
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第64回奥の細道羽黒
山全国俳句大会(投句
募集)

～9/5(月) 鶴岡市

芭蕉ゆかりの聖地　出羽三山で俳句大会
を開催します。
＜一般の部　兼題＞
○自由題(季節問わず)、未発表句二句一
組(何組でも可)
○投句料：1,000円(二句一組につき)
＜子どもの部＞
○題材　：身のまわりの物事や見たり聞い
たりして自分が感じたことを出羽三山や最
上川、松尾芭蕉、奥の細道などを俳句に
してください。
○対象　：小学4年生から中学3年生(原
則)
○投句料：無料(一人一句)
●投句先：「奥の細道」羽黒山全国俳句大
会実行委員会事務局　(出羽三山神社内)
●投句締切：9月5日(月)必着
※類句・二重投句(他の俳句大会、結社
誌、雑誌などに発表した句)は審査の上、
入選を取消すことがあります。

-

「奥の細道」羽黒
山全国俳句大会
実行委員会事務
局　(出羽三山神
社内)
☎0235-62-2355

【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

肘折温泉名物　朝市 4月下旬～11月下旬 大蔵村

山菜や野菜などその季節の旬の味覚とと
もに、朝市の農家の方との会話を楽しみ
に訪れる方々も多く楽しみの場となってい
ます。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

チマチョゴリ着用体験
4月～11月
金・土・日・月

戸沢村

韓国文化を再現した特徴的な道の駅で、
レンタルのチマチョゴリを着ればプチ韓国
旅行気分が楽しめます。
受付時間：11：00～16：30
料金：大人1,000円、小学生以下500円

戸沢村
モモカミの里高麗
館（道の駅とざわ敷
地内）

モモカミの里高麗
館
☎0233-72-3303

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

山形まるごと市(高瀬
第2会場 軽トラ市)

5月～10月の毎週日曜
日

山形市
採れたて野菜や山菜、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

羽黒山と庄内藩～天
宥別当事蹟・芭蕉門
弟と庄内俳壇～

6/25（土）　　　　　　　　 　
～11/21（月）

鶴岡市

酒井家入部400年を記念し、羽黒山と庄内
藩がどのような関係にあったか歴史資料
から読み解きます。
開館時間：9時～16時30分※火曜日休館
（7・8月は無休）
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
☎0235-62-4727

駅からサイクリング～
サイクリング×トレ
ジャーハント～

6月上旬～10/31（月） 高畠町
高畠町内をサイクリングしながら宝探しを
していく新しい形のイベントです。長期間
開催のためいつでも実施可能です。

受付
太陽館
道の駅たかはた

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

令 和 4 年 9 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2022年9月・10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

山形まるごと市(山寺
会場)

6月～11月の毎週土
曜・日曜・祝日

山形市
新鮮な野菜や果物はもちろん、豊富な種
類の山菜や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

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〉

【夏：6月中旬～10月中
旬】蔵王高原坊平コー
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。
夏は爽やかな標高1000メートルの「蔵王
高原坊平コース」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。

【夏】蔵王ライザレ
ストラン集合

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

お得に！ぶらり戸沢
村の旅
周遊クーポン

7/1(金)　　　　　　　　　　　
～11/30(水)

戸沢村

山形県戸沢村で使える1,500円のクーポン
券がもらえる観光キャンペーンを開催しま
す。
先着10,000名様（お1人様1セット）で、観光
施設や飲食店で利用可能です。

戸沢村内観光施
設・飲食店

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

第2弾たかはた風景街
道フォトコン

7/1(金)　　　　　　　 　 　
～2023/2/28(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

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

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

7/16（土）～10/16（日）
の土日祝日

鶴岡市

羽黒山五重塔をライトアップします。闇の
中に照らされ荘厳さを増した五重塔は、訪
れる人々を幽玄の世界へと誘い清浄な気
持ちにしてくれます。協力金１人500円か
ら。

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
☎0235-62-4727

第239回新庄ふるさと
歴史センター企画展
「太古への誘い　新庄
盆地の旧石器文化か
ら縄文文化の隆盛、そ
の後の時代推察」

7/25(月)                   
～10/10(月・祝）

新庄市

新庄で発掘された旧石器時代から弥生時
代の石器とともに当時の人々の生活を紹
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　2F展示
室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

鼠ヶ関恋する灯台イ
ルミネーション

7/30（土）　　　　　　　　 　
～10/10（月・祝）

鶴岡市

 鼠ヶ関弁天島遊歩道から鼠ヶ関灯台をイ
ルミネーションします。期間中、全6回の日
程でプロジェクションマッピングも実施しま
す。
【イルミネーション】
点灯期間：7/30(土)～10/10(月・祝)
点灯時間：午後6時30分～午後9時30分
【プロジェクションマッピング】
実施日：7/30(土)、8/6(土)、13(土)、
20(土)、27(土)、10/10(月・祝)
投影時間：午後8時より20分おきに4回開
催

鼠ヶ関灯台
温海庁舎産業建
設課
☎0235-43-4617
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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(蔵王
温泉会場)

7月～10月第2週目まで
の日曜日

山形市
採れたて野菜やジャム等の加工品のほ
か、蔵王名物稲花餅や湯花などのお土産
も人気です。

緑屋駐車場
山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

近岡善次郎記念室企
画展
「ＺＥＮＪＩＲＯ、憧れの
欧米を描く」

8/1(月）　　　　　　　  　　
～11/20(日）

新庄市

名誉市民 近岡善次郎氏が、長年憧れて
いた欧米諸国を巡る機会を得て、各地の
人々や風物、建物を描き歩いた作品を紹
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

雪の探究シリーズⅡ
「雪の会」の足跡をた
どる

8/3(水)                      
～9/25(日)

新庄市
雪調（積雪地方農村経済調査所）に関す
る資料の展示や、雪の結晶のレプリカ観
察コーナーなど

雪の里情報館
1階雪国ギャラリー

雪の里情報館
☎0233-22-7891

2022　たかはた風景
街道スマホスタンプラ
リー

8/6(土)　　　　　　 　  　　
～10/30(日)

