
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（高瀬
第一会場）

通年 山形市
地元の農家の皆さんが丹精込めて作った
朝どり野菜や山菜などが並びます。

産地直売所　たか
せ

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！
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

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〉

【春：4～6月】西山コー
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。
春は温泉街からほど近い「西山コース」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

※新型コロナウイルス感染状況により、受
入れを停止する場合がございます。

上山城かかし茶屋
集合

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

第一校舎
春の文化祭

～5/5(木・祝) 長井市

開館3周年＆来館者数20万人突破を記念
して、「春の文化祭」を開催します。期間中
は食・自然をテーマに、マルシェやワーク
ショップを行うほか、ストリートピアノならぬ
階段下のピアノひろばの設置開放、記念ノ
ベルティのプレゼントなども実施します。詳
しくはWEBサイト等でお知らせします。

旧長井小学校第一
校舎

旧長井小学校第
一校舎
☎0238-87-1802
WEB：
https://kyunagais
ho.jp/

愛宕山の桜ライトアッ
プ

～5/5（木・祝） （予定） 最上町

200本のソメイヨシノや山桜が咲き誇る愛
宕山。期間中には夜間ライトアップを実施
し、幻想的な雰囲気が楽しめます。ライト
アップ時間18：00～21：00

愛宕山周辺
もがみ南部商工会
☎0233-43-2184

真室川梅まつり ～5/6（金） 真室川町
今年の真室川梅まつりは灯ろう設置や、
会場内のライトアップをメインとしておりま
す。

真室川公園
真室川町観光物
産協会事務局
☎0233-62-2050

かたくりの花写真コン
テスト作品募集

～5/7(土) 鶴岡市

＊応募規定：カラー・モノクロプリント(四つ
切り・ワイド四つ切り)
＊応募方法：作品題名・撮影場所・住所・
氏名・電話番号明記の上、持ち込みまた
は郵送
＊締め切り：5月7日（土）必着
＊審査方法：主催者が委嘱する審査員及
び後援・協賛団体にて審査
＊コンテスト作品展：5月14日(土)～6月26
日(日)　会場：文化創造館

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

春のたかはたぶらり旅
～スマホスタンプラ
リー～

～5/15（日） 高畠町
町内の計１４箇所の桜のスポットと観光施
設を巡りスタンプを集めると抽選で豪華景
品をゲットできます。

高畠町内
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

令 和 4 年 4 月 28 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2022年5月・6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

菜の花スタンプラリー
２０２２

～5/22（日） 上山市

絶景の菜の花畑を楽しんだ後は、春や菜
の花にちなんだ商品やサービスを提供す
る店舗でさらに春気分を味わいながらスタ
ンプラリーを楽しむことができます。スタン
プラリーを達成した方には抽選で市内旅
館宿泊券や商品券が当たります。

上山市内参加店舗
上山市観光・ブラ
ンド推進課
☎023-672-1111

五月人形展 ～5/22(日) 山辺町
歴史ある勇ましい五月人形の他、豪華な
甲冑や掛け軸などが展示されます。

山辺町ふるさと資
料館

山辺町ふるさと資
料館
☎023-664-5033

紅花資料館「武者人
形展」

～6/8(水) 河北町

館内の所蔵品の中から厳選した、勇壮な
武者人形の数々をご覧頂けます。
・料金
大人400円 高校生150円 小中学生70円
（5/12休館日）

紅花資料館
紅花資料館
☎0237-73-3500

袴レンタル＆まちめぐ
り

～6/12（日）
受付時間　9：30～15：
00

長井市

選べる袴を着て、春の長井を堪能しません
か？
・料金4,000円（着付け・袴スポットMAP・ま
ちなかいっぷく券付）
※学生証提示で1,000円割引
・できるだけお電話での事前予約をお願い
します。
・当日受付も可能ですが貸室の使用状況
等により受付致しかねる場合がございま
す。
・ヘアメイクは準備している道具をご自由
にお使いいただけます。

旧長井小学校第一
校舎（受付）
★袴姿でぜひ長井
のまちなかを巡って
みてください

旧長井小学校第
一校舎
☎0238-87-1802
WEB：
https://kyunagais
ho.jp/

春のデジタルスタンプ
ラリーin庄内町

～6/15（水） 庄内町
町内の参加店や観光スポットを巡ってスタ
ンプを集めて、商品券と引換できます！

庄内町内
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

玉簾の滝ライトアップ 4/28(木)～5/8(日) 酒田市
落差63メートル幅５メートルの直爆「玉簾
の滝」をライトアップ。日中とは違った幻想
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

赤ちゃんの手形をつく
ろう

4/29（金・祝）～5/1
（日）
5/3（火・祝）～5（木・
祝）

高畠町

赤ちゃんの手形や足跡を粘土にとって焼
き上げることができます。0歳から3歳児が
主な対象者ですが、小学生まで受付可能
です。成長の証の記録として挑んでみてく
ださい。（事前予約が必要です。）

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

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
☎0238-22-9607

めざみ祭りＧＷ
4/29（金・祝）～5/5
（木・祝）

飯豊町

毎年GW・お盆・秋にそれぞれ行われるめ
ざみの里観光物産館の一大イベント春編
です！期間中は、お子さまから大人まで楽
しめるイベント盛りだくさん！地元の特産
品や各コーナーの目玉商品もお買い得で
す。

めざみの里観光物
産館

めざみの里観光物
産館
☎0238-86-3939

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ヤナ開きまつり
4/29（金・祝）～5/5
（木・祝）

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匹ほどの鯉のぼり
が泳ぎます。春風に揺れる姿は壮観です。

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

慈恩寺テラスオープン
1周年記念イベント

4/29（金・祝）～5/31
（火）

寒河江市

慈恩寺テラスでは4月29日から5月31日ま
で1周年記念イベントを開催します。月替
わりクイズラリーや大江広元展など、子ど
もから大人まで楽しめるたくさんの企画を
行います。大型4Kラウンドシアターでは、
慈恩寺の四季や伝統行事を紹介する新映
像の上映も開始します。

