
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

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

羽黒山スキー場ス
キー子どもの日

～3/5（土） 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

かみのやま温泉発
蔵王昼号

～3/6（日） 上山市

かみのやま温泉から蔵王の樹氷を見に行
こう！毎日運行ではないので、詳細はホー
ムページをご覧ください。

旅行代金（お一人様）
中学生以上　7,800円
小学生　3,900円

集合場所：かみの
やま温泉観光案内
所

上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

第７回ドカ雪・大雪割
キャンペーン

～3/6（日） 大蔵村

気象庁の肘折アメダス計測情報に基づ
き、24時間降雪量が30㎝以上で翌日の宿
泊料や入浴料が割引きになります。さらに
宿泊日前日15時の積雪量が466㎝以上に
なると翌日の宿泊が無料にとなります。

肘折温泉郷
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

頑張る肘折！応援
キャンペーン　ひじおり
得旅

～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

城下町やまがた雛ま
つり

～3/13(日） 山形市

時代雛から近代的なお雛様やつり雛を展
示している施設をめぐりながらの街歩きの
ほか、体験イベントや、プレゼントが当たる
スタンプラリーも楽しめます。

山形市中心市街地
山形市都市振興
公社
☎023-631-0831

近岡善次郎寄贈作品
展

～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

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

天童雛飾り ～3/21（月・祝） 天童市

豪華な衣装を身にまとった古今雛や享保
雛、押絵雛などの雛飾りが市内各施設で
展示されます。イベント期間中、協賛店で
は、オリジナルの雛料理や雛菓子もお楽し
みいただけます。併せて、市内展示施設
や飲食店舗等を巡るスタンプラリーも開催
いたします。

天童織田の里歴史
館（旧東村山郡役
所資料館）、将棋む
ら天童タワー、ほか

天童雛飾り実行委
員会事務局
（天童市商工観光
課内）
☎023-654-1111

令 和 4 年 3 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2022年3月・4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

冬の蔵王雪体験
初心者におすすめ

～3/21（月・祝） 上山市

地元ガイドが案内しますので、雪の初心者
でも安心です。スキーやスノーボードはし
ないけれど、雪を楽しみたい方におすす
め。スキー場横の森の中にガイドとともに
入り、スノーシューを履いて歩きます。冬の
蔵王で、真っ白な雪の上を歩いてみませ
んか。

旅行代金（お一人様）
おとな・こども同額　5,500円
（小学3年生以下のお子様はご参加いただ
けません）
※最小催行人数2名

集合場所：かみの
やま温泉観光案内
所

上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

遊佐町冬旅応援!泊
まってお得!!キャン
ペーン

～3/27(日) 遊佐町
遊佐町内の対象施設に宿泊すると、宿泊
料金からキャッシュバックされます。

遊佐町内宿泊施設
遊佐町企画課観
光物産係
☎0234-72-5886

やまのべ雛人形展 ～3/27（日） 山辺町
ふるさと資料館では、最上川舟運により運
ばれてきた寛永から明治の時代雛を多数
展示しています。

ふるさと資料館
雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

荒砥駅資料館企画展
白鷹の手仕事 かごを
あむ会 つる細工展

～3/27(日) 白鷹町

町内産の山ブドウや、あけびなどのつるを
使って編んだバックや小物を展示していま
す。自然のぬくもり、熟練の技を感じられる
作品を間近でご覧ください。

荒砥駅資料館
(一社)白鷹町観光
協会
☎0238-86-0086

おきたま雛回廊
あゆ茶屋古典雛展

～3/30（水） 白鷹町

江戸時代のひな人形を展示するほか、白
鷹町の特産品「深山和紙」を使用して製作
された、あたたかな風合いのひな人形や
紅花で染めた着物を展示しています。

道の駅白鷹ヤナ公
園　あゆ茶屋

白鷹観光開発株
式会社
☎0238-85-5577

かみのやまグルメプラ
ン

販売開始：1/5（水）～
なくなり次第終了

予約対象期間：～3/31
（木）

上山市

対象のお食事で、かみのやまの冬をお得
に楽しもう！最大3,000円引き割引！

プラン詳細はホームページをご覧くださ
い。※数量限定（なくなり次第終了となりま
すのでお早めにお申し込みください）

かみのやまグルメ
プラン対象飲食店

上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

肘折温泉「雪フォトコン
テスト2022」

～3/31（木） 大蔵村

スマートフォンアプリinstagram（インスタグ
ラム）で「＃肘折雪フォト」のタグをつけて、
冬の肘折温泉の魅力が伝わる画像を投稿
ください。

肘折温泉
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

化石は語る ～3/31（木） 鶴岡市

朝日地域で発見された古代像ステゴロフォ
ドンの化石のレプリカをはじめ、庄内地域
で産出された化石や鉱石を展示していま
す。アンモナイトの化石のレプリカや消しゴ
ム作りの体験コーナーもあります。

道の駅「月山」
文化創造館

道の駅「月山」
文化創造館
☎0235-53-3411

神室スキー場のリフト
券を買って、温泉にお
得に入ろう！

～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！

～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

天童雛飾り（天童市） おきたま雛回廊 あゆ茶屋古典雛展（白鷹町）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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！