高畠町

町内にある決められた観光地を周りQR
コードにスマホをかざしスタンプを集めま
す。16ヵ所中4ヵ所のスタンプを集めると抽
選でたかはたブランドなどの豪華賞品をプ
レゼントします。

高畠町内
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

紅花資料館「堀米家
由来の品々」

8/13(土)                  　　
～10/12(水)

河北町

江戸中期から代々名主を務め、紅花商を
営み財を成した堀米四郎兵衛家。その堀
米家由来の品を展示します。
・料金
大人400円 高校生150円 小中学生70円
（9/8休館日）

紅花資料館
河北町紅花資料
館　　　　　　　　　　
☎0237-73-3500

歩いて楽しむツーリズ
ム「ぶらリズム」

9/3（土）　　　　　　　　　　
～10/30（日）

中山町

町の観光スポットを歩いてまわり、中山町
を知って楽しむイベントを開催します。お
得な特典満載のイベントです。歩くなら中
山町！楽しむなら中山町！ぜひご参加く
ださい。

中山町内
中山町観光協会　　
☎023-662-2114

肘折ダムライトアップ
9/3（土）・9/17（土）    
10/1（土）・10/15（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～

肘折ダム（肘折源
泉公園）

大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

井上ひさし研究会企
画≪文学サロン2022
≫PART.2

9/3（土） 川西町

井上ひさし没後10年をきっかけに『十二人
の手紙』が再びベストセラーとなりました。
〝手紙〟をキーワードに、井上ひさし作品
の楽しさを紹介しつつ、その創作の秘密
に迫ります。

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

最上川花火大会 9/3(土) 長井市
最上川河川敷で迫力満点の花火が打ち
上げられる予定です。大輪の花火が夜空
と最上川の水面を鮮やかに彩ります。

最上川河川緑地公
園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

最上祭り
9/3（土）　　　　　　　　　　
9/4（日）

最上町

愛宕神社　熊野大社の祭礼。神輿が町内
を練り歩き、ステージショーなどが開催さ
れます。恒例となっている仮装行列は、新
型コロナ感染症拡大防止の観点から残念
ながら中止となります。大花火大会は今
年第17回目となり、盛大に打ち上げ予定
です。

最上町向町商店街
最上祭り実行委員
会 　　　　　　　　　
☎0233-25-8372
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

奥の細道鳥海ワン
デーマーチ2022

9/4（日） 遊佐町

令和4年度の「奥の細道鳥海ツーデー
マーチ」は新型コロナウイルスの感染状況
を考慮し、中止とさせていただき、代替え
として「奥の細道鳥海ワンデーマーチ
2022」を開催します。感染防止対策を十分
にとりながら遊佐町の自然の中を元気に
歩きましょう！

遊佐町民体育大会
前広場（主会場）

奥の細道ツーデー
マーチ実行委員会
事務局
☎0234-72-4114

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

9/4（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。
　・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

源流の森　森林のよう
ちえん

9/4（日） 飯豊町
森での遊びを親子一緒で楽しみ、自然の
中でのんびり過ごします。

源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

ぽんぽマルシェ
9/4（日）
10/2（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。

戸沢村いきいきラ
ンドぽんぽ館

いきいきランド ぽ
んぽ館
☎0233-72-3600

スティールパンをたた
いてみよう！

9/4(日) 川西町

スティールパンはカリブ海の南端に浮か
ぶ島トリニダード・トバゴ共和国で誕生した
楽器です。南国をイメージさせる透明で繊
細な音色を味わってみませんか。親子で
の参加大歓迎です。

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

鳥海山涼風トレッキン
グ【大平～御浜～鉾
立】

9/5（月） 遊佐町
大平口～河原宿～7合目御浜～賽ノ河原
～鉾立口

集合・解散/JR遊
佐駅または遊楽里

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

本道寺口之宮湯殿山
神社例大祭

9/8（木） 西川町
本道寺の湯殿山神社において、宮司が護
摩木を焚き、参列者の所願成就を祈祷し
ます。

本道寺口之宮湯殿
山神社

一般社団法人月
山朝日観光協会
☎0237-74-4119

秋のバラまつり
2022

9/9（金）　　　　　　　　 　　
～9/25（日）

村山市

バラが2回目の見ごろを迎える9月、秋の
バラまつりを開催します。初夏とは一味
違った園内をお楽しみください。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

大井沢湯殿山神社火
渡り神事

9/10（土） 西川町

大井沢湯殿山神社例大祭の前夜に行わ
れ、物体を全く違う姿に変えてしまう火を
素足で渡ることにより、心の迷いが消滅
し、大きな力を授かり願いを叶えることが
できると伝えられています。

大井沢湯殿山神社
月山朝日観光協
会
☎0237-74-4119

ひじおりの灯
9/10（土）                   　
～10/16（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が温泉街を彩り
ます。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

SEA TO SUMMIT 
2022　鳥海山大会【10
回記念】

9/10（土）                 
9/11（日）

遊佐町
全大会で最も過酷とされる鳥海山。
2,160mの高低差で自分の限界に挑戦！

遊佐町内・鳥海山

SEA TO SUMMIT
®連絡協議会事務
局
☎06-7670-3186
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

食の祭典　ふながた
若鮎まつり

9/10（土）
9/11（日）

舟形町

ステージイベントは行いませんが、舟形町
の特産品販売を行います。ドライブスルー
販売（予約制）の他、数量限定で当日販売
を行う商品もあります。

アユパーク舟形

予約：舟形若あゆ
温泉
☎0233-32-0801
（専用電話）
イベントについて：
舟形町役場まちづ
くり課
☎0233-32-0844

赤湯温泉
ふるさと祭り

9/10(土)
9/11(日)

