
●観光キャンペーン

新潟県・庄内エリアデ
スティネーションキャン
ペーン

10/1(火)
～12/31（火）

●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

寒河江市総合文化祭
10/13（日）
～12/8（日）

寒河江市

市内の20団体の参加による詩吟・祝謡・
日本舞踊・民謡・伝統気能・合唱等の幅広
い内容が披露されます。
また、会場内では、生花・盆栽・短歌をは
じめ、書道・絵画・篆刻等の作品を展示し
ております。
さらに、後援事業として期間内の日曜日
に、吟詠大会・寒河江混声合唱団定期演
奏会・謡曲発表会・寒河江「童謡をうたうさ
くらの会」クリスマスチャリティーコンサート
が開催されます。
どうぞ皆さん、文化香る寒河江の総合文
化祭にご参加ください！

・寒河江市市民文
化会館
・寒河江市文化セ
ンター
・寒河江市ハートフ
ルセンター
・寒河江市美術館
吉本旅館

寒河江市文化セン
ター
☎0237-86-5111

第39回みちのくこけし
まつり

11/30（土)
12/1（日)

山形市

日本全国から「伝統こけし」や「木地玩具」
を一堂に集め、第39回みちのくこけしまつ
りを開催。日本三大こけしコンクールの一
つで、受賞作品の展示をはじめ、伝統こけ
しと木地玩具を集めての展示や販売、工
人よる実演を行います。

山形ビッグウイング

みちのくこけし協会
（山形市山形ブランド
推進課内）
☎023-641-1212

第6回ビッグウイング
フェスティバル

11/30（土)
12/1（日)

山形市

「食」をテーマとした「村山広域7市7町うま
いものフェア」を開催します。
また、同じ会場において「山形市伝統的工
芸品まつり」と「みちのくこけしまつり」が併
催されます。

山形ビッグウイング
山形ビッグウイング
☎023-635-3100

ひがしねウィンター
フェスティバル

11/30（土）
～1/13（月）

東根市

今年はイルミネーションエリアを拡大し、さ
らに華やかな輝きが会場を包みます。メイ
ンとなる高さ7ｍのシンボリックツリーや、
LEDチューブによる光のアート、地元小学
生が作成したペットボトルランタンは必見
です。
ご家族やご友人などお誘いあわせの上、
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

遊佐町フードフェスタ
2019

12/1（日) 遊佐町
遊佐町のおいしいものが目白押しです。
希少なメジカ鮨のふるまいもあります！

パレス舞鶴
遊佐ブランド推進協
議会
☎0234-72-3966

令 和 元 年 11 月 29 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2019年12月･2020年1月イベントカレンダー

日本海美食旅（ガストロノミー）をメインキャッチフレーズとした大型観光キャンペーン。
両地域に共通する、豊かな「食」「酒」等の魅力を、歴史や伝統、暮らし、風土といった背景と併
せて伝える仕組みづくりを行います。

詳しくは、キャンペーン公式ホームページをご覧ください。
https://niigata-kankou.or.jp/2019dc/
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

保呂羽堂の年越し祭 12/4（水) 米沢市

氏子の若者たちが千本杵を持ち、ねり唄・
つき唄・あげ唄を唄いながら餅をついた
後、餅が振る舞われます。あげ唄とともに
つき上がった餅を天井高く突き上げるの
が特徴で、天井のススがついた餅ほど御
利益があるといわれています。

千眼寺保呂羽堂
千眼寺保呂羽堂
☎0238-37-3708

さがえ図書館まつり
2019

12/8（日) 寒河江市

リサイクル本プレゼント、リレーおはなし
会、ビブリオバトル（小学生の部・一般の
部）などが行われます。
◎時間：10時～

寒河江市立図書館
寒河江市立図書館
☎0237-86-1662

羽黒山松例祭
12/31（火)
1/1（水）

鶴岡市

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

出羽三山神社三神
合祭殿前
（羽黒山山頂）

出羽三山神社社務所
☎0235-62-2355

赤倉温泉お柴灯まつ
り

1/11（土） 最上町

「おさいとう」は、赤倉温泉の小正月の伝
統行事として古くから行われてきました。
毎年、厳冬の中下帯1枚の男衆が松明を
片手に雄叫びを上げながら、家内安全と
商売繁盛を祈願するため、赤倉地区を駆
け巡ります。赤倉温泉の冬の風物詩、と
言われるまでに育て上げた想いを大事に
引き継ぐ熱いお祭りです。18時開場、19時
点火