～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

上山市内スキー場
オープン情報

～3月下旬 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
【3/27（日）まで】
蔵王猿倉スキー場
【3/21（月・祝）まで】
※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

最上峡芭蕉ライン観
光　こたつ舟

～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1,320円より（要予約）
ＵＲＬ　http://www/bif/co/jp/

最上峡芭蕉ライン
観光

最上峡芭蕉ライン
観光
☎0233-72-2001

東根のひな飾り

①郷土料理 梅ヶ枝清
水（めがすず）
～4/3(日)
②壽屋寿香蔵 野守の
宿（ぬもりのやど）
～4/3(日)

東根市

①郷土料理 梅ヶ枝清水
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。
②壽屋寿香蔵 野守の宿
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(有料)も予定しております。
※詳細は各施設にお問い合わせください。

市内各所

郷土料理　梅ヶ枝
清水
☎0237-42-0589
（水曜定休）
壽屋寿香蔵 野守
の宿
☎0237-42-0173
※各所見学は無
料ですが、飲食・
体験は有料となり
ます。

旧青山本邸ひな祭り
[庄内雛街道]

～4/3(日) 遊佐町

青山家が栄華を誇る頃に、北前船で運ば
れてきた雛人形や、遊佐町に古くからある
雛人形を展示しております。どうぞ「庄内
雛街道」をお楽しみください。

旧青山本邸
旧青山本邸
☎0234-75-3145

第39回新庄のひなま
つり展

～4/4（月） 新庄市

新庄藩主ゆかりの雛人形や国内最大級の
享保雛、雛道具などを展示します。
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　2F展示室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

東北の土人形展―お
雛様を中心に―

～4/5(火) 村山市

東北三大土人形の内裏雛をはじめ、江戸
時代から昭和初期の貴重な土人形や雛人
形を展示しています。
・開館時間　9：00～17：00
・休館日　毎週水曜日(祝日の場合翌日)
・入館料　大人300円、高校生以下無料

最上徳内記念館
最上徳内記念館
☎0237-55-3003

鶴岡雛物語 ～4/10（日） 鶴岡市

城下町鶴岡で江戸時代より代々受け継が
れた雛人形や雛道具を、展示・公開しま
す。
また、酒井家庄内入部４００年記念事業と
して、鶴岡姫様プロジェクトを開催いたしま
す。致道博物館、龍の湯、丙申堂、荘内神
社宝物殿へ入場後、希望者には上記施設
で「お姫様」と呼んでもらえる姫様缶バッチ
を先着でプレゼントいたします。一生の思
い出にお姫様気分をお楽しみください。

荘内神社宝物殿や
致道博物館など、
市内各所

鶴岡市観光物産
課
☎0235-35-1301
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

美術館のお雛様展 ～4/12(火) 村山市

最上川の絶景とともに、江戸時代後期の
雛人形や明治時代の古今雛を展示してい
ます。
・開館時間　9：00～17：00
・休館日　毎週水曜日(祝日の場合翌日)
・入館料　大人300円、高校生以下無料

最上川美術館
最上川美術館
☎0237-52-3195

人間国宝　奥山峰石
『時が奏でる』

～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

寒河江雛まつり

第一会場/料亭慈恩寺
陣屋
4/21(木)～6/30(木)
第二会場/古澤酒造資
料館
3/1(火)～5/5(木・祝)
協賛会場/寒河江八幡
宮参集殿
2/18(金)～4/3(日)

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えた寒河江に
は、江戸時代からの絢爛豪華な雛が残っ
ています。「料亭慈恩寺陣屋」では、古今
雛を中心に享保から現代まで逸品400体
以上、諸道具1,000点以上が展示されま
す。
また「古澤酒造資料館」では歴史ある造り
酒屋で紅花商人でもあった古澤家の雛等
が展示されるほか、限定酒販売コーナーも
ございます。
協賛会場の「寒河江八幡宮参集殿」では、
ひな飾りのルーツとも言われる「京都紫宸
殿飾り」をはじめ、時代ごとに展示された
雛が観賞できます。
※詳細は各会場または事務局にお問い合
わせください。

料亭慈恩寺陣屋
(有料)
古澤酒造資料館
(無料)
寒河江八幡宮参集
殿(無料)

第一会場/料亭慈
恩寺陣屋
☎0237-87-1112
第二会場/古澤酒
造資料館
☎0237-86-5322
協賛会場/寒河江
八幡宮参集殿
☎0237-86-6258
事務局/四季のま
つり実行委員会
（寒河江市さくらん
ぼ観光課内）
☎0237-85-1689

清川歴史公園　御殿
茶屋「ひなまつり企画」

概要参照 庄内町

清川歴史公園は3/1(火)よりオープン！
3/20(日),3/27(日),4/3(日)は限定15食
1,300円（税込み）で「お雛様御膳」が、
3/24(木),3/30(水)は12時30分～限定15色
1,000円で「琴演奏・お抹茶会」が開催！
いずれも要予約です。

庄内町清川歴史公
園清川関所

清川歴史公園清
川関所
☎0234-25-5885

とざわフォトコンテスト
2021　受賞作品展

ぽんぽ館
3/1(火)～3/6(日)
ゆめりあ　花と緑の交
流広場
3/8(火)～3/13(日)
古口郵便局
3/15(火)～3/18(金)