南陽市
1日目は神輿渡御、男みこし女みこし等、2
日目は烏帽子山八幡宮神輿巡幸、暴れ
獅子太鼓が行われます。

赤湯温泉街通り
赤湯温泉ふるさと
祭り実行委員会
☎0238-43-3466

越後米沢街道十三峠
トレッキング２０２２

9/10(土)                    
10/29(土)

小国町

イギリスの女性探検家イザベラ・バードの
旅行記の舞台になった山々を、ガイドの案
内付きでトレッキングをお楽しみいただけ
ます。

小国町内

一般社団法人や
まがたアルカディ
ア観光局
☎0238-88-1831

さがえちぇり～マル
シェ　朝市

9/10（土） 寒河江市

軽トラックの荷台を店舗に見立てた産直
市を開催！
採りたての新鮮な野菜などを販売します。
6:30～7：30

寒河江駅前みこし
公園

寒河江駅前自由
市場運営委員会
☎0237-85-1492

かみのやま温泉
かかし展示9days

9/10（土）　　　　　　　　　
～9/18（日）

上山市

50年以上前、上山明新館高等学校の前
身である上山農業高等学校の生徒が“か
かし”を田んぼに飾り、競い合ったことが
きっかけで始まった“かかし祭”は、上山市
の文化として受け継がれています。
昨年に引き続き、9日間の“かかし”展示
と、歌人・斎藤茂吉のふるさとで育つ子供
たちの短歌をご鑑賞ください。
※物販、ステージイベント等の催しは行い
ません。

上山市民公園（上
山市役所東側）

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

農大市場 9/14(水) 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

余目まつり
9/14（水）                   　
～9/16（金）

庄内町
9/15の大名行列では、奴振りなどが「エイ
ト―、マカッショ」という掛け声とともに通り
を練り歩きます。

余目八幡神社とそ
の周辺

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

源流の森　大人の源
流塾　三島手の飯碗
作り

9/16（金） 飯豊町
粘土の生地にくぼみをつけて文様を表す
「三島手」という技法でお茶碗を作成しま
す。

源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

9/14（水）　　　　　    　　
～9/18（日）

寒河江まつり

寒河江八幡宮の例大祭として歴史と伝統
のある「寒河江まつり」が開催されます。
毎年9月15日を中心に寒河江八幡宮社殿
での厳かな神事をはじめ、山形県の無形
民俗文化財に指定されている勇壮な行事
「寒河江八幡宮流鏑馬」や寒河江八幡宮
奴保存会による行列が練り歩く「奴町巡
り」、小気味いい演奏で市街地を盛り上げ
る「臥龍太鼓町巡り」などが行われます。　
17日（土）は、「やきとりバル2022復活祭」
を開催します。駅前で寒河江の食文化の
１つ”やきとり"を満喫しよう！（チケットは
前売制です）。その他、ふるさと芸能まつ
り、パフォーマンスショー、やきとり音楽
祭、神輿ウォッチング、お祭り出店広場、
露店市を行います。　　　　　　　　　　　　　　　
　最終日の18日（日）には、東北屈指の規
模を誇る神輿祭り「第40回神輿の祭典」で
神輿渡御が3年ぶりに行われ、渡御終了
後には記念花火の打ち上げがあります
（今回は新型コロナウイルス感染症対策と
して規模を縮小して実施します）。

ＪＲ寒河江駅前・寒
河江八幡宮・境内
他・市内各所

寒河江市さくらん
ぼ観光課　　　　　　
☎0237-85-1682　　
　　　　　　　　　　　
例大祭については
寒河江八幡宮へ
お問合せください。　
☎0237-86-6258

寒河江市
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

飯豊少年自然の家　　
家族のふれあい事業　
家族でチャレンジ！

9/17（土） 飯豊町
家族でおいしい芋煮づくりや、里山での謎
解き体験をおこないます。

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

グッド・ウッドフェスティ
バル2022
第129回森の遊学塾

9/17（土）
9/18（日）
9/19（月・祝）

金山町
オカリナコンサート、ぶどう皮のペンダント
づくり、森の灯りづくりなどが実施されま
す。

遊学の森
遊学の森
☎0233-64-3305

[酒井家庄内入部400
年記念事業]
記念講演会と薔薇の
植樹式

9/17（土） 鶴岡市

酒井家庄内入部400年を記念し、昨年、開
湯1200年を迎えたあつみ温泉で、記念講
演会や薔薇の植樹式を行います。
【記念講演会】
時間：午前10時～午後12時
会場：温海温泉林業センター
講師：酒井家18代当主　酒井　忠久氏
　あつみ観光協会　会長　若松　邦彦氏
【薔薇の植樹式】
時間：午後1時～午後2時30分
場所：あつみ温泉ばら園

あつみ温泉地内
温海庁舎産業建
設課
☎0235-43-4617

あつみ温泉お湯輿ま
つり

9/17（土） 鶴岡市

酒井家庄内入部400年を記念し、昨年、開
湯1200年を迎えたあつみ温泉で、「あつみ
温泉お湯輿まつり」を開催します。
【お湯輿まつり】
時間：午後2時30分～午後6時30分
場所：あつみ温泉朝市広場及びあんべ湯
周辺
内容：巫女舞及び獅子舞、打上げ花火、
キッチンカー、竹あかりライトアップ等（竹
あかりライトアップは18日（日）も開催。午
後6時～午後9時まで）

