
●ゲレンデオープン情報
（積雪の状況等により変更となる場合がありますので、各スキー場ホームページ等でご確認ください。）

イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天元台高原スキー場
オープン

12月上旬 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

湯殿山スキー場オー
プン

12/10(土) 鶴岡市

雪質に優れた庄内地方最大のスキー場
がシーズンイン！
滑走可能時は午後4時までリフト無料開放
毎月第3日曜日は「スキー子どもの日」小
学生以下リフト無料
（就学前のお子様は常時リフト無料）

湯殿山スキー場
湯殿山スキー場
☎0235-54-6450

蔵王温泉スキー場
オープン

12/10(土） 山形市

今シーズンの安全祈願、スキーヤーによ
るデモンストレーションもあります。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。）
①スキーこどもの日
（1/14(土),15(日),28(土),29(日),2/11(土・
祝),23(木・
祝),3/11(土),12(日),25(土),26(日)）：小学生
以下のお子様に限り、全山共通１日券通
常3,200円→1,000円になります。
②感謝の贈り物（シーズン中）：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。

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

黒伏高原スノーパーク
「ジャングル・ジャング
ル」オープン

12/10（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。

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

山形県最上町赤倉温
泉スキー場オープン

12/10（土）
12/17（土）

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。
12/17（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～）
12/10（土）プレオープン
12/17（土）フルオープン

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

花笠高原スキー場
オープン

12/11（日） 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）

＜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

西川町民スキー場安
全祈願祭

12/16（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

櫛引たらのきだいス
キー場オープン

12/17(土)正午 鶴岡市

日中は庄内平野を一望できる大パノラマ、
夜は鶴岡市街地の夜景が広がる絶好の
ロケーションです。そり乗り場では、幼児も
十分楽しめます。隣接するほのかたらの
きだいには、食堂と休憩所がありますの
で、小学校や子ども会行事でのご利用を
お待ちしております。
また、1/21（土）はスキー子どもの日で高
校生以下のリフト料金が無料です。
イベント内容は検討中です。

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

令 和 4 年 12 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2022年12月・2023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

羽黒山スキー場オー
プン

12/17（土） 鶴岡市
オープン日の12月17日は午後から無料開
放します。初心者・ファミリーから上級者ま
で気軽に楽しめるスキー場です。

羽黒山スキー場

休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
鶴岡市羽黒庁舎
産業建設課
☎0235-26-8776

米沢スキー場オープ
ン

12/24(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

天童高原スキー場
オープン

12/24（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

小野川温泉スキー場
オープン

12/24(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

天元台高原スキー場
オープン

12月上旬 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

上山市内スキー場
オープン

12月中旬～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
【12/16（金）　予定】
蔵王猿倉スキー場
【12/23（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

手ノ子スキー場オープ
ン

12月下旬 飯豊町
国道からアクセスしやすく気軽に行けるス
キー場です。営業日やオープン日につい
てはお問い合わせください。

手ノ子スキー場

飯豊町社会教育
課　生涯学習振興
室
☎0238-72-3111

天童高原スキー場（天童市） 赤倉温泉スキー場（最上町）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

人間国宝　奥山峰石
「鍛金の器展」

7/11（月）
～12/19（月）

新庄市

本館で収蔵する、名誉市民 人間国宝・奥
山峰石氏の鍛金作品を紹介します。
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

第2弾たかはた風景街
道フォトコン

7/1(金)
～2/28(火)

高畠町

高畠町のお気に入りの風景、おすすめの
場所やイベントの写真に指定の＃を付け
てSNSに投稿すると、応募完了です。抽選
で豪華賞品をプレゼントします。

高畠町内
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

近岡善次郎記念室企
画展
ＺＥＮＪＩＲＯ　新収蔵品
展　第１期～近岡家
「近岡庸一郎氏・大久
保省子氏」よりの寄
贈・寄託を受けて～

8/20（土）～
※終期未定

新庄市

新たに寄贈・寄託して頂いた名誉市民 近
岡善次郎氏の貴重な作品の数々を紹介し
ます。
期間：8/20（土）～
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