赤倉温泉「おくのほ
そ道」赤倉ゆけむり
館前

赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

たかはた冬まつり
わらじみこしまつり

1/12（日） 高畠町

旧二井宿街道に面した大日如来坐像の
前には長さ4ｍ、重さ400㎏を越す「大わら
じ」があり、雪の降る中、その「大わらじ」
のみこしを裸の若者がかついで町内を練
り歩き、健康祈願をする伝統行事です。道
路沿いから、町内の方々がバケツに入っ
た水をかつぎ手に思いっきりかけるシーン
は迫力満点です。

高畠町中心商店街
（一社）高畠町観光協
会
☎0238-57-3844

しゃりん寒鱈まつり 1/12（日） 鶴岡市

海が目の前の道の駅「あつみ」しゃりん
で、庄内浜の冬の味覚「寒鱈汁」が味わえ
ます。大鍋から熱々を提供し、日本海の
海の幸を存分に楽しめます。

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」しゃ
りん
☎0235-44-3211

東北の奇祭”やや祭
り” 1/12（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。

庄内町
千河原八幡神社

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

寒中挽き抜きそばま
つり

1/14（火） 天童市

江戸時代末期、天童織田藩の11代藩主
が特産品として将軍家に献上した「寒中挽
き抜きそば」をご賞味いただけます。完全
前売り制 (1,500円 )で、60分食べ放題で
す。

ほほえみの宿
滝の湯

天童商工会議所
☎023-654-3511

結城豊太郎記念館
ふるさとのひなまつり

1/15（水)
～3/22（日)

南陽市

「ふるさとのひなまつり」と題し、市内各地
で大切に受け継がれてきた雛人形をはじ
め、市内在住の作家によるひなまつりを
テーマにした作品を展示します。

結城豊太郎記念館
結城豊太郎記念館
☎0238-43-6802

ひがしねウィンターフェスティバル（東根市） 

                  
遊佐町フードフェスタ2019（遊佐町） 羽黒山松例祭（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

笹野観音十七堂祭 1/17（金) 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1日中賑わいま
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

新春キジ汁祭り 1/19（日) 鶴岡市

大鍋から立ち上がる湯気と香り、鶏肉より
歯ごたえがあり、それでいて他の肉よりや
わらかいキジ肉を味わうことができます。
当日は、つきたての振る舞い餅もありま
す。（予定）

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
駐車場

月山あさひ振興公社
☎0235-53-3411

ゆざ町鱈ふくまつり 1/19（日) 遊佐町

日本海の冬の荒波にもまれて充分に脂が
のった寒鱈とふぐを味噌味で煮込み、香り
豊かな岩海苔をトッピングして、この祭りで
しか味わえない究極の美味をお楽しみ下
さい。地元商店のバラエティに富んだ出店
や毎年変わるアトラクションも大好評で
す。

マルチドーム「ふれ
んどりぃ」

NPO法人遊佐鳥海観
光協会
☎0234-72-5666

日本海寒鱈まつり 1/19（日） 鶴岡市
厳寒の荒波にもまれ、脂ののった寒鱈を
味わう、鶴岡の冬の味覚「寒鱈汁」を味わ
うイベントです。

鶴岡銀座商店街特
設会場

鶴岡銀座商店街振興
組合
☎0235-22-2202

神室雪まつり 1/19（日) 金山町

純白のパウダースノーに覆われた神室ス
キー場で、ミニゲームや大抽選会を行い
ます。餅のふるまいほか、夜には打ち上
げ花火が雪面を彩り、幻想的な美しさで
す。

神室スキー場
グリーンバレー神室
管理センター
☎0233-52-2240

亀岡文殊星まつり 1/25（土） 高畠町

亀岡文殊で数百年続く伝統行事。その人
の生まれ星を拝んで悪運を吉運にし、善
い運は一層よくなるよう悪事災難を除いて
福徳を招くよう祈願する炎にお札を投げ込
む伝統行事です。