あつみ温泉地内
あつみ温泉魅力づ
くり推進委員会
☎0235-43-2024

第45回白鷹鮎まつり
9/17（土）                   
～9/25（日）

白鷹町

例年開催している「白鷹鮎まつり」を、今
年も感染対策を図りながら、ロングランで
開催いたします。白鷹秋の味覚“鮎”を是
非ご賞味ください。

白鷹ヤナ公園
（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

道の駅あつみ「しゃり
ん」
紅エビフェア

9/17（土）　　　　　　 　　　
～9/19（月・祝）

鶴岡市
※調整中
時間：午前10時～午後3時

道の駅あつみ「しゃ
りん」

道の駅あつみ
「しゃりん」
☎0235-44-3211

9/17（土）　　　　　　　　 　
～9/19（月・祝）

六十里越街道　歴史
旅
～　『ゆどの詣で』全
行程を歩く～

松根～田麦俣～湯
殿山～西川町志津

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

六十里越街道を歩きませんか。（3日間通
して参加の方を優先します）
＊コース
1日目：松根～注連寺・大日坊（拝観）～田
麦俣　終了予定午後5時
2日目：田麦俣～蟻腰坂～湯殿山奥の院
特別祈祷 　終了予定午後5時
3日目：湯殿山有料道路料金所前～大岫
峠～志津温泉　終了予定午後4時
＊集合（3日間共通）　月山あさひ博物村
大駐車場　午前8時　
＊持ち物：昼食・飲み物・雨具(3日間共
通)・着替え(3日目のみ)
＊料金
1日目：3,000円（即身仏拝観料・おいずり
セット・ガイド料・保険料等）　
2日目：3,800円（湯殿山神社祈祷料・ｼｬﾄﾙ
ﾊﾞｽ代・ガイド料・保険料等）
3日目：2,300円（入浴料・お茶代・ガイド料
保険料等）
＊定員：先着25名（9/9締め切り）　
＊申込先：あさひむら観光協会

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

観光くり園オープン 9/17（土）～10月中旬 鶴岡市

＊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
（そば処大梵字裏
手）

そば処大梵字
☎0235-53-3413

蔵王ペンション村オー
プンガーデン
山の秋の庭

9/17（土）                   
～10/10（月・祝）

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

谷地どんがまつり
9/17(土)           　　     
～9/19(月・祝)

河北町
規模を縮小して開催します。また、谷地八
幡宮境内ではテイクアウトで露店も出店し
ます。

河北町内及び谷地
八幡宮

谷地どんがまつり
実行委員会事務
局
☎0237-72-3787

めざみ祭収穫祭
9/17(土)            　　　　
～9/19(月・祝)

飯豊町
秋の収穫祭第一弾です。採れたての食材
や見どころ満載のイベントでお待ちしてい
ます。

めざみの里観光物
産館

めざみの里観光物
産館　　　　　　　　　
☎0238-86-3939

県民の森　秋の森あ
そび

9/18（日） 山辺町 葉っぱや枝、木の実を使って遊びます。 県民の森
県民の森　
☎023-666-2116

大江の秋まつり 9/18（日） 大江町
町内八幡神社の例大祭に合せて開催ト。
ＪＲ左沢駅前にてパレードが行われます。
駅前マルシェも開催予定！

大江町ＪＲ左沢駅
前

大江町観光物産
協会　　　　　　　　　
☎0237-62-2139

山形まるごと市(西蔵
王会場)

9/18(日）　　　　　　　　　　
9/19(月・祝）

山形市
様々な山野草が並びます。とうもろこしな
どの地元の野菜や、山形名物玉こんもお
楽しみいただけます。

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

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

9/18(日)
10/16(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

第34回
日本一の芋煮会フェ
スティバル

9/18(日) 山形市

山形名物の芋煮を直径6.5mの大鍋で約3
万食分作ります。里芋、牛肉、こんにゃく、
ねぎ、味つけ醤油、日本酒など、地元産の
食材にこだわったおいしさもスケールもま
さに日本一の芋煮会です。

馬見ヶ崎川河川敷
(双月橋付近)

日本一の芋煮会
フェスティバル協
議会事務局
☎023-622-0141

上山秋祭り 9/18（日） 上山市

三社神輿渡御行列（14：00～16：00予
定）、第44回ふるさと秋祭り「踊り山車」
（16：40～21：00予定）を開催します。
ぜひ沿道からご覧ください。

上山市内

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

羽州街道楢下宿
古民家カフェ＆リヤ
カー市

9/18（日）
10/16（日）

上山市

羽州街道の宿場町・楢下宿にある古民家
が、期間限定のカフェになります！昔懐か
しい茅葺屋根と囲炉裏のある古民家で、
ごゆっくりお寛ぎください。
リヤカー市も同時開催！季節の野菜や手
作り品を販売します。11：00～14：00予定

＜メニュー＞
ばあちゃん特製　季節の野菜入り　楢下
宿カレー＆プチケーキ・コーヒーセット（限
定30食）　ほか予定

楢下宿　大黒屋

（一社）上山市観
光物産協会　　　　　
☎023-672-0839
営業時間：9時～
17時
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第13回元祖芋煮会㏌
中山

9/19（月・祝） 中山町

芋煮会発祥の地で、3年ぶりとなる元祖芋
煮会㏌中山を開催します。新作レトルト芋
棒煮の振舞や、大抽選会など楽しみ満
載！芋煮スターターセットや売店での芋煮
販売などもあります。

中山町
ひまわり温泉ゆ・
ら・ら　交流広場周
辺

中山町観光協会
☎023-662-2114

中山すももウォーキン
グ

9/19（月・祝） 中山町

「すももの里」中山町で「第1回中山すもも
ウォーキング」を開催します。
チェックポイントでの町内産フルーツの提
供や参加者全員にすもも「秋姫」のプレゼ
ントなど、スポーツとフルーツの町の魅力
を詰めこんだイベントです。