慈恩寺テラス
慈恩寺テラス
☎0237-84-6811

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、5/6（金）、7/3（日）
～7/9（土）
※5/4（水・祝）、5/5（木・祝）は開館します

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

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

白川湖の水没林 4月中旬～5月中旬 飯豊町

４月下旬から１カ月限定の神秘的な風景。
白川湖に春先の雪解け水が流れ込み、満
水の時期を迎えると、新緑のシロヤナギが
あたかも水の中から生えているかのよう
な、幻想的な光景を見ることができます。

白川ダム湖岸公
園・白川温泉白川
荘付近

飯豊町役場商工
観光課
☎0238-87-0523

キラリかたくり・水芭蕉
まつり

4月下旬～5月上旬 鶴岡市

キラリから徒歩10分ほどにあるかたくり園
（面積約1ha）。水芭蕉園（約20a）は車で5
分ほどにあります。協力金各100円はキラ
リにお支払いください。
キラリでは、山菜や地元農産物などを販売
しています。

温海川地区内
出羽街道路乃茶
屋「キラリ」
☎0235-47-2588

かみのやま菜の花畑
（ヴェンテンガルテン）

4月下旬～5月中旬 上山市

４月下旬から５月中旬にかけて絶景のフォ
トスポットが現れます。菜の花畑からは壮
大な蔵王連峰を眺めることができます。花
で彩ったハート型フレームも設置している
おり、「映えスポット」としても有名です。

上山市弁天地内
（茂吉記念館前駅
すぐ）

上山市観光・ブラ
ンド推進課
☎023-672-1111

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

旬だぁ!!!寄ってけ
とざわMURA市

GW～5月下旬 戸沢村
山菜など戸沢村の旬の特産品を販売しま
す。生産者から直接購入できる貴重な機
会です。ぜひお立ち寄りください。

白糸の滝ドライブイ
ン

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

山形まるごと市（高瀬
第二会場 軽トラ市）

5月～10月の日曜日 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

まじゃれマーケット 5/1（日） 最上町

まじゃれ茶やの建物内や周辺でフリー
マーケットなどちいさなイベントを予定して
います。
営業時間10：00～15：00

赤倉温泉　まじゃれ
茶や周辺

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

春のホンまつり
読み聞かせ＆おりが
み教室

5/1（日） 高畠町
春の絵本の読み聞かせを聞いて、おりが
みを作ります。

高畠町立図書館
高畠町立図書館
☎0238-52-4493

犬、猫、健康祈願祭 5/1（日） 高畠町

おうちのわんちゃん、ねこちゃんの健康祈
願祭。同時開催しているわん・にゃんイベ
ントではおやつの販売や商店街の飲食
ブースが出店します。

高畠町多目的駐車
場（幸新館前）

高畠町商工会
☎0238-52-0576

天童つつじの里まつり 5/1（日）～22（日） 天童市

織田信長公を祭神とした建勲神社境内の
「天童つつじ公園」にて真っ赤に色づいた
つつじをご覧いただけます。期間中はライ
トアップを行い、地元商店街では抽選会も
実施いたします。

天童つつじ公園、
グリーンモール天
童商店街

天童市経済部商
工観光課
☎023-654-1111

企画展
「清野恒ロマンの旅
パリ★上山★カトマン
ズ」

5/1（日）～6/5（日） 上山市

上山市出身の洋画家で、日本近代絵画の
黎明期をモダンアート協会等に所属しなが
ら疾駆した清野恒。期間中は、講演会やス
ポット解説、ワークショップなど様々な催し
が開催されます。

休館日：毎週木曜日
※5/5（木・祝）は開館

上山城郷土資料館
上山城郷土資料
館
☎023-673-3660

山形県立自然博物園
（ネイチャーセンター）
OPEN

5/1（日）～10/31（月） 西川町
自然解説員（インタープリター）が園内をご
案内し、月山ならではの動植物を丁寧に
説明してくれます。

山形県立自然博物
園

山形県立自然博
物園
☎0237-75-2010

西川町歴史文化資料
館・かわどい亭OPEN

【資料館】
5/1（日）～2023/1/31
（火）
【かわどい亭】
5/1（日）～11/30（水）

西川町

校舎をリニューアルした施設で1階が地元
のお母さんたちが運営する食堂「かわどい
亭」、2階が西川町の歴史的資源や貴重な
文化財の保存・展示を行う「歴史文化資料
館」です。

西川町歴史文化資
料館・かわどい亭

西川町歴史文化
資料館
☎0237-84-7390
かわどい亭
☎080-2839-5678

しゃりん山菜まつり 5/1(日)～5(木・祝) 鶴岡市
旬の山菜を中心に春の地元の農産物を直
売します。

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

鳥海山大物忌神社蕨
岡口之宮例大祭

5/3（火・祝） 遊佐町

鳥海山大物忌神社蕨岡口之宮の例大祭
です。五穀豊穣と鳥海山の安寧を願い、御
幣行事と延年の舞が奉納されます。
※新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては規模縮小での開催となります。

鳥海山大物忌神社
蕨岡口之宮

遊佐町教育委員
会教育課文化係
☎0234-72-5892

第46回全国花笠マラ
ソン大会

5/3(火･祝) 尾花沢市

個人の部(1周・4周)･ファミリーの部・ウォー
キングの部があります。今回は全ての部
門が徳良湖を周回するコースになっていま
す。(参加は東北6県にお住まいの方のみ
対象。受付は3月13日(水)まで。当日参加
は不可。)

尾花沢市徳良湖周
辺

全国花笠マラソン
大会事務局(尾花
沢市教育委員会
社会教育課内)
☎0237-22-1111
㈹

白川湖水没林（飯豊町）玉簾の滝ライトアップ（酒田市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第52回尾花沢徳良湖
まつり