戸沢村

今年で第10回目となるとざわフォトコンテ
ストは今回も皆様からたくさんのご応募を
いただきました。審査員による審査により
受賞した素敵な作品の数々を展示します。

ぽんぽ館
ゆめりあ　花と緑の
交流広場
古口郵便局

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

村山駅のひなまつり 3/1(火)～3/21(月・祝) 村山市

段飾りのお雛様やつるし飾りを展示しま
す。期間限定で、お雛様にちなんだ「ひな
そば」や「ひなカフェ」がメニューに登場しま
すので、ぜひご賞味ください。

JR村山駅2階　ふる
さとふれあい学習
館

ふるさとふれあい
学習館
☎0237-52-5222

あつみ温泉
湯のまち人形めぐり

3/1(火)～3/21(月・祝) 鶴岡市
あつみ温泉街の各旅館・商店などでひな
人形を展示します。見学は無料です。

あつみ温泉地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

上山城春の企画展
かみのやま城のひな
まつり

3/1（火）～3/30（水） 上山市

江戸時代から現代まで各時代を彩ったひ
な人形を一堂に展示します。
3/5（土）14：00～展示解説があります（予
約不要）
※毎週木曜日休館

上山城1階特別展
示室

上山城郷土資料
館
☎023-673-3660

酒田雛街道 3/1(火)～4/3(日) 酒田市
北前船の寄港地、酒田湊のお雛様に逢い
にきませんか。

市内観光施設

酒田雛街道実行
委員会事務局（酒
田市交流観光課
観光戦略係）
☎0234-26-5759
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

農家レストラン安食
お雛さまランチ

3/1（火）～4/3（日） 戸沢村

農家レストラン安食では、ブランド豚肉「戸
澤豚一番育ち」や自家製野菜など地元食
材をふんだんに使用した農家ランチを提供
しています。お雛さま期間中は自家製の麹
から作った「甘酒」付き。お雛さまとおいし
いランチをお楽しみください。
営業時間/金・土・日11：00～15：00　要予
約（当日可）

農家レストラン安食
農家レストラン安
食
☎090-4046-3724

アルカディア雪板体験

3/3(木)、5(土)、9(水)、
10(木)、11(金)、14(月)、
16(水)、17(木)、18(金)、
19(土)、23(水)、24(木)、
26(土)

長井市

この冬、長井市で体験できる新たなアク
ティビティ「雪板」が登場。ビンディングのな
い木製の雪板に乗り、サーフィンのように
雪の斜面を滑ります。ガイド付きですの
で、初めての方でも安心です。「長井あや
め温泉ニュー桜湯」の入浴券も付いていま
す。
詳細・お申込みについては、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。
ご用意いただきたいもの：スノーウェア・手
袋・帽子・長靴（スノーブーツ）※スパイク
付き厳禁
対象年齢:3歳～
料金(2時間):大人2,000円、子ども(18歳ま
で)1,000円
団体も応相談(団体割引あり)

道照寺平スキー場
または
白山森スキー場跡
地
または
道の駅「川のみなと
長井」東側土手斜
面
(日時により場所が
異なります。)

野川まなび館内
(一社)やまがたア
ルカディア観光局
☎0238-87-0605

段々ロングなひなまつ
り

3/3(木)～13(日) 村山市

今年は会場を変更し、3年ぶりに開催しま
す。全国から寄附いただいた雛人形たち
が勢ぞろいするほか、ばら・傘福クラブが
製作した人形の展示もあります。
・時間　10：00～16：00
・見学料　無料

村山市民会館小
ホール

村山市ひなまつり
実行委員会事務
局（村山市商工観
光課内）
☎0237-55-2111

冬の文化回廊をめぐ
るまち歩き

3/4(金)、6(日)、11(金)、
13(日)

長井市

「舟運で栄えた街並みと冬の暮らし」を
テーマに、ボランティアガイド黒獅子の里
案内人のガイドで、長井宮地区の文化施
設、歴史的建造物などをめぐります。今は
見ることが無くなった冬の大仕事、丸大扇
屋の茅葺屋根の燻蒸作業の様子も特別に
公開。
詳細・お申込みについては、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。
【時間】10:00～12:00(2時間)
【料金】1,000円(大人・子ども同額)

長井市宮地区
【集合】小桜館駐車
場

(一社)やまがたア
ルカディア観光局
☎0238-88-1831

蔵王ライザワールド
スキー子どもの日

3/5（土）、6（日）、12
（土）、13（日）

上山市

お得な子どもサービスデー！
一日券　1,200円（800円食事券は付きませ
ん）
さらに小学生以下を対象にソフトドリンク券
プレゼント

蔵王ライザワール
ドスキー場

蔵王ライザワール
ドスキー場
☎023-679-2311

蔵王ライザワールド
抽選付リフト券

3/5（土）、6（日）、12
（土）、13（日）、26
（土）、27（日）

上山市

サービスDAY！その場で当たりかハズレ
かわかる抽選付リフト券です（1回券と回数
券ご購入の方は対象外とさせていただき
ます）

蔵王ライザワール
ドスキー場

蔵王ライザワール
ドスキー場
☎023-679-2311

春待ち市 3/5（土）～6（日） 川西町

雪解けが近づき、春が待ち遠しい季節に
美味しいものやかわいいものを満喫して心
から温まれるイベント「春待ち市」。人気料
理店や菓子店、アクセサリーショップ等の
店舗が数多く集まります。

