2021～

12/16(木)19:00～
(18:00開場)

上山市

ギター　福田 進一
チェロ　中木 健二
コンサートマスター　髙橋 和貴
演奏　山形交響楽団ストリングス

かみのやま温泉 日
本の宿 古窯

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607
やまぎん県民ホー
ルチケットデスク
☎023-664-2204

セレナーデ in かみの
やま ～山響ストリング
スシリーズ2021～

12/17(金)19:00～
(18:30開場)

山形市

ギター　福田 進一
チェロ　中木 健二
コンサートマスター　髙橋 和貴
演奏　山形交響楽団ストリングス

文翔館　議場ホー
ル

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607
やまぎん県民ホー
ルチケットデスク
☎023-664-2204

山形テルサの第九
12/26(日)15:00～
(14:00開場)

山形市

指揮　飯森 範親
ソプラノ　梅津 碧
アルト　在原 泉
テノール　山本 耕平
バリトン　大西 宇宙
管弦楽　山形交響楽団
合唱　山響アマデウスコア

山形テルサホール
山形テルサ
☎023-646-6677

ユアタウンコンサート
南陽公演

1/10(月)15:00～
(14:00開場)

南陽市
指揮　飯森　範親
ピアノ　牛田　智大

シェルターなんよう
ホール

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

第298回定期演奏会

1/15（土）19:00～
（18:00開場）
1/16（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　下野　竜也
ヴァイオリン　ステラ・チェン

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)
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