5/3(火･祝)～5/5(木･
祝)予定

尾花沢市

花笠踊り発祥の地「徳良湖」で、春のイベ
ント｢徳良湖まつり｣が開催されます。
5/3(火･祝)から２日間にわたり、本場の花
笠踊りの披露や体験コーナーなど、子供
から大人まで楽しめるイベントを開催しま
す。物産コーナーのみ３日間行う予定で
す。

尾花沢市徳良湖周
辺

尾花沢市四大まつ
り実行委員会 徳
良湖まつり部会事
務局((一社)尾花沢
市観光物産協会
内)
☎0237-23-4567

安久津八幡神社春ま
つり

5/3（火・祝） 高畠町
農作業の安全と五穀豊穣を祈願して「倭
舞」と「田植舞」が巫女により気品高く、古
式豊かに舞われます。

安久津八幡神社
安久津八幡神社
☎0238-52-5990

映画「紅花の守人」上
映会

5/3(火・祝) 河北町

かほく町民大学ひなカレッジかほくシネマ
倶楽部と河北町で、映画「紅花の守人」を
上映します。
・上映時間（3回上映）
①10:00　②13:30　③18:30
・チケット
前売り一般 1,100円（当日1,300円）
小中高大学生 800円（当日券のみ）
・チケット販売窓口
サハトべに花（木曜日休館）

サハトべに花
河北町生涯学習
課
☎0237-71-1111

山形まるごと市（西蔵
王会場）

5/3（火・祝）～5（木・
祝）

山形市
新鮮な野菜や果物、玉こんにゃくなどを提
供しています。

野草園駐車場料金
所付近

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

ひろすけ子ども祭
5/3（火・祝）～5（木・
祝）

高畠町

３日と４日はマジックショーや人形劇のイベ
ント、小物づくりやけん玉体験や小物の販
売などの催しがあります。
５日はこどもの日で中学生以下の入場料
は無料です。浜田広介童話の世界を心ゆ
くまでお楽しみください。

浜田広介記念館
浜田広介記念館
☎0238-52-3838

よねおりかんこうセン
ターTISAN　MARKET

5/3（火・祝）～5（木・
祝）

高畠町

こだわりをもったつくり手の方々が直接販
売する限定ショップが登場。そのほかに日
替わりでバンドやパフォーマーのステージ
があります。

よねおりかんこうセ
ンター

よねおリかんこう
センター
☎0238-57-2140

GWは高畠ワイナリー
へ行こう

5/3（火・祝）～5（木・
祝）

高畠町

ワイナリーショップでは希少品や蔵出しワ
インも販売されます。
春のワイナリーピクニックではぶどう園の
見学や特製ランチと一緒に金賞受賞ワイ
ンのテイスティングができます。（要申込）

高畠ワイナリー
高畠ワイナリー
☎0238-40-1840

山戸能･山五十川歌舞
伎奉納上演

5/3（火・祝） 鶴岡市
河内神社の春の例祭。県指定無形民俗文
化財の山戸能と山五十川歌舞伎が奉納
上映されます。

山五十川古典芸能
伝承館

山五十川古典芸
能伝承館
☎0235-45-2949

春の太陽館まつり 5/4（水・祝） 高畠町

温泉のある高畠駅の太陽館周辺で雑貨の
販売や体験ができる駅マルシェや町内企
業のキッチンカーが出店します。音楽ス
テージも開催されます。

太陽館
高畠町太陽館
☎0238-57-4177

高寺八講 5/4(水・祝) 鶴岡市
豊作を祈願する一連の舞「高寺八講(たか
でらはっこう)」が奉納されます。※内容が
変更となる場合があります。

雷電神社

高寺八講保存会
（羽黒町観光協
会）
☎0235-62-4727
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鳥海山大物忌神社吹
浦口之宮例大祭

5/4（水・祝）～5（木・
祝）

遊佐町

鳥海山大物忌神社吹浦口之宮の例大祭
です。地元の跡取りたちで組織する吹浦
祭り協賛会が中心となって各種の行事を
運営します。神社の神事をはじめとして、
大名行列、神輿渡御、そしてこの祭りの最
大の見せ場である「花笠舞」などが賑やか
に且つ厳かに繰り広げられます。
※新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては規模縮小での開催となります。

鳥海山大物忌神社
吹浦口之宮

遊佐町教育委員
会教育課文化係
☎0234-72-5892

スプリングフェスティバ
ル

5/5(木・祝) 山形市

街なかに「はたらく車、がんばる車」がやっ
てくる！さらにスマホアプリによるスタンプ
ラリーを開催！スタンプラリー達成者に
は、クラフトペーパーをプレゼント！「はた
らく車、がんばる車」を起点に、スタンプラ
リーに参加しよう。

中心市街地各所
(ほっとなる広場、
市役所前ピロティ、
紅の蔵ほか)

スプリングフェス
ティバル実行委員
会（山形商工会議
所内）
☎023-622-4666
がんばる車大集合
実行委員会（山形
コミュニティ放送
内）
☎023-634-0762

上山城GW特別企画
甲冑着用体験

5/5（木・祝） 上山市

子供から大人まで、本格的な甲冑を着るこ
とが出来ます。子どもの日の記念にいか
がですか？

※事前予約制（先着順、空きがあれば当
日申込可）
一人20分程度着用可
午前の部／10：00～12：00（最大16名）
午後の部／13：00～16：00（最大24名）

料金／入館料（大人420円、高校大学生
370円、小中学生50円）＋500円

上山城郷土資料館
上山城郷土資料
館
☎023-673-3660

最上川舟下りこどもの
日・無料キャンペーン

5/5（木・祝） 戸沢村

こどもの日は小学生の乗船料が無料にな
ります。（保護者同伴の小学生限定）
山桜と新緑の季節、親子で家族で特別な
思い出を作ることができます。

最上峡芭蕉ライン
観光(株)