川西町フレンドリー
プラザ

川西町観光協会
☎0238-54-1515

かみのやま桜フェス

3/6（日）
※上山城内でのフラ
ワー作品展示は
2/26(土）～3/6（日）

上山市

冬に咲く桜、「啓翁桜」は上山の名産です。
一足早い春をお届けすべく、県内の花農
家や生花店などからつくる「花集団floRe:」
が上山城内にてフラワー作品の展示を行
います。上山城周辺ではクラフト・フード等
が出店するマルシェも開催予定です。

作品展示：上山城
マルシェ：上山城第
一広場・働く婦人の
家駐車場

上山市観光・ブラ
ンド推進課
☎023-672-1111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

3/6（日） 鶴岡市

朝日地域のお母さんたち自慢の料理をバ
イキングで形式でお楽しみいただけます。
・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

上山城体験教室
ひな人形作り

3/6（日）
午前の部10：00～12：
00
午後の部13：00～15：
00

上山市

木製のひな人形を作ってみよう。子供から
大人まで誰でも簡単に作れます。

定員：午前／午後の部各10名
料金：入館料＋1200円（材料費・保険代）
が必要です。
要予約（年齢不問・空きがあれば当日申
込可）

上山城多目的ホー
ル

上山城郷土資料
館
☎023-673-3660

早春テントサウナin立
谷沢南部山村広場

3/12（土） 庄内町

庄内町立谷沢地区にてテントサウナイベ
ントを開催！先着3グループ（1グループ4
名以内）で1グループ6,000円。大自然の中
で整いましょう。サウナメシ「燻製料理」体
験付きです。

庄内町立谷沢南部
山村広場

庄内町観光協会
☎0234-56-2213

早春の熊野山(長井
市)スノーシューハイク
とあったかカフェツ
アー

3/12(土)～13(日)
9:00～13:00
全2回

長井市

最初はふわふわで埋まってしまうような雪
も、2～3月になると固くなりはじめます。こ
の時期にピッタリなのが、このような雪の
上で歩きやすいスノーシュー(西洋版かん
じき)でのハイキング。冬の自然を手軽に
体験できるスノーシューで、美しい風景を
見にいきませんか？目的地についたら、
飯豊・こしゃるの温かいコーヒーと香月の
おやつで一休みしましょう。
スノーシューには興味があるけれどやった
ことはない…という方にも、装着から歩き
方まで丁寧にレクチャーしますので、安心
してご参加いただけます。定員は各回20
名。各日程3日前まで要予約。詳細等はや
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:4,000円(スノーシューレンタル
代別途1,000円)、高校生以下:3,000円

熊野山
【集合・解散】野川
まなび館

(一社)やまがたア
ルカディア観光局
☎0238-88-1831

いいでカヌークラブ
堀江守弘
☎050-5832-7512

早春の鳥海山
スノーシューハイク

3/12(土)
9:00～15:00

遊佐町

スノーシュー(かんじき)を履いて、冬季限
定の三ノ俣(みつのまた)コースの標高
800m付近を目指し、早春の鳥海山を堪能
します。初心者大歓迎です。

集合・解散/農林漁
業体験実習館 さん
ゆう

NPO法人遊佐鳥
海観光協会
☎0234-72-5666

本とコーヒーのおいし
い関係 with 大人のた
めの夜の図書館vol.30
「ボードゲーム読書
会」

3/13（日） 川西町

「夜の図書館」と「本とコーヒーのおいしい
プロジェクト」のはじめてもコラボ企画。プラ
ザギャラリーにておいしいコーヒーを飲み
ながら読書会もかねたボードゲームを楽し
みましょう。

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

蔵王猿倉スキー場
2021-2022お客様感
謝デー

3/13（日） 上山市
ご愛顧に感謝して「大抽選会」等のイベン
トを開催します。

蔵王猿倉スキー場
蔵王猿倉スキー場
☎023-679-2211

天元台高原かんじき
雪上運動会

3/13（日） 米沢市

1チーム5名でエントリーし、「輪かんじき」を
装着して4種目(かんじきタイムレース、か
んじきスノーフラッグ、かんじきビルドタ
ワー、かんじき綱引き)の獲得ポイントで勝
負します。
優勝チームにはアルブ天元台5名様無料
宿泊券(ご夕食米沢牛ステーキ付)をプレ
ゼント。他にも参加賞があります。
※アルブ天元台受付9:30、リフトセンター
特設会場集合10:30
※エントリー料無料

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

春の大梵字まつり 3/19（土）～4/17（日） 鶴岡市

朝日地域産そばと、旬の山菜で春の味覚
をお楽しみいただけます。
・営業時間　午前11時～午後5時（ラスト
オーダー午後4時30分）
・料金　チケット前売り1,500円（当日1,600
円）
・内容　十割そば・春の天ぷら・季節の副
菜・甘味付