挑戦！上山のそば・
ラーメン全店制覇キャ
ンペーン

9/1（木）
～12/31（土）

上山市

「上山麺類食堂組合」加盟店で食事し、応
募券にその店のスタンプをもらい20店舗
全てのスタンプが揃ったら、加盟店にご応
募ください。
抽選で上山産高級ワインを20名様にプレ
ゼントします！
さらに、上山市内で上山産ワインを購入
し、購入店のスタンプもあるご応募の方に
は、抽選でかみのやま温泉宿泊利用券3
万円分を5名様にプレゼントします！
※伝八そばやが休業中のため、19店舗達
成でご応募ください。

上山麺類食堂組合
加盟店舗

上山麺類食堂組
合（上山市商工
会）
☎023-672-2057

特別展「若き日の斎藤
茂吉－上山から東京
へ－そして医学者茂
吉、長崎・海外へ向か
う」

9/16（金）
～3/31（金）

上山市

斎藤茂吉生誕140年にあたり、上山に生ま
れ幼くして上京した茂吉が斎藤家の一員
となり、やがて青年期に至り医学者へ成
長するまでの様子と、その時の心情などを
表した作品・資料を展示、紹介します。

斎藤茂吉記念館
（公財）斎藤茂吉
記念館
☎023-672-7227

最上家ゆかりの古文
書展

10/19(水)
～1/9(月・祝)

山形市
最上義光歴史館所蔵の義光文書を中心
に、新たに文化財に指定された新収蔵資
料を紹介します。

最上義光歴史館
最上義光歴史館
☎023-625-7101

上山城企画展
「歴代上山藩主の足
跡」

10/28（金）
～12/4（日）

上山市

元和8（1622）年→明治4（1871）年
能見松平氏、蒲生氏、土岐氏、金森氏、
藤井松平氏、歴代上山藩主の事績をたど
ります。
ミニ展示「再建　上山城」同時開催。

上山城郷土資料館
（公財）上山城郷
土資料館
☎023-673-3660

隠れ蕎麦屋の里
新そば・旬そばキャン
ペーン2022

11/1(火）
～2/26（日）

白鷹町

自宅を店として開放し、ひっそりと蕎麦屋
を営業していたスタイルから、いつの頃か
らか「隠れ蕎麦屋の里」と呼ばれるように
なった白鷹町。お蕎麦を食べてプレゼント
が当たる「新そば・旬そばキャンペーン」を
開催中。

・千利庵
・熊屋
・宝思そば
・そばきり八寸

(一社)白鷹町観光
協会
☎0238-86-0086

藤島
イルミネーション2022

11/3（木・祝）
～1/9（月・祝）

鶴岡市

庄内最大級約150,000個の電球がおりな
す幻想的な世界をお楽しみください。
・点灯時間　16：30～21：30
今年のテーマは、#遊べるイルミネーショ
ン、#おいしいイルミネーションです。

藤島歴史公園 Hisu
花

藤島歴史公園
「Hisu 花」ワーク
ショップ（鶴岡市藤
島庁舎総務企画
課）
☎0235-64-2111

第241回新庄ふるさと
歴史センター企画展
「生きる民具、民藝へ
の潮流」

11/9（水）
～1/31（火）

新庄市

生活全般にわたる民具にとどまらず、大正
から昭和に移り変わるなか唱えらえた民
藝についても広く御紹介いたします。
期間：2022/11/9（水）～2023/1/31（火）
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　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

紅柿のれんの展示
11/11（金）
～12/27（火）予定

上山市
かみのやまの初冬の風物詩「紅柿のれ
ん」を今年も市内に展示します。

＜展示場所＞JRか
みのやま温泉駅1
番ホーム、かみの
やま温泉観光案内
所前、上山城、楢
下宿大黒屋（予定）

上山市観光・ブラ
ンド推進課
☎023-672-1111
㈹

スワンスケートリンク
11/12(土)
～3/26(日)