最上峡芭蕉ライン
観光(株)
☎0233-72-2001

いもこ列車一般公開
日

5/5(木・祝)
13：00～15：00

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。

河北中央公園
河北町都市整備
課　　☎0237-73-
2114

TAKAHATA
ILLUMINATION

5/7（土）～8（日） 高畠町

町のシンボルである三重塔や歴史公園が
きらびやかに輝く夜の世界をお楽しみくだ
さい。ミニコンサート、限定御朱印や屋台も
あります。
※点灯時間　7日18～21時　8日18～20時
半

まほろば古の里歴
史公園

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

葉山民衆登山 5/8(日) 長井市

鮮やかな残雪と新緑が景色を彩る季節
に、地元の山岳会の方と一緒にやまがた
百名山・葉山に登ってみませんか。奥の院
からは祝瓶山をはじめとする朝日連峰な
ど、周囲の山々の美麗な姿を見渡すこと
ができます。

(置賜)葉山
長井市観光文化
交流課
☎0238-82-8017

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

5/8(日)
6/5(日)

鶴岡市

毎月大好評をいただいております朝日地
域のお母さんたち自慢のごちそうが一皿
100円で並びます。梵字川の春の景色を楽
しみながら、テイクアウトでお持ち帰りの上
お召し上がりください。
*時間　午前10時30分～午後2時
*料金　1皿につき 100円

産直あさひ・グー
同左
☎0235-58-1455
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ギフチョウ属観察会
5/8（日）

鮭川村

鮭川村指定天然記念物であるギフチョウ・
ヒメギフチョウの生態、食草等について学
習し、保護・保全の仕方について考える観
察会です。
・9：00～正午
・参加費無料
・事前申込

鮭川村内
鮭川村中央公民
館
☎0233-55-3051

祈年祭（御田植祭り） 5/8（日） 鶴岡市

祈年祭はとしごいのまつりで、｢とし｣とは穀
物、特に稲を意味する言葉で、春の農作
業を前に、その年の五穀豊穣を祈ります。
※コロナの感染状況によっては内容が変
更となる場合があります。

三神合祭殿
出羽三山神社
☎0235-62-2355

しゃりんもうそうまつり 5/8（日） 鶴岡市
地元早田地区の旬の逸品「早田孟宗」をも
うそう汁にしてご提供。孟宗や山菜も直売
します。

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

白つつじまつり 5/10（火）～31（火） 長井市

樹齢750余年の古木「七兵衛つつじ」をは
じめ、約3,000株の白つつじが咲きそろう景
色は、まるで純白の雪が降り積もったよ
う。まつり期間中には「白つつじ市民マラソ
ン大会や、公園内にて「ながい黒獅子まつ
り」も開催されます。

松ヶ池公園（白つつ
じ公園）

長井市観光協会
☎0238-88-5279

大人のための夜の図
書館voｌ.31「下小松古
墳群～歴史と植物の
魅力～」

5/11(水) 川西町

今年1月に『植物ガイドブック』を発行され
た《下小松古墳群を守る会》の皆さん。こ
れからの季節、珍しい植物やきれいな
花々が咲き誇ります。下小松古墳群の魅
力とそこに生息する植物についてお話して
いただきます。

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

白鷹山虚空蔵尊祭礼 5/13（金） 白鷹町
毎年5月13日の「高い山」の日には、各登
山口からたくさんの登山客が山頂を目指し
ます。

白鷹山
（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

月山山菜そば春のそ
ばまつり

5/14（土）～31（火） 西川町

月山山菜そばは1年中お楽しみいただけま
すが、特に春は山菜が豊富！旬の山菜を
ふんだんに使用した贅沢な逸品をぜひご
賞味ください！

月山山菜そば組合
加盟店舗14施設

月山山菜そば組合
事務局（西川町商
工会内）
☎0237-74-3135

山野草ハイキングと打
ちたてそば昼食

5/14（土） 遊佐町

しらい自然館周辺で春の草花を観察しな
がらハイキング。その後、しらい自然館で
打ちたての金俣そばと山野草の天ぷらを
いただきます。※山菜採りではありませ
ん。

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

月山筍御膳 5/14（土）～29(日) 鶴岡市

朝日地域の旬の味覚「月山筍」づくしのメ
ニューをぜひご賞味ください。
＊営業時間：午前11時～午後5時
＊店内販売：1,600円（電話予約優先）

道の駅「月山」月山
あさひ博物村
そば処大梵字

同左
☎0235-53-3413

第31回ふじの花まつり 5/14（土）～15(日) 鶴岡市

日本一の藤の花盆栽展をメインに、むかし
話語り、俳句大会、屋台、出店、藤の花写
真展、ふじの花芸術文化展、グランドゴル
フ大会などを行います。
藤の盆栽展では、今年も地域の皆様から
心を込めて育てていただいている藤の盆
栽を約100鉢ほど出展いただきます。
※5/6（金）～20（金）は藤島歴史公園と藤
島体育館周辺の藤棚をライトアップしてお
り「夜藤」をお楽しみいただけます。

藤島地区地域活動
センター、藤島歴史
公園Hisu花、東田
川文化記念館、藤
島体育館周辺

ふじの花まつり実
行委員会
☎0235-64-2229
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

諏訪部祭 5/15（日） 遊佐町

鳥海山の噴火と大地震で被害を受けた人
たちを救うために活躍した諏訪部権三郎を
慕い、感謝の気持ちをささげるための祭で
す。

本願寺
遊佐町企画課企
画係
☎0234-72-4524

「清野恒ロマンの旅
パリ★上山★カトマン
ズ」
ワークショップ
お城で写生会

5/15（日） 上山市

小学生限定、上山城周辺で写生会を開催
します。作品は城内に展示予定です。初夏
の風景を描いてみませんか（雨天中止）
※事前予約制（20名）
時間／13：00～14：00
講師：小野晧一　氏（元武蔵野美術大学教
授）、小野百合　氏（清野恒　長女）