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

第26回おおくら雪もの
がたり

3/19（土） 大蔵村
大蔵村冬の風物詩。冬の花火大会や幻想
雪回廊、巨大雪だるま『おおくら君28世』も
お目見えします。

肘折いでゆ館前広
場

肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

蔵王ライザワールド
春休み割引

3/19（土）～27（日） 上山市
期間中、リフト1日券2,900円（大人のみ）で
楽しめます。

蔵王ライザワール
ドスキー場

蔵王ライザワール
ドスキー場
☎023-679-2311

産直あさひ・グー
そばとうどん祭り

3/20（日） 鶴岡市

雪深い朝日地域で、春の兆しを感じなが
ら、朝日地域産のそばや、一足早い山菜
の天ぷらなどに舌鼓を打って、身も心も温
まってください。
・時間　午前10時30分～午後2時
・料金　ざるそば、ざるうどん、かけそば、
かけうどんなど各500円、天ぷら、かきあ
げ、山菜小鉢などのトッピング50円～

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

おらんだの長井検定
2022

3/20(日) 10:30～11:45
申込期限:3/13(日)

長井市

長井市の歴史・文化・自然景観などに関す
る知識を深め、多くの方々に長井の魅力を
発見してもらうため、「おらんだの長井検
定」を実施します。
公式テキストブック『おらんだの長井検定』
より、四者択一式で50問出題。1問2点の
100点満点中70点以上で合格です。公式
テキストブックは長井商工会議所または長
井市ホームページからダウンロードできる
ほか、紙のテキストを長井商工会議所で
配布しております(実費負担800円)。
長井をよく知ると、市内観光がもっとおもし
ろくなるかもしれません。合格特典として、
認定証とオリジナル缶バッヂをプレゼン
ト！ぜひ挑戦してみてください！詳細・申
込みは長井商工会議所または長井市ホー
ムページをご確認ください。

旧長井小学校第一
校舎

長井商工会議所
☎0238-84-5394

猿倉スキーこどもの日 3/20（日） 上山市
お猿の餅まき、Jrバッチテスト（有料）、お
菓子のつかみ取りなどを行います。

蔵王猿倉スキー場
蔵王猿倉スキー場
☎023-679-2211

湯殿山スキー場「ス
キー子供の日」

3/20(日) 鶴岡市
毎月第3日曜日は小学生以下リフト無料で
す。小学校就学前ならいつでも無料でお
楽しみいただけます。

湯殿山スキー場
湯殿山スキー場
☎0235-54-6450

おおくら雪ものがたり（大蔵村） 鳥海山スノーシューハイク（遊佐町）

7 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天元台高原
SNOWフェスティバル

3/21(月･祝) 米沢市

そりすべりや宝探し、リフト券争奪じゃんけ
ん大会など、子供から大人まで楽しめる
様々なイベントを開催します。フェスティバ
ル限定のお食事メニューも提供予定。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

人形石スノーシュート
レッキング

3/21(月･祝)、
4/17(日)

米沢市

ガイドとともに、ツガの原生林と春の日差し
を感じながら、標高1,964ｍ中大巓(なかだ
いてん)・人形石を歩くツアーです。
※アルブ天元台9:10集合、13:40解散
※参加料：4,000円(税込)ガイド料、ロープ
ウェイ・リフト往復料、保険料込み(スノー
シュー等レンタル別途あり)
※定員：20名(最少催行5名)
開催日3日前16:00まで要予約。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

春日神社祈年祭
（黒川能奉仕）

3/23(水) 鶴岡市
氏子・関係者による神事が執り行われま
す。

春日神社

黒川能の里王祇
会館（黒川能保存
会事務局）
☎0235-57-5310

月山スノーランドフェス
タ

3/26（土） 西川町
体験チケット代金が500円割り引かれるほ
か、雪中宝探しでお菓子が当たるよ！

月山スノーランド
（月山弓張平公園
内）

ＮＰＯ法人エコプロ
✉ecopro@asahi-
net.email.ne.jp

蜜蝋ハンドクリーム＆
キャンドルづくり体験

3/26(土)　13:30～16:00 長井市

大人気の蜜蝋ハンドクリーム作りとキャン
ドル作り体験を、今回特別に野川まなび館
で出張開催します。講師は、朝日町「ハチ
蜜の森キャンドル」の代表　安藤竜二さ
ん。蜜蝋はミツバチの巣100％のオーガ
ニックで、良質・安全な天然素材です。蜜
蝋クリームは肌への負担をかけず、美肌
対策に非常に高い効果が期待できます。
お好きなアロマオイルと合わせて、自分だ
けの蜜蝋ハンドクリームとキャンドルを手
作りしてみませんか？
詳細・お申込みについては、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。定員:30名
【料金】2,000円(大人・子ども同額)