中山町内
中山すももウォー
キング実行委員会
☎023-662-2235

県民の森　クラフト教
室

9/19（月・祝） 山辺町 万華鏡、メッセージボードを作成します。 県民の森
県民の森　
☎023-666-2116

夕鶴の里
子どもまつり

9/22(木） 南陽市
東北文教大学の学生による人形劇等を行
います。対象者は幼児から小学校低学年
までになります。

夕鶴の里
夕鶴の里
☎0238-47-5800

道の駅あつみ「しゃり
ん」
早秋旬菜まつり

9/23（金・祝）　　　　　　　
～9/25（日）

鶴岡市
旬の山菜の販売を行います。
時間：午前10時～午後4時

道の駅あつみ「しゃ
りん」

道の駅あつみ
「しゃりん」
☎0235-44-3211

ふれあいマルシェin
ファミリーマートプラス
全農ふれあい広場も
とさわ店

9/23(金・祝) 山形市
障がい者施設の商品を、施設の利用者及
び職員が販売します。10時～14時

ファミリーマートプラ
ス全農ふれあい広
場もとさわ店駐車
場

障がい福祉課
障がい者活躍・
賃金向上推進室
鈴木
☎023-630-3303

「日本一美酒県　山
形」フェア

9/23（金・祝）             
9/24(土）

山形市

国内外から高い評価を受けている山形の
日本酒やワインなどの試飲・販売や、自慢
の美食が一堂に会し、山形の魅力をたっ
ぷりとご堪能いただけるイベントです。

やまぎん県民ホー
ル前特設会場

「日本一美酒県　
山形」フェア実行
委員会
☎023-641-4050

ブナの森温身平　ミニ
ツアー

9/23(金・祝） 　　　　　　　
～9/25(日)　　　　　　　　
10月日曜・祝日

小国町

アテンダントが温身平を案内します。歩き
やすい遊歩道は、子どもや体力に自信が
ない方でもお楽しみいただけます。所要時
間：1時間程度

温身平
小国町観光協会　　
☎0238-62-5130

鳥海山草紅葉トレッキ
ング

9/24（土） 遊佐町 鉾立～御浜～御田ヶ原～鳥海湖～鉾立
集合・解散/JR遊
佐駅または遊楽里

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

第9回なせばなる秋ま
つり

9/24（土）　　　　　　　　　
9/25（日）

米沢市

上杉鷹山の時代から受け継がれている米
沢の文化に気軽に触れることができます。
江戸時代の米沢で実際に行われていた
無人販売「棒杭市」のほか、米沢牛をふん
だんに使用した丼や米沢風芋煮等地元の
美味しいものが集結する「米沢どん丼まつ
り・交流物産展」も必見です。

松が岬公園・伝国
の杜周辺

なせばなる秋まつ
り実行委員会
☎0238-22-9607

ブナの森リトリートツ
アー

9/24(土)・9/28(水)       
10/22(土)・10/26(水)

小国町

リラックス効果、ストレスホルモン減少な
ど、森林浴の効果が科学的に認められた
癒やしの森で、森林浴をお楽しみいただ
けます。

温身平

一般社団法人　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

ペンションスイス

Live Garden at 
pension-swiss

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

ツールドみちのくおと
ぎ街道グル麺ライド
2022

9/25(日） 高畠町

白石市、七ヶ宿町、南陽市と高畠町の2市
2町の国道113号線を舞台にした約110㎞
のコースを自転車で駆け抜けます。景色
やエイドステーションで提供される旬の果
物やご当地麺を楽しみながらのロングライ
ド。

スタート・ゴール地
点
文化ホールまほら

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

ツール・ド・みちのくお
とぎ街道
グル麺ライド2022

9/25(日)

南陽市
高畠町
七ヶ宿町
白石市

山形県から宮城県の4市町をサイクリング
で巡り、ご当地麺を食べ尽くす、麺をテー
マにしたグルメロングライドイベントです。

南陽市
高畠町
七ヶ宿町
白石市

ツール・ド・みちの
くおとぎ街道実行
委員会
☎0238-52-4482

源流の森　森林の創
業感謝祭

9/25(日) 飯豊町
森のコンサート、大抽選会などが実施され
ます。

源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

TOUR de 347 9/25(日)

宮城県加
美町・尾花
沢市・大石
田町

新緑の田園風景が広がる緑豊かな自然と
里山の風景を楽しみながら、地元の味覚
も味わうことができます。

宮城県加美町
やくらいウォーター
パーク

加美町観光まちづ
くり協会
☎0229-25-7550

農楽市の朝市
9/25(日)
10/30(日)

戸沢村

旬の野菜や最上伝承野菜の最上赤ニン
ニク、エゴマ油などの加工品等を販売いた
します。
※500円以上お買い上げで福引できます。
先着50名様まで。ハズレなし。
会場：とざわ農楽市
時間：9時～12時（無くなり次第終了）

戸沢村とざわ農楽
市

とざわ農楽市
☎0233-72-2242

産直あさひ・グー
きのこまつり

9/25（日）～10/23（日）
までの土曜・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、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

ちいさくうねる市
9/25（日）
10/29（日）

最上町

赤倉温泉に今年の4月に誕生したune（う
ね）には、温泉に滞在しながら仕事ができ
るコワーキングスペースや、喫茶、木製の
おもちゃを揃えた「こどもの遊び場」があり
ます。毎月第4日曜日には小さなマルシェ
も開催中です(10月のみ29日（土）に開
催）。

赤倉温泉une
(旧お湯トピアもが
み）

une  (山崎）
☎080-3256-1134

第34回真室川音頭全
国大会

9/25（日） 真室川町
第34回真室川音頭全国大会が開催され
ます。全国的に親しまれている民謡「真室
川音頭」をお楽しみいただけます。

真室川町中央公民
館大ホール

真室川音頭全国
大会事務局
☎0233-62-2050

県民の森　大人の遠
足　秋山歩

10/1(土) 山辺町 秋の県民の森を散策します。 県民の森
県民の森　
☎023-666-2116
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

そばの里まつり 10/1(土)
村山市・尾
花沢市・大
石田町

3種類の玄そば「でわかおり」「最上早生」
「来迎寺在来」を一挙に味わうことができ
ます。

尾花沢市役所西側
駐車場特設会場

おくのほそ道最上
川そば三街道事
務局（尾花沢市商
工観光課）
☎0237-22-1111

寒河江市市民文化会
館自主事業文化公演
「能舞音楽劇『義経
記』」

10/1(土) 寒河江市

デーモン閣下監修による脚本・朗読・歌、
上妻宏光さんの書き下ろし楽曲と演奏、
山井綱雄さんの独自の能舞を一体的に鑑
賞できるものです。

寒河江市市民文化
会館

寒河江市生涯学
習課文化センター
事業管理係
☎0237-86-5111

源流の森　第117回森
林の学校

10/1（土）　　　　　　　　　
10/2（日）

飯豊町 紅葉の森の中を散策します。 源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

2022スカイフェスティ
バルＩＮ南陽

10/1(土)
10/2(日)