上山城郷土資料館
上山城郷土資料
館
☎023-673-3660

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

5/17～10/18の毎週火
曜日（除外日あり）

5/17、5/24
6/7、6/14、6/21、6/28
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

酒田まつり 5/19(木)～21(土) 酒田市

庄内3大まつりの一つで413年の歴史があ
り、コロナ禍でも神事は絶えることなく行わ
れてきました。
令和4年度は、市民が製作した山車や酒
田大獅子などが中心市街地を練り歩く「山
車行列」や、今年度新たに行われる地域
の歴史をテーマにした「歴史行列」、数キロ
メートルにわたって並ぶ露店など「市民の
ためのまつり」が3年ぶりに行われます。

中心市街地

一般社団法人酒
田観光物産協会
☎0234-24-2233
酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

肘折温泉　山菜の食
祭り

5/20（金）～6/12（日） 大蔵村

山深く、雪深い肘折は、おいしい山菜の宝
庫です。この時期ならではの太くて柔らか
い山菜を使った各旅館自慢の料理を存分
に味わって下さい。また、5/21（土）午前11
時からは「山菜の味覚市」が肘折温泉街で
開催され、山菜汁や山菜料理などが販売
されます。

肘折温泉の旅館
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

散居集落を望む　熊
野山　絶景!夜明けト
レック

5/20(金)、21(土)、
22(日)、27(金)、28(土)、
29(日)
6/3(金)、4(土)、5(日)

長井市

やまがた百名山の一つに選定されている
「熊野山」。そこから望む絶景の散居集落
の夜明けの風景。朝日が田んぼの水鏡に
反射し、散居集落全体が朱に染まる絶景
を望めるのは、田植えの時期のわずか2週
間あまり。日の出後は、爽やかな早朝のト
レッキングをお楽しみください。長井ダムや
祝瓶山、置賜盆地の眺望も期待できます。
案内人・登山ガイドは葉っぱ塾の八木文
明さん(日本山岳ガイド協会認定ガイド)。
登山中、八木さんからさまざまな山の知識
などをレクチャーいただけます。
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。各日程3日前まで要申込。
【時間】2:50～7:00頃まで
【定員】10名
【料金】3,300円(税込)　大人・子ども同額

熊野山
【集合・解散場所】
道照寺平スキー場
ロッジ

(一社)やまがたア
ルカディア観光局
☎0238-88-1831
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

六十里越街道安全祈
願祭
～雪ツバキ回廊を歩く
～

5/21(土) 鶴岡市

六十里越街道の一年の安全を祈願し、早
春の街道を歩きます。
＊コース：多層民家～蟻腰坂～弘法茶屋
跡～千手ブナ～復路
＊参加費：2,000円（笹巻のお土産等）
＊集合時間・場所：多層民家前　午前8時
30分（駐車場：旧田麦俣分校）
街道歩き終了予定：午後0時30分
＊定員：先着20名
＊申し込み〆：5月13日（金）　※定員にな
り次第締切
＊持ち物：雨具、飲み物、山歩きのできる
服装と靴
＊申込先：あさひむら観光協会

六十里越街道
（朝日地域）

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

山菜の味覚市 5/21（土） 大蔵村
「山菜の味覚市」を開催します。山菜汁や
山菜の惣菜など地元で採れた春の味覚を
取り揃えています。午前11：00～

肘折温泉街　カフェ
ばす亭

大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

第32回　ながい黒獅
子まつり

5/21（土） 長井市

市内十数社の神社の黒獅子が一堂に会
し、市内中心部を練り歩きます。神社ごと
に獅子頭や舞い、お囃子などが異なり、そ
の違いを見比べながら楽しむことができま
す。

市内目抜き通り・白
つつじ公園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

全日本コブ選手権大
会

5/21（土）～22（日） 西川町
コブ好きのスノーボーダーが月山に集結
し、スピードやターンテクニック、安定感を
競います！

月山スキー場
OFFICE
INAGAWA
☎0255-87-2644

花丸遊印録
～上杉の歴史息づく
米沢の旅～

5/21（土）〜6/19（日） 米沢市

米沢市上杉博物館では、名刀「五虎退」の
展示を含めた特別展を開催。さらに話題
の人気アニメとのコラボイベントとして、特
別展での等身大パネル等の展示のほか、
オリジナルスタンプ、台紙を使用した米沢
市内周遊スタンプラリーも実施予定です。

米沢市上杉博物
館、他市内各所

米沢市産業部観
光課
☎0238-22-5111

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

温海嶽開山祭・ブナの
森登山会

5/22（日） 鶴岡市

新緑のブナ林の中、様々な草花をめでな
がら歩きます。下山後は孟宗汁の振る舞
いや「あつみ温泉」での入浴をお楽しみく
ださい。
◎参加費：1,000円（小学生以下無料）
◎参加締切：5月13日（金）　先着30名程度
まで

温海岳・あつみ温
泉

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

摩耶山春の登山会
（越沢、関川口）

5/22（日） 鶴岡市
安全祈願神事の後、新緑の中の登山会を
行います。神事には摩耶姫が参列します。

越沢地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

まるごと体験「しな織
の里関川」わらびまつ
り

5/22（日） 鶴岡市

◎対象：高校生以上先着15人
◎内容：しなの木の保育活動、わらび収穫
体験等
※当日の天候や山菜の生育状況によって
内容が変わる場合があります。
◎申込み：5/15（日）まで関川自治会へ
（料金1,500円）

関川しな織センター
他

関川しな織の里ぬ
くもり館
☎0235-47-2502

プラザ陶芸教室
5/22(日)
6/26(日)