野川まなび館

野川まなび館内
(一社)やまがたア
ルカディア観光局
☎0238-87-0605

親子でそば打ち体験
教室

3/26(土）～27(日） 鶴岡市
春休みの思い出作りにそば打ちに挑戦！
職人が丁寧に教えます。

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

金山まちなか雛めぐり
【マルコの蔵】

3月中旬～4月上旬 金山町
旧西田家から譲り受けた古今雛を展示し
ています。

マルコの蔵
マルコの蔵
☎0233-32-1212

金山まちなか雛めぐり
【草々】

4/2（土）～4/3（日） 金山町

幼き日に我が家の娘と一緒に飾ったおひ
なさま。懐かしいその頃の日を思い出させ
てくれます。来てくれたこどもにはお菓子を
プレゼントします。(一般公開)
有料でお茶など飲むこともできます。

和cafe　草々
和カフェ 草々
☎0233-52-2408

金山まちなか雛めぐり
【蔵史館】

4/2（土）～3（日） 金山町

○こどもたちの手作りのつるし雛とお雛さ
まを展示し、お抹茶の接待(お茶菓子付き)
を行います。

○インスタグラムハッシュタグキャンペーン
インスタグラムで雛めぐりイベントを投稿す
ると金山産の木工品１つプレゼント。
金山町に訪れたくなるような写真と文章、
♯山形県金山町　♯金山町と入れるだけ
でOK。位置情報も忘れずに！

○ワークショップも開催予定！

蔵史館
金山町観光協会
☎0233-52-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

荒砥駅資料館企画展
さくらセレクション

4/2(土)～4/24(日) 白鷹町

さくらまつりにあわせ、町内のデザイナーさ
んや作家さんの桜にちなんだ作品を展示
いたします。町内の桜とともに桜の作品も
お楽しみください。

荒砥駅資料館
(一社)白鷹町観光
協会
☎0238-86-0086

プラザ探検隊 4/3（日） 川西町

普段は見ることのできないプラザの舞台裏
を探検します。照明や音響の仕組みはどう
なっているのか。その謎を探るプラザ内ツ
アーです。もしかしたら、照明や音響の操
作ができるかも?!

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

笹巻き体験 4/9（土） 遊佐町
いぐさの輪づくりから笹巻き（たけのこ巻
き）体験をして試食します。自分で巻いた
笹巻きはご自宅で煮ていただきます。

しらい自然館
鳥海山“おもしろ自
然塾”推進協議会
☎0234-72-2069

赤湯温泉桜まつり 4/9（土）～5/5（木・祝） 南陽市

全国最大級の「エドヒガンザクラの群生
地」の烏帽子山公園を舞台に、ライトアップ
や地元物産展、御神輿渡御、スタンプラ
リーなどが行われます。昼は赤湯温泉街
のまち歩きと一緒に、夜はほろ酔い気分で
見上げる夜桜をお楽しみください。

烏帽子山公園
南陽市観光協会
☎0238-40-2002

月山スキー場開き 4/10（日） 西川町
他のスキー場がクローズしていく中で、4月
にオープンします！他では体験できない壮
大で爽快な夏スキーをお楽しみください！

月山スキー場
西川町商工観光
課
☎0237-84-0566

第8回吉里吉里忌 4/10（日） 川西町

吉里吉里忌は、2010年4月9日に永眠した
井上ひさしを偲ぶ文学忌です。
【講演】井上ひさしの『一週間』～劇作の中
での井上ひさしと私～
ゲスト：渡辺えり（劇作家・演出家・俳優・歌
手）

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

松ヶ岡桜まつり 4/15（金）～17（日） 鶴岡市

桜が見頃な時期に松ヶ岡開墾場内におい
て、クラフト3day's、手仕事展、オーガニッ
クマルシェin松ヶ岡、その他様々な催しを
開催します。

国指定史跡松ヶ岡
開墾場周辺

松ヶ岡桜まつり実
行委員会（事務
局：松ヶ岡産業）
☎0235-64-1331

第35回楯山公園桜ま
つり

4/16（土）～17（日） 庄内町
桜の名所「楯山公園」の桜をお楽しみくだ
さい。
※イベント内容は現在検討中です。

庄内町楯山公園
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

第６７回天童桜まつり
人間将棋

4/16（土）～17（日） 天童市

「人間将棋」は、昭和３１年から行われてい
る天童市の一大イベントで、繰り広げられ
る対局は天童の春を彩る時代絵巻とも言
えます。舞台は約２，０００本の桜が咲き誇
る舞鶴山。甲冑や着物姿に身を包んだ武
者や腰元たちが将棋の駒となり、プロ棋
士・女流棋士による指揮のもと、対局を行
います。

舞鶴山山頂

天童桜まつり実行
委員会（(一社)天
童市観光物産協
会内）
☎023-653-1680

しらたか古典桜の里
さくらまつり

4/16(土)～24(日) 白鷹町

白鷹町は、樹齢1200年の薬師ザクラを始
め、樹齢500年以上の桜が6本町内に点在
し、古典桜の里と言われています。桜にち
なんで、さくら色のものがたくさん！スイー
ツ、小物など町内のお店に点在していま
す。「マチナカさくらいろ」をお楽しみいただ
けるように各店桜色のフラッグを掲示して
皆様をお待ちしております。