南陽市
パラグライダーが次々とテイクオフし、着
陸精度を競い合う「アキュラシー競技」を
開催します。

南陽スカイパーク

2022スカイフェス
ティバルＩＮ南陽実
行委員会
☎0238-40-2149

MOGAMIマルシェ
10/1（土）
10/2（日）

山形市

きのこや最上伝承野菜をはじめとした旬
の食材や加工品など、最上地域のおいし
いものが盛りだくさん！
箸づくり体験や木工クラフトなどの体験
コーナーもあります。もがみの秋をまるご
と“あがらしゃれ”
お楽しみ抽選会もおこないます。
時間：午前11時～午後４時

やまぎん県民ホー
ル前イベント広場

最上地域観光協
議会事務局
☎0233-29-1311

肘折温泉　秋の味覚
市

10/1(土) 大蔵村
原木なめこ等を使用した肘折特製の「きの
こ汁」や秋の味覚を取り入れた惣菜が販
売されます。　午前11時～午後1時30分

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

地と知と遅「ロシア文
学と井上ひさし」

10/1(土) 川西町

ロシア文学ってハードルが高い？日本の
小説や文化とどう違うの？雑談を交えな
がら、今だからこそいっしょにロシア文学
を読んでみませんか。シリーズ第3回目。

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

10/2（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。
　・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

眺海の森　第4回森林
教室

10/2（日） 酒田市
木の実探し、写真立て作りが実施されま
す。

眺海の森
眺海の森
☎0234-62-3323

第9回山形まるごとマ
ラソン

10/2(日) 山形市

城下町の風情が残る山形市中心部をまる
ごと楽しんでもらおうと、2013年に始まっ
て、今回9回目。ハーフマラソンコース、
3kmコースがあります。

山形市内

山形まるごとマラ
ソン大会実行委員
会事務局
☎023-615-1182

子ども演劇定期公演 10/2(日) 川西町

子ども演劇教室は、演劇に親しむことで表
現する大切さを学んでいます。町内外から
参加している小中学生のメンバーが精一
杯演技を披露します。

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

しょうない秋まつり
2022

10/2(日) 庄内町
町内の「農」「商」「工」をまるごと楽しめる
秋の大収穫感謝祭です。ご家族みなさん
で楽しめるイベントが目白押しです。

庄内町総合体育館
周辺

庄内町観光協会
☎0234-42-2922
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ギャラリー展「日々の
書・雪のさと」

10/5(水)                    
～11/27（日）

新庄市
色紙や短冊、はがきなどに「雪」をテーマ
とした言葉を書き留めた楽書の展示です。

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

ふれあいマルシェinセ
ブン-イレブン山形櫛
引バイパス店

10/7(金) 鶴岡市
障がい者施設の商品を、施設の利用者及
び職員が販売します。10時～14時

セブン-イレブン山
形櫛引バイパス店
駐車場

障がい福祉課
障がい者活躍・
賃金向上推進室
鈴木
☎023-630-3303

源流の森　大人の源
流塾　山ぶどうのアク
セサリー作り

10/7（金）　　　　　　　　　
10/21（金）

飯豊町
山ぶどうの蔓を編み上げて、小物（アクセ
サリー）を作ります。

源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

第110回南陽の菊まつ
り

10/7（金）
～11/6（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10/7(金)～10/16(日)
・花公園会場10/17(月)～11/6(日)

宮内会場（熊野大
社周辺）、花公園会
場（南陽市中央花
公園）

南陽市菊まつり実
行委員会
☎0238-40-8295

街なか賑わいフェス
ティバル2022

10/8(土) 山形市

山形市中心市街地全体で賑わいを創出
するイベントです。歩行者天国になった大
通りで、各団体が様々なイベントを開催し
ます。

山形市本町大通り
から七日町大通り
ほか

街なか賑わい推進
委員会(山形市都
市振興公社内)
☎023-631-0831

酒井家庄内入部400
年記念式典

10/8（土） 鶴岡市

酒井家庄内入部400年を記念して、庄内を
次の100年につなげる記念式典を開催。
第１部
🔸黒川能の上演
🔸記念式典
🔸小・中学生歴史文化研究コンクール表
彰式
🔸記念講演　講師：本郷和人氏
第２部
🔸記念座談会「未来に歴史と文化をつな
ぐために」
・開式14：30
・参加料無料（要申込）

荘銀タクト
鶴岡大ホール

酒井家庄内入部
400年記念事業実
行委員会事務局
☎0235-25-2111
（内線525,526）
FAX：0235-25-
2990

秋の収穫祭
10/8(土)　　　　　　　　　　
10/9(日)　　　　　　　　　　
10/10(月・祝)

小国町
旬のきのこや採れたての農産物などが並
ぶびます。

道の駅　白い森お
ぐに

白い森よこね物産
品直売所　　　　　　
☎0238-62-3719

た～んとほおバルフェ
スタ
inひがしね 2022

10/8（土）
10/9（日）

東根市

ここ数年は中止となっていましたが、今年
は感染症対策を講じながら3年ぶりに開催
します。県内外の食が集結するグルメイベ
ントで、購入者限定の抽選会も実施予定
です。

東根市役所敷地内

た～んとほおバル
フェスタ実行委員
会
☎0237-41-1200

尾花沢もっとまるだし
未来まつり

10/8(土)　　　　　　　　　　
10/9（日）

尾花沢市
商工業者と市民・消費者のふれあいの場
です。企業PRと地域活性化を図ります。

尾花沢市文化体育
施設サルナート

尾花沢もっとまる
だし未来まつり実
行委員会（尾花沢
市商工会）
☎0237-22-0128

めざみ祭収穫祭
10/8(土)　　　　　　　　　　
～10/10(月・祝)