酒田市
山形県内唯一の屋内スケート場です。天
候を気にせずにスケートを楽しむことがで
きます。

酒田市体育館
スワンスケートリン
ク
☎0234-23-3437

光のプロムナード
11/18(金）
～1/10（火）

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。 16：00～23：00

山形市七日町大通
り

七日町商店街振
興組合
☎023-631-6368

しらたかグルメスタン
プ［く～か～ど］

11/18（金）
～2/28（火）

白鷹町

対象店舗で500円のお食事ごとに1スタン
プ押印します。15スタンプ集めると先着
500名様にオリジナルエコバック、30スタン
プで先着500名様に抽選で、パレス松風ペ
ア宿泊券（1名様）、米沢牛5,000円分商品
券（10名様）、加茂川酒造純米酒（10名
様）、赤すももワイン（5名様）、
SHIRATAKAビッグトート（474名様）が当た
ります。素敵な景品をゲットしよう！

町内の参加店32店
舗
※詳しくは（一社）
白鷹町観光協会
ホームページをご
覧ください。

(一社）白鷹町観光
協会
☎0238-86-0086

やまがた音と光のファ
ンタジア2022

11/26（土）
～2/12（日）

寒河江市、
河北町、西
川町、朝日
町、大江町

光の森をテーマに、音楽と融合したイルミ
ネーション演出で、やまがたの冬を彩りま
す。メイン会場の最上川ふるさと総合公園
には、高さ約10mの光のタワーや、光の
フォトスポットなど、見どころ満載です。サ
ブ会場である寒河江市・朝日町・西川町の
各道の駅、大江町テルメ柏陵健康温泉
館、河北町べに花温泉ひなの湯にもイル
ミネーションが設置されますので、ぜひご
覧下さい。
なお、フォトコンテストや山形どまんなか探
訪スタンプラリーも同時開催中です。たくさ
んの方のご参加をお待ちしております。
時間：17:00～22:00※点灯時間は会場に
より変更がある場合がございます。

最上川ふるさと総
合公園他

やまがた音と光の
ファンタジア実行
委員会
☎0237-85-1692

正岡子規没後120年
記念企画展「子規から
の近現代俳句」

11/26(土)
～2/6(月)

山形市

正岡子規や、俳句革新運動の一翼を担っ
た高浜虚子、河東碧梧桐をはじめ、近代
俳句勃興期における有名俳人や現代俳
句の魅力を紹介します。

山寺芭蕉記念館
山寺芭蕉記念館
☎023-695-2221

描かれた出羽三山～
女性アーティスト達に
よる作品展～

11/26(土)
～4/10(月)

鶴岡市

さまざまな視点から庄内・出羽三山の風景
や文化を描く若き女性アーティスト４名を
迎え、それぞれの出羽三山をモチーフとし
た絵画作品を展示します。

開館時間：（12月～3月）午前9時30分～午
後4時
休館日：火曜日・年末年始
入館料：大人400円　高校・大学生300円
小・中学生200円

いでは文化記念館
いでは文化記念館
☎0235-62-4728

最上峡芭蕉ライン観
光　こたつ舟

12/1(木)
～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2,800円　小学生1,400円
幼児無料
弁当（要予約）
ＵＲＬ　http://www.blf.co.jp

戸沢村古口86-1
最上峡芭蕉ライン
観光
☎0233-72-2001

どぶろく新酒発表会 12/2(金) 飯豊町
飯豊山の麓、中津川地区の雪深い場所だ
からこそ出来る味わい深いどぶろく。新酒
のどぶろくをぜひご賞味ください。

白川温泉いいで白
川荘

白川温泉いいで白
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

古代風ブレスレットを
つくろう

12/3（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 12/3（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

ひがしねウィンター
フェスティバル

12/3（土）
～1/9（月・祝）

東根市

幻想的な屋外イルミネーションやクリスマ
スマーケットをお楽しみいただけます。ご
家族や友人を誘って何度でもお越しくださ
い。

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

かほくKOGINFES
12/3（土）
12/4（日）

河北町

こぎん刺しワークショップや『かほく紅こぎ
ん』作品展、こぎんマルシェ（作品・材料販
売）など、”KOGIN”づくしのイベントが開催
されます。ぜひお越しください。
3日(土）午前10時～午後4時
4日(日)午前10時～午後3時

河北町紅花資料館
（入場無料）

河北町地域おこし
協力隊
藏本善一
☎0237-73-4367

エコロジーガーデン
クリスマスマーケット
2022

12/4（日） 新庄市

屋外にはキッチンカーが立ち並び、暖かい
食事や飲み物を楽しむことができます。文
化交流施設の中では、出店やワークショッ
プ体験、手作り雑貨の販売を予定してい
ます。
時間：11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