白鷹町内

しらたか古典桜の
里　さくらまつり（事
務局：白鷹町観光
協会）
☎0238-86-0086

富山馬頭観音　春大
祭

4/17（日） 最上町

宮城県登米市の「赤谷神楽保存会」による
南部神楽や、「富山観音太鼓保存会」の太
鼓の奉納があります。10:00～12：00（小雨
決行）

富山馬頭観音
神楽殿

富山馬頭観音
東善院
☎0233-45-2217
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

伊佐沢念仏踊 4/17(日) 長井市

伊佐沢念仏踊は、今から約500年前の室
町時代に長井市伊佐沢の玉林寺へ奉納さ
れたと伝えられています。太鼓・横笛・まと
い・行事・相撲・鳥毛・奴振り・枕打ち・花
笠・四ツ竹・道心坊・面すりで構成されてい
る踊りです。色鮮やかな衣装を身にまと
い、笛や太鼓の音にあわせて踊るさまは
実に愉快で、見るものをひきつけます。(県
指定無形民俗文化財)

長井市立伊佐沢小
学校校庭

伊佐沢コミュニティ
センター
☎0238-88-2444

温海さくらマラソン大
会

4/17(日) 鶴岡市

あつみ温泉を主会場に、豊かな自然に恵
まれた温海地域を駆け抜けるマラソン大
会。温海川河畔の桜並木のなか5km、
10km、21kmの各コースを走る。

温海地域内
温海さくらマラソン
大会実行委員会
☎070-6614-5030

御堂森イワウチワ観
賞トレッキング

4/17(日) 尾花沢市

春、やまがた百名山御堂森にイワウチワ
鑑賞に出かけよう！標高600mあたりから
数百メートルに渡りイワウチワが登山路中
に咲き乱れる大群落を体感することが出
来ます。残雪あり。参加定員は50名で、参
加費用は1人500円です(昼食(おにぎり)と
保険料等を含む)。終了後には反省会もあ
ります（別途500円）。申込締切は4/10(日)
です。

〈集合場所〉
農家レストラン蔵

尾花沢市常盤地
区公民館
☎･FAX:0237-28-
2122

新庄春まつり
4/20（水）～5/5（木・
祝）

新庄市

最上公園では4月中旬～下旬にかけて約
300本の桜が見頃を迎えます。4/20(水)か
らはぼんぼりが点灯し、出店も並びお花見
スポットとしておすすめです。

最上公園
新庄観光協会
☎0233-22-2340

さくらんぼ
観光果樹園オープン
式

4/21（木） 東根市

さくらんぼ生産量日本一、さくらんぼの王
様「佐藤錦」発祥の地、また、「東根さくら
んぼ」が地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録
されている本市において、温室さくらんぼ
園がオープン。
一足早く「さくらんぼ狩り」が楽しめます！

市内各所
東根市観光物産
協会
☎：0237-41-1200

大堰鯉の放流 4/22（金） 金山町

金山町の観光名所の一つである大堰に錦
鯉を放流します！大堰の近くのお休み処
一福やでは錦鯉の餌も販売しています。
美しい大堰を優雅に泳ぐ錦鯉。ぜひ見に
来てください(*^_^*)

大堰
金山町産業課
☎0233-52-2111

たかはた桜まつり 4/23（土）～24（日） 高畠町

インスタ映えすると人気の旧高畠駅舎や、
かつて実際に走っていた列車をライトアッ
プします。桜の時期ですので夜桜鑑賞もお
楽しみください

旧高畠駅舎周辺
高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

米沢上杉まつり
4/29(金・祝)～5/3(火・
祝)

米沢市

米沢藩上杉家の家祖上杉謙信を祀る上杉
神社と、上杉景勝や直江兼続、上杉鷹山
などを合祀する松岬神社の春の例大祭で
す。
◎4/29(金・祝)：開幕祭
◎5/2(月)：武てい式
上杉謙信が出陣前に必ず行ったといわれ
ている出陣の儀式を再現します。
◎5/3(火・祝)：上杉行列、川中島合戦
・上杉行列(御輿渡御、上杉軍団行列)
絢爛豪華な甲冑行列が市内を練り歩きま
す。
・川中島合戦
戦国史上最大の戦いといわれている上
杉・武田両軍の激突を再現します。甲冑武
者が入り乱れての戦闘シーンは迫力満点
です。

伝国の杜周辺・松
川河川敷ほか

米沢上杉まつり実
行委員会
☎0238-22-960

ヤナ開きまつり

4/29（金・祝）～5/5
（木・祝）
※日程変更の可能性
有

白鷹町
ヤナ場の豊漁と安全を祈願するお祭りで
す。ヤナ場の上空を150匹ほどのこいのぼ
りが最上川の春風に泳ぐ姿は壮観です。

道の駅白鷹ヤナ公
園
あゆ茶屋

道の駅白鷹ヤナ
公園あゆ茶屋
☎0238-85-5577
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

新庄かど焼きまつり
4/29（金・祝）～5/5
（木・祝）

新庄市

旬を迎えた新庄名物・カド（ニシン）をたっ
ぷりと味わえる春の風物詩。約300本の見
頃の桜とともに春の訪れを祝います。炭火
で焼いた大型のカドは脂が乗って食べご
たえ十分です。