新庄市
陶芸の基本からじっくり学べる午前のコー
スと、ゆったり自由に制作できる午後の
コースがあります。全7回シリーズです。

新庄市民プラザ
3階創作実習室

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鶴岡天神祭 5/24(火)～25（水） 鶴岡市

24日（火）献花展　　25日（水）本祭（＊パ
レード/中央児童館～昭和道り＊天満宮
神事＊踊りフェスティバル＊献花店＊露
店）予定

鶴岡天満宮
天神祭実行委員
会
☎0235-35-1301

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

2022神室連峰山開き 5/28(土） 最上町

栗駒国定公園神室連峰登山の安全祈願
と新緑と残雪の神室連峰の主峰「神室山」
登山を行います。（新型コロナ感染予防及
び荒天の場合は登山中止又は登る山を変
更する場合があります）
参加申込締切　5月25日(水)、集合時間 6：
00　安全祈願　6：15　登山開始（根の崎
口）7：30

集合場所：最上町
白川渓流公園

最上町山の会事
務局(柴崎商店内)
☎0233-43-4144

勾玉・弓矢・石器をつく
ろう

5/28（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。）

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

市民と文化のかけ橋
「虹の交流塾」

5/28(土)
6/25(土)

新庄市
歴史講座や文学と音楽のコラボレーション
をお届けします。全5回の講座となります。

新庄市民プラザ
大ホール

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

中津川山菜まつり 5/28（土）～29（日） 飯豊町

春の味覚の代表格・山菜を味わうなら「お
きたま山菜まつり」がオススメ！本格派・中
津川のワラビをはじめたくさんの山菜を買
うことができます。山菜汁もあるよ！

白川温泉白川荘
白川温泉白川荘
☎0238-77-2124

高い山運開き・山菜取
りツアー

5/29(日) 尾花沢市

やまがた百名山の一つ「大平山」から月山
や鳥海山を一望できる「高い山運開き」(先
着40名)と、山菜の王様「あいこ」の収穫体
験ができる「山菜取り取りツアー」（先着50
名）があります。（どちらも参加費2,000円、
5/20申込締切）
また、同日11時から14時まで細野産そば
や細野で採れた山菜などの販売が行われ
ます。こちらはツアーの参加関係なく来場
可能です。

〈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

新緑まつり 5/29（日） 山辺町

新緑の森林案内や青空クラフト教室など
楽しいイベントがいっぱい。ほかにも、林業
の仕事が体験できるなりきりイベントも開
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

ペンションスイス

Live Garden at
pension-swiss

5/29（日）
6/26（日）
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

六十里越街道開き・街
道OPEN

5/31（火） 西川町

庄内地方と内陸をつなぐ出羽の古道・六
十里越街道。ブナ林が生い茂る自然と古
の趣に触れるトレッキングをお楽しみくださ
い。

六十里越街道
西川町商工観光
課
☎0237-84-0566
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

さがえ春花まつり
つつじライトアップ

5月上旬～5月下旬 寒河江市

寒河江公園内にあるつつじ園は11種類
43,000株のツツジが色鮮やかに咲き誇り
ます。開花時期にあわせてライトアップが
行われます。

寒河江公園つつじ
園

(一社)寒河江市観
光物産協会
☎0237-86-8866

月山の残雪とブナの
新緑トレッキング

5月上旬～6月上旬 西川町

冬のなごりと訪れた春が仲良く同居する景
観が広がります。専門の自然解説員が、
自然の仕組みを親切・丁寧に説明してくれ
ます。

山形県立自然博物
園内

山形県立自然博
物園
☎0237-75-2010

農業体験農園大平高
原わらび園オープン

5月上旬～6月下旬 鶴岡市

　緑が色鮮やかな季節とともに、大平（お
おだい）高原わらび園を開園します。見通
しの良い高原に休憩施設もあるのでご家
族連れでも安心して収穫が楽しめます。わ
らびの生育・予約については大平高原わ
らび園組合にお問い合わせください。
【日時】5月上旬から6月下旬まで（月曜・金
曜閉園）、午前9時～正午
【場所】落合交差点から大鳥方面へ約11
㎞の地点を左折、大平地区内（案内看板
あり）
【料金】大人（高校生以上）：1,800円（5kgま
で）、中学生：1,000円（5kgまで）、小学生：
無料（収穫したわらびは付き添いの方の収
穫量に加算）
【申込】同園組合へ電話で事前予約をお願
いします。

大平高原わらび園
大平高原わらび園
組合
☎070-6626-2818

タキタロウ館オープン 5月上旬～11月中旬 鶴岡市

　タキタロウ館は山々に囲まれた、渓流の
せせらぎが聞こえてくる場所にあります。
伝説の巨大魚「タキタロウ」を紹介する資
料展示や朝日連峰の登山情報も掲示して
います。食堂では山菜やなめこなど季節
の食材をふんだんに使った特製うどん・そ
ばを味わうことができます。
＊開館時間　火曜～金曜：午前10時～午
後4時、土日祝：午前9時～午後5時
＊料金　　施設入場無料
 釣り堀:1さお550円（釣り道具、餌は準備
不要です。）
※タキタロウ館では、タキタロウ公園オート
キャンプ場の受付もしております。

タキタロウ館
同左
☎0235-55-2452

寺台農園
観光わらび園

5月中旬 戸沢村

山の恵み「わらび」が２時間とり放題！誰
もがハマるワラビ採り！初心者でも安心で
す。

入場料：2,000円　要予約

寺台農園
戸沢村角川地区

寺台農園
代表 田中悦夫
☎090-3983-7648

観光わらび園オープン 5月中旬予定 鮭川村

春のめぐみの「わらび」取りをご堪能下さ
い。事前に予約が必要なので、お問い合
わせください。営業日は１日毎となります。
・参加費用　個人300円/kg
　　　　　　　 団体入園料1,500円
・事前予約