飯豊町
秋の収穫祭第二弾です。採れたての食材
や見どころ満載のイベントでお待ちしてい
ます。

めざみの里観光物
産館

めざみの里観光物
産館　　　　　　　　　
☎0238-86-3939

酒井家庄内入部四百
年記念荘内大祭

10/9（日） 鶴岡市

酒井家参勤交代の大名行列を、子どもか
ら大人まで総勢約500名で練り歩きます。
10:00　御旅所祭
11:00　荘内藩伝承大名行列・四百年記念
祝賀行列 出発

鶴岡公園、市街地
中心部

荘内大祭奉行所
（荘内神社社務所
内）
☎0235-22-8100
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

月山龍神マラソン 10/9(日） 庄内町

地域住民とのふれあいを大切に、日本百
名山「月山」と平成の名水百選「立谷沢川
流域」の自然を満喫し、日本遺産の出羽
三山、歴史の里清川で歴史文化を体感
し、名水の恵みを受けた「日本一おいしい
米の里」庄内の秋の味覚を楽しんでもらえ
るマラソン大会です。

清川地区～立谷沢
地区

月山龍神マラソン
事務局（庄内町観
光協会）
☎0234-42-2922

プラザ寄席vol.38「春
風亭一之輔独演会」

10/9(日) 川西町
春風亭一之輔師匠が2年ぶりにフレンド
リープラザの舞台に戻ってきます。プラザ
のホールで師匠の落語をご堪能下さい。

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

金山町産業まつり 10/9(日) 金山町 豊かな自然で金山の味覚を味わおう！
グリーンバレー神
室

金山町役場産業
課　　　　　　　　　　
☎0233-52-2111

プラザの座楽vol.15「ミ
ステリー、そしてハー
ドボイルドの誘惑」

10/10(月・祝) 川西町

南陽市出身の作家 深町秋生による、小
説と映画の危ない話。『ヘルドックス 地獄
の犬たち』が映画化、岡田准一主演で今
秋公開予定。聞き手はフリーランスシネマ
パーソナリティ 荒井幸博。

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

オペラ「愛の妙薬」 10/10(月・祝) 川西町

舞台は新宿歌舞伎町。危ない街に怪しい
奴らがやってくる。
有名なイタリア・オペラが新台本で現代日
本に蘇ります。

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

第61回山形県交通安
全県民大会

10/13（木） 山形市

本大会は、今年で61回目を迎える歴史あ
る大会で、交通事故の防止、交通安全思
想の普及及び交通安全意識の高揚を図
ることを目的として、交通安全功労者の表
彰等を行います。

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
☎023-630-2460

佐藤政養祭 10/14(金) 遊佐町
鉄道の生みの親、佐藤政養に感謝の気
持ちをささげる祭りです。

JR吹浦駅
遊佐町役場企画
課企画係
☎0234-72-4523

ふれあいマルシェinセ
ブン-イレブン山形十
日町４丁目店

10/14(金) 山形市
障がい者施設の商品を、施設の利用者及
び職員が販売します。10時～14時

セブン-イレブン山
形十日町4丁目店
駐車場

障がい福祉課
障がい者活躍・
賃金向上推進室
鈴木
☎023-630-3303

第28回 黒川 蠟燭能 10/15（土） 鶴岡市
蠟燭能は、ろうそくの灯がゆらめく幻想的
な空間で上演される黒川能です。

春日神社拝殿
黒川蠟燭能実行
委員会 　　　　　　   
☎0235‐57‐5310

しょうない秋まつり（庄内町） 荘内大祭（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

おいでマルシェ 10/15（土） 飯豊町

若い世代からファミリー層までのんびりと
楽しめるマルシェです。物販やワーク
ショップも行いますので、ぜひ飯豊町にお
いでください。

どんでん平ゆり園
(一社)飯豊町観光
協会
☎0238-86-2411

クラシックカーレビュー
2022　IN　高畠

10/16（日） 高畠町

全国からクラシックカーが高畠町に集結し
ます。今年は新型コロナウイルス感染症
対策のため入場券販売のみとなります。
クラシックカーの展示や高畠小学校鼓笛
隊・ジャズ演奏などの催しも予定していま
す。

会場
高畠町中心商店街

高畠町商工会
☎0238-52-0576

令和4年やまがた環境
展

10/15(土)
10/16(日)

山形市

循環型社会の形成及びカーボンニュート
ラルの実現をめざし、多数のブースによる
展示など環境について楽しく学べる企画
満載で開催します。

山形国際交流プラ
ザ(山形ビッグウイ
ング)

やまがた環境展実
行委員会
☎023-630-2302

第70回山形県農林水
産祭「山形県林業まつ
り」「秋の食彩まつり」

10/15（土）
10/16（日）

天童市
山形のおいしい食べ物や加工品、木工
品の販売のほか、木工体験など楽しさ
満載でお待ちしております。

山形県総合運動公
園特設駐車場

山形県林業まつ
り実行委員会
☎023-666-4800
山形県農林水産
祭実施協議会
☎023-630-3085

長井マラソン2022 10/16(日) 長井市

長井マラソンは山形県内唯一のフルマラ
ソン大会です。フルマラソン、ハーフマラソ
ンの2種目からコースを選択し、雄大な飯
豊・朝日連峰の山並みを望みながら、田
園地帯等を走り抜けます。事前の申し込
みや詳細は長井マラソン2022公式サイト
をご覧ください。

長井市置賜生涯学
習プラザ
光洋精機アスリート
フィールド長井（長
井市陸上競技場）

長井マラソン大会
実行委員会事務
局（長井市健康ス
ポーツ課スポーツ
推進室内）
☎0238-82-8009

摩耶山閉山祭　秋の
登山会

10/16(日) 鶴岡市 紅葉の摩耶山をお楽しみください。
越沢　「まやのやか
た」集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