亀岡文殊
大聖寺
☎0238-52-0444

酒田日本海寒鱈まつ
り

1/25（土）
1/26（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

酒田商工会議所
☎0234-22-9311

酒の酒田の酒まつり
1/25（土）
1/26（日）

酒田市
酒田市・遊佐町の全9蔵が一堂に揃い、い
ち早く新酒などを楽しめるイベントです。酒
田日本海寒鱈まつりと同時開催。

中央公園
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

スキー場まつり  1/26（日） 朝日町

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

Ａｓａｈｉ自然観ス
ノーパーク中央広
場

Asahi自然観スノー
パーク
☎0237-83-7111

鶴岡音楽祭 1/26（日） 鶴岡市

名曲「雪の降る街を」が生まれた地・鶴岡
で行われる名物演奏会。
今年も豪華なゲスト陣を迎え、華やかにお
送りします。

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
☎0235-25-2111

赤倉温泉 お柴灯まつり（最上町） ゆざ町鱈ふくまつり（遊佐町） 
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●イベント
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、手作りのゆべ
し、漬物なども並びます。

産地直売所たかせ
山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

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～22時

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

やまがた満喫！収穫
日和(秋・冬)

10月～3月
村山地域
各市町

野菜などを、気軽に農園で収穫体験でき
ます。
参加者の皆様に、新鮮な野菜などの収穫
を体験していただくことや、収穫した作物
を美味しく味わってもらうことを通して、山
形の季節を肌で感じ、満喫していただける
企画となっています。
※参加農園などの詳細については、やま
がた広域観光協議会HP「山形県のほっぺ
tourism」をご確認ください。

村山地域の各農園
やまがた広域観光協
議会
☎023-621-8441

生誕150周年記念安
達峰一郎特別展

10/1(火)
～12/27（金)

山辺町

アジア人として初めて常設国際司法裁判
所所長となった安達峰一郎氏の生誕150
周年を記念し、講演会や紙芝居、演劇な
どの特別公演が行われます。

山辺町ふるさと資
料館

山辺町ふるさと資料
館
☎023-664-5033

第9回愛と義のまち
エッセイコンテスト作
品募集

10/1（火)
～2/21（金)

米沢市

「親切にされたちょっといい話」、「世のた
め人のため義を感じたエピソード」、「心に
残る米沢での体験談」のいずれかを題材
としたエッセイを募集します。受賞作品に
は米沢牛などの賞品を差し上げます。詳
しくは「米沢観光ナビ」ホームページを御
覧ください。

米沢市

米沢市観光キャン
ペーン推進協議会
（米沢市産業部観光
課内）
☎0238-22-5111

鶴岡冬まつり
ライトアップ

10/1（火）
～2/29（土）

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。致道博物館（旧西田川郡役
所）・致道館が幻想的にライトアップされま
す。
※12/31（火）は翌朝7時まで点灯

致道博物館・鶴岡公園

「雪の降るまちを」鶴
岡冬まつり実行委員
会
☎0235-25-2111

新そばキャンペーン
2019

11/1（金)
～12/31（火)

白鷹町

白鷹町内の店舗で新そばを食べて応募し
ていただくと抽選で白鷹の特産品の他、
各店「そば無料券」などが当たります。是
非、この機会に旬の新そばをご賞味下さ
い。

①千利庵
②熊屋
③のどか村
④宝思そば
⑤そばきり八寸
⑥釜の越桜茶屋
　(土・日のみ営業)

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

藤島イルミネーション
2019

11/3（日）
～1/13（月）

鶴岡市
庄内最大級約150,000個のの電球がおり
なす幻想の世界をお楽しみください。

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）
☎0235-64-5813

光のプロムナード
11/9（土）
～1/13(月）
16時～23時

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

山形市七日町大通
り

七日町商店街振興組
合
☎023-631-6368
URL:http://www.nan
okamachi.com/

絵本作家松田けんじ

が描く「ぼくの新庄祭

り」原画展

開催中

～1/20（月）
新庄市

松田けんじ氏の絵本「ちぇれんこやっさ
ぼくの新庄祭り」の原画全53点を展示しま
す。

新庄ふるさと歴史

センター　2F歴史

民俗資料展示室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188
開館時間：9時～16時
30分（16時最終入館）
休館日：火曜日、年
末年始（12/29～1/3）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