大芦沢観光わらび
園

鮭川村観光協会
（役場　むらづくり
推進課内）
☎0233-55-2111

観光ワラビ園オープン 5月中旬～6月下旬 飯豊町
中津川地区の5ヶ所にてOPEN（予定）。お
いしい山菜が取り放題です！

各ワラビ園
【総合案内所】白
川温泉白川荘
☎0238-77-2124
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

水陸両用バスinながい
百秋湖

5月中旬～8月上旬 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

水上サイクリング
長井ダム  水上自転
車体験

5月下旬～11月上旬
※8月は中止

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

長井ダム
ネイチャーSUPツアー

5月下旬～11月上旬
※8月は中止

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)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

南陽のバラまつり 5月下旬～7月上旬 南陽市
340種、6000本のバラが段丘に咲き誇り、
地形上、バラの季節には香りが立ち上げ
り、香りのバラ園とも言われています。

南陽市双松バラ園
南陽市観光協会
☎0238-40-2002

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

月山・弓張平公園
OPEN

6/1（水）～10/31（月）
※体育館は通年利用
可

西川町

月山山麓の丘陵地に位置する広い公園
で、キャンプ場や体育館のほか、陸上やテ
ニスなどの運動を楽しむフィールドがあり
ます。芝生広場は子供が遊ぶ遊具が設置
されているため、ファミリーのピクニックに
オススメ！

弓張平公園
弓張平公園パーク
プラザ
☎0237-75-2040

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。

朝日町空気神社
空気まつり実行委
員会
☎0237-67-2113
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

まぼろしの滝・与蔵の
森トレッキング

6/4（土）
予定

鮭川村

広大なブナの美林や様々な表情の滝群、
伝説の残る与蔵沼など鮭川の大自然を満
喫できるトレッキングです。毎年幅広い年
齢層の方々の参加をいただき、自然だけ
でなく人とのふれあいを楽しめます。
・参加費　大人3,000円
　　　　　　子供1,500円
・事前予約

鮭川村内

鮭川村観光協会
（役場　むらづくり
推進課内）
☎0233-55-2111

やまがた森の感謝祭
2022

6/4(土) 金山町
”県民みんなで支える森づくり”を推進する
ため、スギの植栽を行います。

金山町有屋
やまがた森の感謝
祭2022事務局
☎023-630-2207

空気まつり 6/4（土）～5（日） 朝日町
世界でただ1つしかない空気を奉った「空
気神社」。まつり期間中は、神社地下本殿
が御開帳されます。

朝日町空気神社
空気まつり実行委
員会
☎0237-67-2113

山形まるごと市（山寺
会場）

6/4（土）・5(日)
11（土）・12(日)
18（土）・19(日)
25（土）・26(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

肘折ダムライトアップ
6/4（土）
6/18（土）

大蔵村
ＬＥＤライトから放たれた光が幻想的に彩り
ます。日中とは違う雰囲気の肘折ダムをご
覧ください。午後７時～

肘折温泉街（肘折
源泉公園）

大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

いもこ列車一般公開
日

6/5(日)
13：00～15：00

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。

河北中央公園
河北町都市整備
課
☎0237-73-2114

吾妻山夏山開き 6/5(日) 米沢市
新緑の東吾妻山を楽しめる登山シーズン
の到来を告げるイベントです。

峠駅集合～滑川温
泉～霧の平

米沢市観光課
☎0238-22-5111

大山犬祭り 6/5(日) 鶴岡市

庄内三大祭のひとつ。その昔、梶尾神社
の裏山に棲むムジナを退治したメッケ犬に
由来する祭りです。メッケ犬を象った犬み
こしや、化け物に捧げたという仮女房を乗
せた行列が古式ゆかしく練り歩き、華やか
なからぐり山車が繰り出します。

大山地内
大山観光協会
☎0235-33-3214

西吾妻山夏山開き 6/10（金） 米沢市
日本百名山のひとつである西吾妻山の登
山者の安全祈願祭を行います。７月にか
けて高山植物が見ごろを迎えます。

天元台高原
㈱天元台
☎0238-55-2236

天童つつじ公園（天童市） 藤の花盆栽展（鶴岡市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ガラス玉をつくろう 6/11（土） 高畠町
古墳から出土したガラス玉の観察と、ガラ
ス玉の加工方法の一つ「巻き付け技法」の
体験です。（事前予約が必要です。）

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

いか釣り船団出航式 6/11（土） 酒田市
極彩色の大漁旗がはためき紙テープが舞
う中、いか釣り船団が出航する様は圧巻
です。

袖岡ふ頭
酒田市農林水産
課水産振興係
☎0234-26-5753

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

笹の葉採りと笹巻き体
験

6/11（土） 遊佐町

しらい自然館周辺で笹の葉を採り、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

ツール・ド・さくらんぼ 6/12（日）
西川町
他1市3町

1市4町（寒河江、河北、朝日、大江、西川）
を跨ぐ広域的なサイクリング大会。風光明
媚な景観の中をライダーたちが颯爽と走り
抜けます！

西川町
他1市3町

ツール・ド・さくらん
ぼ実行委員会（寒
河江市さくらんぼ
観光課）
☎080-2813-0840

鮭川歌舞伎土舞台特
別公演

6/12（日）
予定

鮭川村

県指定無形民俗文化財として保存されて
いる鮭川歌舞伎。今年は神社境内地の土
舞台での特別公演です。
・入場無料（事前予約制）
※今回は新型コロナウイルス感染症対策
として会場内の飲食を禁止します。