ぽんぽマルシェ
12/4（日）
12/18(日)

戸沢村

ワークショップや体のケアなど温泉でゆっ
くりした後に楽しめるメニューや、天然石の
アクセサリーなどかわいい雑貨が並びま
す。※詳細はSNSをご覧下さい。

いきいきランド ぽ
んぽ館

いきいきランド ぽ
んぽ館
☎0233-72-3600

野川まなび館クリスマ
スリースづくり

12/11(日) 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。自然素材のナチュラルリースで
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:10組
(定員に達し次第受付終了)、時間:10:00～
12:00(受付9:45～)

野川まなび館
野川まなび館
☎0238-87-0605

学業成就祈願法要 12/11（日） 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）　10：00～11：00

山寺・根本中堂
山寺観光協会
☎023-695-2816

お部屋でしいたけ栽培
キットづくり体験

12/11（日）
12/16（金）
12/17（土）

長井市

お部屋の中で育てられるよう、コンパクト
なサイズの原木に、ドリル穴あけ＆植菌打
ちを体験します。完成したキットはお持ち
帰りいただけます。お申込み・お問合わせ
は、やまがたアルカディア観光局まで。
参加費:500円（材料費込み）、定員:10組
(定員に達し次第受付終了)
12/11（日）13：00～15：00
12/16（金）①10：00～12：00　②13：00～
15：00
12/17（土）①10：00～12：00　②13：00～
15：00

野川まなび館

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
☎0238-87-0605

上山城体験教室
クリスマスリースを作
ろう

12/17（土） 上山市

世界に一つだけのリースを作ろう！誰でも
簡単に作れるよ（※要事前申込）

午前の部／10：00～
午後の部／13：00～
※定員各10名
※製作時間約1時間
料金／入館料＋1000円（材料費＋保険
料）

上山城郷土資料館
（公財）上山城郷
土資料館
☎023-673-3660

だるま市（観音様のお
年夜）

12/17(土） 鶴岡市
七日町観音堂の例祭。午前9時頃から正
月の縁起物を売る出店が並びます。「歳
の市」21時頃まで開催します。

七日町観音堂
泉屋商店
☎0235-22-0969

第3回自然大好き！い
いでクラブ

12/17（土） 飯豊町
季節に応じた自然体験活動やクラフト活
動を行います。

山形県飯豊少年自
然の家

山形県飯豊少年
自然の家
☎0238-74-2331
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

SDGs貢献プロジェクト
間伐材で雪板づくり
ワークショップ in 野川
まなび館

12/17（土）
12/21（水）
12/27（火）
1/13（金）
1/21（土）

長井市

間伐材のスギの木を使用した雪板づくり
のワークショップが体験できる内容です。
要らなくなった間伐材を無駄なく使用する
ことで、SDGsにも貢献しています。
お得に雪板を手に入れられるのはワーク
ショップだけ！
各日 9時～/13時～

野川まなび館

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
☎0238-87-0605

年越しそば打ち体験 12/18(日) 遊佐町

金俣そば粉を使って、自分で“年越しそ
ば”を打つためのそば打ち体験をします。
一人前を試食し、三人前を持ち帰りお家で
食べます。(一人で四人前を打ちます)

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

電動糸のこ教室 12/18(日) 遊佐町

電動糸のこを使って、木工体験をします。
子供も大人も楽しめる教室です。自分の
作りたいものでも、課題作りでも自由で
す。初心者の方には丁寧に指導します。

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

スノーシュートレッキン
グツアー

12/18（日）
～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。

西川町内
特定非営利活動
法人エコプロ
☎0237-75-2780

昼下りのステージ
vol.20「クリスマスゴス
ペルコンサート」

12/18(日) 川西町

結成10年目。南陽市出身のゴスペルピア
ニスト、ピアノコウジこと粟野貢司氏が指
導するゴスペルグループ Joyful shout米
沢が出演します。

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

「雪の降るまちを」鶴
岡冬まつり大宝館ライ
トアップ

12/23(金）
～2/28(火)

鶴岡市

鶴岡の冬の風物詩「鶴岡冬まつり」のイベ
ントのひとつ。鶴岡公園内の大宝館をライ
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