尾花沢新そばまつり 10/16(日) 尾花沢市
原種最上早生を使用した「尾花沢そば」の
新そばを味わうことができます。

尾花沢市役所西側
駐車場特設会場

尾花沢新そばまつ
り実行委員会事務
局（尾花沢市商工
観光課）
☎0237-22-1111

いもこ列車一般公開
日

10/16(日) 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。13：00～15：00

河北中央公園
河北町都市整備
課　　　　　　　　　
☎0237-73-2114

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

10/18までの毎週火曜
日（除外日あり）

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

山形県戦没者追悼式 10/19（水） 南陽市
先の大戦における戦没者に対し、追悼の
誠を捧げるとともに、恒久平和を祈念する
ため毎年開催

シェルターなんよう
ホール

山形県健康福祉
部地域福祉推進
課
☎023-630-2242

第10回全国「道の駅」
シンポジウムinいいで

10/21(金) 飯豊町

地方創生の拠点として「道の駅」が新たな
活動や資的向上への取り組みを一層推
進する契機となることを目的として、シン
ポジウムを開催します。

飯豊町民総合セン
ター「あ～す」

一般社団法人全
国道の駅連絡会
事務局
☎03-5621-3188
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第22回真室川町大収
穫祭

10/22（土） 真室川町
3年ぶりの開催となります。地域の特産品
の販売が行われます。

真室川町中央公民
館大ホール

真室川町認定農
業者連絡協議会
事務局
☎0233-62-2052

関川しな織まつり
10/22（土）　　　　　　　　　
～10/23（日）

鶴岡市 ※調整中
関川しな織セン
ター周辺

関川しな織セン
ター
☎0235-47-2502

映画上映「梅切らぬバ
カ」

10/23(日) 川西町

大きな梅の木に見守られ、母と息子は今
日も生きる。ゆっくりと、丁寧に。人と人と
がつながり、共に生きることの歓びを描く。
出演：加賀まりこ　塚地武雅 他

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

温海嶽閉山祭
紅葉のブナの森登山
会

10/23(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。※詳細調整中

温海温泉熊野神社
拝殿前集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

第87回西川菊まつり
10/25（火）　　　　　　　　　
～11/8（火）

西川町
今年で87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

源流の森　炭焼き楽
校

10/27（木）             　   
～10/30（日）

飯豊町
地域に伝わる伝統の手法で、白炭作りを
学びます。

源流の森
源流の森
☎0238-77-2077

秋の恵み感謝祭！
第130回森の遊学塾

10/29（土）
10/30（日）

金山町 秋の森を散策します。 遊学の森
遊学の森
☎0233-64-3305

鼠ヶ関　とれたて！お
魚市「エビ・カニまつ
り」

10/29（土） 鶴岡市 ※調整中
鼠ヶ関港
山形県漁協念珠関
支所市場内

鼠ヶ関地域協議会
「蓬莱塾」（鼠ヶ関
自治会内）
☎0235-44-2112

越沢新そばまつり
10/29（土）　　　  　　　　　
10/30（日）

鶴岡市 ※調整中
越沢「まやのやか
た」

まやのやかた
☎0235-47-2430

出羽街道路乃茶屋
「キラリ」紅葉まつり

10/29（土）　　　　　　  　　
10/30（日）

鶴岡市 旬の山の幸を販売します。
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

めざみ祭収穫祭
10/29(土)　　　　　　  　　
～11/3(木・祝)

飯豊町
秋の収穫祭第三弾の大収穫祭です。採れ
たての食材や見どころ満載のイベントでお
待ちしています。

めざみの里観光物
産館

めざみの里観光物
産館　　　　　　　　　
☎0238-86-3939

ゆきさとオーガニック
マルシェ

10/30(日） 新庄市

農薬不使用・化学肥料不使用で作られた
野菜やお米、長く使いたいと思える手しご
と品などが並ぶ、地球にやさしいマルシェ
です。
時間：10：00～15：00
主催：雪調の会

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

第64回奥の細道羽黒
山全国俳句大会(本大
会)

10/30(日) 鶴岡市

芭蕉ゆかりの聖地　出羽三山に伊藤伊那
男先生をお迎えし俳句大会を開催しま
す。

時間：10時開会(受付：8時30分～)
場所：いでは文化記念館
会費：2,000円(投句料・昼食)
選者：伊藤伊那男先生

いでは文化記念館

「奥の細道」羽黒
山全国俳句大会
実行委員会事務
局　(出羽三山神
社内)
☎0235-62-2355

TAKAHATA 
ILLUMINATION2022 
秋ver.

10月上旬 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。

まほろば古の里歴
史公園

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482
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秋まつり 10月下旬 小国町 秋の味覚をたっぷりお届けします。
道の駅　白い森お
ぐに

道の駅四季のイベ
ント実行委員会　　　
☎0238-62-2416

鮭のつかみどり大会 10月下旬 遊佐町 詳細未定 月光川
遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

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

山形まるごと市(高瀬
第1会場)

通年開催 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、果物、手作りのお菓
子、漬物を常時用意しています。

産地直売所　たか
せ

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

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

缶バッジプロジェクト 随時 鶴岡市

100円以上の募金で缶バッジ1個プレゼン
トします。そしてその寄付でいただいたお
金（100円）でLED電球１個増える！みんな
で県内Ｎｏ．1の人気スポットにしていこ
う！というプロジェクトです。
昨年県内最大の16万球のイルミネーショ
ンスポットになったばかりですが、経年劣
化が激しく、また昨年の大雪でかなりのダ
メージを受け、現時点で今年度も点灯可
能な電球は135,000球のみとなっています
のでぜひご協力をお願いします。

缶バッジ募金箱設
置場所：鶴岡市藤
島庁舎、フレンズ
ショップタムラ

藤島庁舎総務企
画課　　　　　　　　   
☎0235-64-5813

長井マラソン大会（長井市） TAKAHATA ILLUMINATION （高畠町）
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