スワンスケートリンク
11/16（土）
～3/29（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
酒田市スポーツ振興
課施設係
☎0234-43-6658

やまがた百名山写真
展 in 庄内町

11/23（土）
～12/18（水)

庄内町
平成30年度「やまがた百名山」写真コンテ
ストの入賞作品を中心とした県内巡回写
真展です。

ギャラリー温泉　町
湯

県みどり自然課
☎023-630-3174

丸大扇屋の歴史と舟
運

11/26（火）
～12/28（土）

長井市
丸大扇屋に関する歴史や資料を、解説パ
ネルとともに紹介します。

旧丸大扇屋
(一財)文教の杜なが
い
☎0238-88-4151

空色・暮色（そらいろ・
くれいろ）ウォーキング

空色
集合9時50分／スタート
10時／終了12時

暮色
集合13時50分／スター
ト14時／終了16時

※12/29～1/3までお休
み。

上山市

クアオルト健康ウォーキングという健康に
気付きを与える話・体験ができるガイド付
きウォーキングです。
【12/28（土）まで】
新湯・湯町温泉街からほど近い3.1㎞の西
山コースを、専門ガイドがご案内します。
色づいた木漏れ日の森で深呼吸したり、
クヌギやミズナラのドングリを拾ったり、
とっておきの時間をお楽しみください。
服装は歩きやすい格好・靴がおススメ。約
2時間。
【1/4（土）～3/31（火）まで】
カラフルな照明でライトアップされた樹氷
は、一気に幻想的な雰囲気に！
ここでしか見られない神秘的な夜の樹氷
群をお楽しみください。
お帰りは温泉街近くまでお送りいたします
ので、お泊りのお客様も楽々＆安心です。

【12/28（土）まで】
かかし茶屋前集合

【1/4（土）～】
葉山温泉入口　店
舗「さんぽみち」前
集合

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839

わら細工作品展 12月～1月 新庄市

髙橋伸一氏（工房ストロー主宰）の作品を
展示します。
◎入館：無料
◎開館時間：9時～17時
休館日：毎週月曜日、年末年始（12/29
（日）～1/3（金））

雪の里情報館
1階雪国ギャラリー

雪の里情報館
☎0233-22-7891

そば打ち教室 12/1（日) 新庄市

柳の葉の形に切ったそば「柳ばっと」を鴨
の出汁でいただきます。
◎参加費：1,000円
◎講師：齋藤正昭氏(桧町そば道楽の会)
◎時間：10時～13時

新庄市民プラザ3
階創作実習室、調
理実習室

新庄市民プラザ

☎0233-22-4200

最上峡芭蕉ライン観
光こたつ舟

12/1（日）～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　10時50分　12時50分
14時50分
◎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
戸沢村古口86-1

最上峡芭蕉ライン観
光
☎0233-72-2001

天元台高原スキー場
開き

12/3（火）予定 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

蔵王温泉スキー場開
き

12/7(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。）

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第5回やまがた土産菓
子コンテスト
やまがた土産菓子グ
ランドチャンピオンコン
テスト試食会

12/7(土) 山形市

山形県産の農産物を使用した、「山形なら
では」の土産菓子が大集合し、エントリー
商品約50品目（一口サイズ）をご試食でき
ます。

山形国際ホテル
やまがた食産業クラ
スター協議会
☎023-679-5081

湯殿山スキー場開き 12/7(土) 鶴岡市
◎10時～　安全祈願祭
◎16時までリフト無料開放（滑走可能時）
◎ふるまい餅あり

ほほえみの宿
滝の湯

湯殿山スキー場
☎0235-54-6450

学業成就祈願法要 12/8(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。
◎時間：10時～11時
◎料金：3,000円