道の駅「あつみ」しゃり
ん
歳末感謝祭

12/24(土)
12/25(日)

鶴岡市

道の駅「あつみ」しゃりんでは年末に向け
て、お客様に日ごろの感謝を込めて、お得
な福袋等を準備いたします。
◎時間：午前10時～午後3時
◎内容：お得な福袋の販売、エビ汁・コー
ヒー各100円で販売

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

やまがた音と光のファ
ンタジア2022 イベント
デー

12/24（土）
1/15（日）
2/12（日）

寒河江市

24日：LEDスカイランタンが一斉に夜空へ
舞い上がり、クリスマスイブの夜空を彩り
ます。　また、描いた絵が画面上で動き出
す、ファンタジーなお絵かき体験もできま
す。
15日：大人気クレヨンしんちゃんと記念写
真が撮れる撮影会のほか、キッズ縁日
コーナーもご用意。イルミネーション点灯
時間には、花火の打上げも行います。
12日：西村山地域を中心とした県内の人
気パン屋さんが集結します。キッチンカー
によるグルメイベントなど、最終日まで楽し
い催しが盛りだくさんです！

最上川ふるさと総
合公園

やまがた音と光の
ファンタジア実行
委員会
☎0237-85-1692

蔵王に来てます！！
フォトテーリング

12/24（土）
～2/27（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

樹氷ライトアップ
12/24（土)
～2/27（月）

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。漆黒の闇の中に浮かび上がる幻想的
な樹氷の姿は必見です。期間中限定45日
間。17:00～21:00

蔵王ロープウェイ
地蔵山頂駅周辺

蔵王ロープウェイ
山麓駅
☎023-694-9518

ナイトクルーザー号で
行く「樹氷幻想廻廊」ツ
アー

12/24（土)
～2/27（月）

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5,500
円、こども4,600円）期間中限定45日間。
17:00/18:00/19:00

蔵王山麓駅集合・
樹氷高原駅発着

蔵王ロープウェイ
山麓駅
☎023-694-9518
※事前予約が必
要です。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

冬の蔵王開運回遊
12/24（土）
～2/27（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
12/24（土）
～2/27（月）

山形市
ゲレンデ、温泉街にイルミネーションや
LED照明を設置します。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

そば処大梵字「親子そ
ば打ち体験」

12/25(日) 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　親子1組（1鉢3人前）1,500円
・申込期限　12月20日

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

鐘楼すす払い・お供え
餅つき会

12/30（金） 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。
10：00～鐘楼すす払
11：00～お供え餅つき会

山寺山門前鐘楼
山寺観光協会
☎023-695-2816

羽黒山松例祭 12/31（土） 鶴岡市

大晦日から元日にかけて行われる羽黒山
の代表的な祭りです。
※規模を縮小して開催する場合がありま
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

山寺大晦日除夜の鐘 12/31（土） 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。23：30～

山寺山門前鐘楼
山寺観光協会
☎023-695-2816

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〉

【冬：12月中旬～2月下
旬】葉山コース

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。冬は恋人の聖地に
も認定された『花咲山展望台』からの眺め
も楽しめる「葉山コース」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。

【冬】葉山案内看板
前集合

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

初日の出スノーシュー
ハイク

1/1(日・祝) 川西町

スノーシュー（西洋かんじき）を履いて山形
百名山である高戸屋山を登る雪上ハイキ
ングです。標高368ｍから眺める初日の出
をお楽しみください。
・料金2,000円(税込）※保険料、ガイド料含
む
・スノーシューレンタル1,100円
※要予約（12/20締切）

高戸屋山周辺
川西町観光協会
☎0238-54-1515

道の駅川のみなと長
井
かわベリング元旦祭

1/1(日・祝)
～1/3(火)

長井市

1年の福は、川のみなと長井から！2023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

飯豊町めざみの里
書初め大会

1/2（月） 飯豊町
新春書初め大会です。ぜひご参加くださ
い。

めざみの里観光物
産館

めざみの里観光物
産館
☎0238-86-3939
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寒風干し鮎
1/5(木)頃～
約1カ月