鮭川村京塚「愛宕
神社」境内

鮭川村中央公民
館
☎0233-55-3051

新緑の高瀬峡ハイキ
ングと打ちたてそば昼
食

6/12（日） 遊佐町

新緑の高瀬峡をガイドの案内でハイキン
グ。自然を観察しながらゆっくり歩きます。
その後、しらい自然館で打ちたての金俣そ
ばを昼食でいただきます。

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

古代風ブレスレットを
つくろう

6/18（土） 高畠町
古代の人々の生活で使われてきた「麻」の
ひもを編んで自分だけのブレスレットをつく
ります。（事前予約が必要です。）

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

コースターをつくろう 6/18（土） 高畠町
縄文・古代の技術を学びながら、オリジナ
ルコースターをつくります。（事前予約が必
要です。）

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

置賜公園ハーブガー
デンフェア

6/18(土)～7/10(日) 川西町

約100種類も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
の摘み取り体験やワークショップも開催し
ます。園内をご堪能された後は、川西町内
の飲食店でハーブを使ったコラボランチや
スイーツをお楽しみいただけます。

置賜公園ハーブ
ガーデン

川西町教育文化
課
☎0238-42-6668

上山城歴史講座
「もう一つの藤井松平
家、二人の俊英」

6/19（日） 上山市

老中・松平忠固と立憲思想先駆者・赤松
小三郎のふたりを軸にすえ、幕末史の一
局面を読み解きます。
講師：岩井哲　氏（書肆犀主宰）

※事前予約制（30名）
時間／10：00～11：30
受講料／入館料（大人420円、高校大学生
370円、小中学生50円）

上山城郷土資料館
上山城郷土資料
館
☎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

朝日連峰夏山開き・登
山シーズンSTART

6/19（日）
西川町
他1市4町

山形と新潟の県境に連なる朝日連峰は磐
梯朝日国立公園に指定され、雄大な景観
とスケールで岳人を魅了し続けることから
「東北のアルプス」と呼ばれています。

朝日連峰
※神事は鳥原小屋
で開催

朝日町総合産業
課
☎0237-67-2113

昼下りのステージ
vol.17「金子俊郎 with
オカリナーズ」

6/19(日) 川西町

゛日常に音楽を゛の趣旨のもと、気軽に音
楽を楽しんでもらいたいという願いが込め
られた昼下りのステージ。シリーズ初野外
ステージでの出演は、「金子俊郎 with オ
カリナーズ」。素朴で優しいオカリナの音色
をお聴きください。

川西町フレンドリー
プラザ野外ステー
ジ

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

しょうない金魚まつり
2022

6/23（木）～6/27（月） 庄内町

庄内町特産の振り袖金魚と呼ばれる「庄
内金魚」や色々な露店が立ち並び、大人
から子供まで楽しめるまつりとなっていま
す。
土日はイベントも開催予定ですのでお越し
ください。

新産業創造館ク
ラッセ

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

国体カヌー競技県予
選会　兼　県中体連カ
ヌー競技

6/25（土）・26（日） 西川町

東日本唯一の常設1,000ｍコースがある月
山湖カヌースプリント競技場で開催！西川
町のシンボルである噴射高日本一の大噴
水も魅力の一つです。

月山湖カヌースプリ
ント競技場

西川交流センター
あいべ
☎0237-74-3131

村木沢あじさい祭り 6/26（日）～7/17（日） 山形市
村木沢地区にある出塩文殊堂の参道で、
約40種類、2,500株のあじさいを楽しむこと
ができます。

山形市村木沢・出
塩文殊堂

村木沢地区振興
会・同実行委員会
☎023-643-2050

農大市場 6/30（木） 新庄市
農林大学校の学生、卒業生、研修生OBが
生産した農産物を販売します。

農林大学校
農林大学校
☎0233-22-1527

いいでどんでん平ゆり
園オープン

6月上旬～7月下旬 飯豊町

東日本最大のゆり園がオープンします。７
ha（東京ドーム４個分）の広大な敷地に、
約５０万本のゆりが咲き競う美しい花園で
す。ぜひお越しください！

どんでん平ゆり園
どんでん平ゆり園
☎0238-78-5587

南陽市観光さくらんぼ
園オープン

6月中旬～ 南陽市

南陽市は山形県内でも有数の観光さくら
んぼ園数を誇ります。「佐藤錦」「紅秀峰」
など、たくさんの品種が栽培されていま
す。市内には約30の観光さくらんぼ園があ
り、6月中旬から7月上旬にかけてさくらん
ぼ狩りを楽しむことができます。（新型コロ
ナウイルスの状況によって中止となる場合
があります。）

市内観光さくらんぼ
園

南陽市観光果樹
振興会
☎0238-40-2002
（南陽市観光協
会）

「まほろばの里」駅か
らサイクリング

6月中旬 高畠町

高畠町の玄関口である高畠駅を起点とし
て、観光施設やビューポイントを巡りなが
ら高畠町の誇る味覚や自然の美しさを体
感していただけます。

出着場所
太陽館

高畠町役場商工
観光課
☎0238-52-4482

第21回櫛引さくらんぼ
まつり

6月下旬 鶴岡市
①さくらんぼ販売とアトラクション
②サクランボ狩り

①産直あぐり
②西片屋サクラン
ボ園

櫛引さくらんぼま
つり実行委員会
☎0235-57-3921

肘折ダムライトアップ（大蔵村）東沢バラ公園（村山市）
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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 5/1(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　Ｖ・ファーレン長崎
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 5/8(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　大分トリニータ
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 5/25(水)19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　レノファ山口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 6/5(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

モンテディオ山形 6/18(土)19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　ヴァンフォーレ甲府
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

ユアタウンコンサート
村山公演

5/8（日)15:00～
（14:00開場）

村山市

指揮：阪 哲朗・村川 千秋
ヴァイオリン：村川 千尋
共演：楯岡中学校吹奏楽部・葉山中学校
吹奏楽部

村山市民会館

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607
村山市民会館
☎0237-53-3111

第301回定期演奏会

6/18(土)19:00～
(18:00開場)
6/19(日)15:00～
(14:00開場)

山形市
指揮：阪 哲朗
ヴァイオリン：神尾 真由子

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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