最上公園特設会場
新庄観光協会
☎0233-22-2340

源流の森ＯＰＥＮ
4/29（金・祝）～11/30
（水）

飯豊町

今年もやってきました源流の森ＯＰＥＮ。自
然と遊べるプログラムがいっぱいです！残
雪の春から木々が真っ赤に染まる紅葉の
秋まで、大自然のすべてを体いっぱいに
吸い込もう♪

源流の森センター
源流の森センター
☎0238-77-2077

酒田日和山公園桜ま
つり

4月上旬～下旬(予定) 酒田市
ソメイヨシノなど約400本の桜が次々と咲き
誇ります。

日和山公園
酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

霞城公園桜ライトアッ
プ

4月中旬～下旬（桜の
咲き始め～散り始め）

山形市

山形城跡である霞城公園は、約1,500本桜
を楽しむことができる山形随一の桜の名
所です。開花時期に合わせてライトアップ
を行います。

山形市霞城公園

山形市観光戦略
課
☎023-641-
1212(内線423)

馬見ヶ崎さくらラインラ
イトアップ

4月中旬～下旬（桜の
咲き始め～散り始め）

山形市

馬見ヶ崎河川敷に咲き誇る長い桜のトン
ネルは、ドライブスポットとしても人気があ
ります。開花に合わせライトアップも行わ
れます。対岸に車を止めて散策も楽しむこ
とができます。

馬見ヶ崎河川敷

馬見ヶ崎さくらライ
ンライトアップ実行
委員会事務局(山
形市観光戦略課
内)
☎023-641-1212
(内424)

舞鶴公園桜まつり
4月中旬～5月上旬(予
定)

酒田市
約100ｍに渡る桜並木を16基のライトでラ
イトアップします。

舞鶴公園
酒田市八幡総合
支所地域振興係
☎0234-64-3111

最上峡芭蕉ライン観
光
安全運航祈願祭

4月下旬 戸沢村

最上川舟下りの安全運航を祈願し、神事
が執り行われます。
地元の小学生による最上川舟唄の披露な
どが行われます。

戸澤藩船番所
最上峡芭蕉ライン
観光
☎0233-72-2001

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、肘折温泉の名物となっていま
す。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

舞鶴公園桜まつり（酒田市） ヤナ開きまつり（白鷹町）
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令 和 4 年 3 月 1 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/5(土)18:00～
3/6(日)14:00～

B.LEAGUE
2021-22

VS　アースフレンズ東京Z
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

3/9(水)19:00～
B.LEAGUE
2021-22

VS　青森ワッツ
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

3/12(土)18:00～
3/13(日)14:00～

B.LEAGUE
2021-22

VS　香川ファイブアローズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 3/20(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　ベガルタ仙台
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

3/23(水)19:00～
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

モンテディオ山形 3/26(土)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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 4/3(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　ファジアーノ岡山
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

4/6(水)
B.LEAGUE
2021-22

VS　青森ワッツ
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

4/9(土)
4/10(日)

B.LEAGUE
2021-22

VS　越谷アルファーズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 4/10(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/16(土)
4/17(日)

B.LEAGUE
2021-22

VS　佐賀バルーナーズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 4/23(土)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/30(土)
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

●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

東北UNITED 山響×
仙台フィル　合同演奏
会

3/13(日)15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮：飯森　範親
管弦楽：山形交響楽団
　　　　仙台フィルハーモニー管弦楽団

やまぎん県民ホー
ル

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

日新製薬プレゼンツ
「サンクスコンサート
2022」

3/16(水)19:00～
（18:00開場）

天童市 指揮：阪 哲朗
天童市市民文化会
館

日新製薬サンクス
コンサート係（㈱イ
ベントプロデュース
ガッツ内）
☎023-635-0576

ファンタジックコンサー
ト

3/19(土)14:00～
（13:15開場）

山形市
指揮：佐藤　寿一
歌のおにいさん：新井　宗平
歌のおねえさん：山本　かずみ

山形市民会館
山形市民会館
☎023-642-3121

第30回 鶴岡公演
3/24(木)19:00～
（18:00開場）

鶴岡市
指揮：藤岡　幸夫
サクソフォン：上野　耕平

荘銀タクト鶴岡(鶴
岡市文化会館) 大
ホール

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

オーケストラの日2022
3/27(日)16:00～
（15:00開場）

山形市

指揮：阪 哲朗
クラリネット：本田 有里恵
オーボエ：柴田 祐太
ホルン：梅島 洸立
トロンボーン：篠﨑 唯
コントラバス：三崎屋 義知

やまぎん県民ホー
ル

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

セレナーデ in 文翔館
～山響ストリングスシ
リーズ2021～

3/30(水)19:00～
（18:30開場）

山形市
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

第300回 定期演奏会

4/16(土)19:00～
（18:00開場）
4/17(日)15:00～
（14:00開場）

山形市

指揮：村川 千秋、阪 哲朗
独唱：林 正子(元帥夫人)
　　　小林 由佳(ｵｸﾀｳﾞｨｱﾝ)
　　　石橋 栄実(ｿﾞﾌｨｰ)

山形テルサホール
山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

ドラゴンクエストの世
界
～やまぎん県民ホー
ルシリーズVol.1～

4/29(金・祝)15:00～
（14:00開場）

山形市 指揮とお話：大井　剛史
やまぎん県民ホー
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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