白鷹町

寒風干し鮎は、毎年二十四節気の一つ
「小寒」に合わせて作業が開始され、冷た
い風の中で内蔵を取り除いた鮎を、最上
川から吹く冷風に約１週間程度干し、凍っ
たり溶けたりを繰り返すうちに鮎の身がし
まり、香り高くなります。塩焼きとはまた
違った鮎が楽しめます。

あゆ茶屋
あゆ茶屋
☎0238-85-5577

肘折さんげさんげ 1/7（土） 大蔵村

出羽三山に古くから伝わる山伏たちの年
越行事。白装束に身を包み、五穀豊穣、
無病息災を祈願し、法螺貝の合図で温泉
街を練り歩きます。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

徳良湖スノーランド
１/8(日)
～2/26(日)

尾花沢市

スノーチューブやスノーストライダーなど、
様々なスノーアクティビティが無料で楽し
めるほか、土日はスノーモビル乗車体験
（有料）も実施します。

グラススタジオ旭
（尾花沢市二藤袋１
７６７-１）周辺

尾花沢市商工観
光課
☎0237-22-1111
㈹

初市 1/8(日) 河北町

バナナのたたき売りやイタリア野菜研究会
による特製石窯焼きピザの実演販売な
ど、多彩なイベントが開催されます。露店
も多数出店されます。

どんがホール
河北町商工会
☎0237-73-2122

第12回　スカイランタ
ンinどんが

1/9(月・祝) 河北町

町内の団体によって装飾されたスカイラン
タン（ミニ熱気球）が、打ち上げられ、冬の
空を暖かく彩ります。17：00～点火式が行
われますので、是非足をお運びください。

どんがホール
NPO法人元気net
かほく
☎0237-73-5280

山形市初市 1/10(火) 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。 10:00～17:00

山形市中心市街地
通り（国道112号線
十日町・本町・七日
町）

山形商工会議所
☎023-622-4666

ウインターフェスティバ
ル

1/10(火) 山形市

「街なか全部が桟敷席！」のコンセプトの
もと、初市の開催に併せて霞城公園を打
ち上げ場所として冬の花火大会を開催し
ます。18:30～打ち上げ開始

霞城公園

ウインターフェス
ティバル実行委員
会（山形コミュニ
ティ放送㈱内）
☎023-634-0762

第20回天童冬の陣
天童織田藩将軍家献
上寒中挽き抜きそば

1/11（水）
～2/28（火）

天童市

寒中挽き抜きそばは、江戸時代末期、天
童の地を治めていた織田藩が将軍家に献
上した特産品で、東北・北海道では唯一将
軍家に献上したそばと文献に記されており
ます。いにしえのそばを再現した寒中挽き
抜きそば、この機会にぜひご賞味くださ
い。また、天童市内の天童温泉組合加盟
旅館ならびにビジネスホテル協会加盟ホ
テル等にて、宿泊と寒中挽き抜きそばを
セットにしたプランを販売いたします。

天童市麺類食堂組
合加盟店および市
内旅館・ホテル

天童商工会議所
☎023-654-3511

雪をながむる尾花沢
展

1/12(木)
～2/7(火)

尾花沢市
雪国ならではの民具や昔の遊び道具の
数々、冬の伝統行事、雪に関する資料な
どを展示します。

芭蕉、清風歴史資
料館(尾花沢市中
町5番36号)

芭蕉、清風歴史資
料館
☎0237-22-0104

山辺町初市
1/12（木）
2/2（木）

山辺町

江戸時代から続く伝統的な催しです。新・
旧暦の１月12日にあたる日に開催され、
縁起物のだんご木や初あめ等を販売しま
す。

山辺町駅前・本町・
仲町通り

山辺町初市運営
協議会
☎023-664-5939

冬のHANABI
1/13（金）
1/14（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。ジャンプワールドカップウィメンに
合わせて実施します。

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

スノーランドフェスティ
バル

1/14（土） 飯豊町
親子でスノーチューブや雪上ストラックア
ウトなどスノーアクティビティを楽しみま
す。

山形県飯豊少年自
然の家

山形県飯豊少年
自然の家
☎0238-74-2331
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どんでん平スノーパー
ク　OPEN

1/14（土）～3/5(日)ま
での毎週土・日・祝

飯豊町

スノーモービルにひかれて雪上を滑るバ
ナナボートや、スノーチューブで滑る巨大
滑り台、スノーモービル乗車体験など、子
どもから大人までスリル満点で楽しめま
す。

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

わらじみこしまつり 1/15（日） 高畠町

冬の寒さの中さらし姿の参加者が300キロ
を超えるおみこしを健康を祈願して担ぎま
す。15時スタートです。担ぎ手大募集して
います。お申し込みは問い合わせまでお
電話ください。

竜壽院大日如来石
仏前スタート

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

東北の奇祭　やや祭り 1/15(日） 庄内町

庄内町千河原に古くから伝わる「やや祭
り」は、安産と健康を祈願する奇祭として
知られ、雪降りしきる厳寒の中で行われま
す。
素裸にわらで作った腰蓑をつけただけの
少年達が、肩から手桶で何杯も冷水を浴
びる光景は厳粛そのものです。見物人が
思わず身震いするようなこの行事こそ祭り
の見どころといえます。
※新型コロナウイルスの感染状況によっ
ては内容等に変更あり

千河原八幡神社
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

笹野観音十七堂祭 1/17(火) 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

鶴岡音楽祭 1/21（土） 鶴岡市

名曲「雪の降るまちを」が生まれた地・鶴
岡で行われる名物演奏会。
山形交響楽団によるオーケストラ演奏とオ
ペラ歌手による歌曲で豪華にお届けいた
します。

荘銀タクト鶴岡

「雪の降るまちを」
鶴岡冬まつり実行
委員会
☎0235-35-1301

雪であそぼうin風車村 1/22(日） 庄内町

小さなお子様も安心して遊べるなだらかな
ゲレンデでのそり滑り、雪の滑り台、かまく
らや雪像づくりなど、ご家族で楽しめます。
※新型コロナウイルスの感染状況によっ
ては内容等に変更あり

風車村
風車村
☎0234-56-3361

肘折幻想雪回廊 1/28（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

肘折温泉街周辺
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

酒田日本海寒鱈まつ
り

1/28(土)
1/29(日)

酒田市
日本海の冬の味覚「寒鱈汁」を堪能でき
る、酒田の冬の風物詩。雪のちらつく屋外
で食べる寒鱈汁は格別です。

中心市街地、さか
た海鮮市場、酒田
駅前

酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

冬の働く車大集合！ 1/29（日） 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。10:00～15:00

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

アルカディア雪板乗り
体験

1月 積雪後～ 長井市

雪板の乗り方体験プラン。
ガイドが雪のコンディションとお客様のレベ
ルを判断し、場所を選定＆お教えいたしま
す。
転んでも痛くなく、体幹も鍛えられるスポー
ツなので、この冬ぜひチャレンジしてみま
せんか。
参加費：大人2000円・子供1000円・定員20
名まで
雪板の無料貸し出しあり
1月積雪後より随時受付　各日9時～/13
時～

野川まなび館

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
☎0238-87-0605

東北の奇祭 やや祭り（庄内町）雪であそぼうin風車村（庄内町）
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白川湖畔のアクティビ
ティ

1月～2月 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。ヤハハエロ
（どんど焼き）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

月山スノーランド 1月上旬～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

一般社団法人月
山朝日観光協会
☎0237-74-4119

道の駅「あつみ」しゃり
ん
寒鱈まつり

1月中旬 鶴岡市 ※日程・詳細調整中
道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

温海旬御膳 1月中旬～2月末 鶴岡市 ※日程・詳細調整中 温海地域内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

わかさぎ釣り 1月中旬～3月中旬 小国町
横川ダム白い森おぐに湖でのわかさぎ釣
り。初心者でもレンタル小屋で楽しむこと
ができます。

白い森おぐに湖
小国わかさぎ会
☎090-2607-7757

東根のひな飾り 1月中旬～4月上旬 東根市

①東の杜
東根市内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。

市内各所
東の杜
☎0237-48-7211

つる細工講習会 1月下旬 小国町
2泊3日で小国の伝統工芸であるつる細工
の講習を行います。

飯豊温泉　梅花皮
荘

小国町観光協会
☎0238-62-5130

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22：00

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

肘折幻想雪回廊（大蔵村） アルカディア雪板乗り体験（長井市）
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