山寺・根本中堂
山寺観光協会
☎023-695-2816

ワークショップ

しめ飾り作り
12/8(日) 新庄市

講師に、工房ストロー主宰の髙橋伸一氏
を招き、ワークショップとして「しめ飾り」
（わら細工）作りを実践していきます。
◎時間　9時～12時
◎材料費　500円
◎持ち物　はさみ
◎定員　30名程
※12/5（木）までお申し込みください。

雪の里情報館

2階雪国文化ホー

ル

雪の里情報館

☎0233-22-7891

”年越しそば”打ち体
験

12/11(水)
12/15(日)

遊佐町
自分で”年越しそば”を打つための、そば
打ちを体験します。そば粉またはむきそば
のお土産付きです。

しらい自然館
鳥海山おもしろ自然
塾推進協議会
☎0234-72-2069

上山市内スキー場
オープン情報

蔵王ライザワールドス
キー場
12/13(金）予定

蔵王猿倉スキー場
12/20（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

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
【12/13(金）予定】
蔵王猿倉スキー場
【12/20（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

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①12/14（土）・15（日）、
1/4（土）･5（日）・18
（土）、
2/1（土）･2（日）・15
（土）･16（日）、3/1（日）
②シーズン中
③1/9～3/26までの毎
週木曜日
④1/12（日）・26（日）・
2/9（日）・23（日）
⑤3/8（日）･22（日）

山形市

①スキーこどもの日：小学生以下のお子
様に限り、ナイターにも使用できる全山共
通１日券通常2,500円→1,000円になりま
す。
②感謝の贈り物：リフトシニア券(60才以
上)購入者に200円コーヒー券をプレゼント
します。(シーズン券購入者を除く。）
③レディースデー：全山共通１日券通常
5,000円→4,000円になります。
④甘酒サービス：各会場先着100名に
熱々の甘酒を振舞います。11時～。
⑤玉こんサービス：各会場先着100名に
熱々の玉こんを振舞います。11時。

蔵王温泉スキー場
④、⑤上の台・パラ
ダイス・中森・横倉・
大森・黒姫の各ゲ
レンデ

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

かみのやま月結びツ
アー

12/14（土）
集合 17時50分
出発　18時
解散　21時頃

上山市

＜かみのやま温泉発着＞南陽市 熊野大
社の縁結び祈願祭『月結び』へご案内い
たします。
かみのやま温泉から、満月の夜に素敵な
恋旅に出かけませんか？
■旅行代金　大人1名　6,000円（税込）
※ジャンボタクシー乗車代、月結び参拝
料を含む。
・1名より受付（最少催行人員4名）
・当日15時まで申込OK
・大人（20歳）のみの限定コースです
・ジャンボタクシーは乗合となります

かみのやま温泉観
光案内所集合

（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

黒伏高原スノーパーク
「ジャングル・ジャング
ル」オープン

12/14(土) 東根市

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

黒伏高原スノー
パーク「ジャング
ル・ジャングル」

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

花笠高原スキー場
オープン

12/14(土) 尾花沢市

ナイター設備完備、花笠高原スキー場が
12/14(土)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）。

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・月山スノー
シューパークオープニ
ングイベント

12/14(土) 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。

西川町弓張平公園
パークプラザ

月山朝日観光協会
☎0237-74-4119

そば打ち体験教室 12/14(土) 新庄市

そば打ち体験・実食
10時～13時
◎参加費：1,000円（材料費込み）
◎持ち物：エプロン、手ぬぐい（タオル）
◎参加申込み：11/12（火）から受付け

わくわく新庄創作
実習室

わくわく新庄
☎0233-23-0197

山形県最上町赤倉温
泉スキー場開き

12/14（土）プレオープ
ン
12/21（土）フルオープ
ン

最上町

林の中の非圧雪ゾーンを滑ることができ
るツリーランエリアや上級者向けのコース
が充実。12/21(土)には本格的なシーズン
インを記念してリフト券が無料！！お得な
早割シーズン券も販売中です（12/14まで
申込）。リフト運行時間8時30分～16時（プ
レオープン祭事は9時～）

山形県最上町赤倉
温泉スキー場

最上町役場交流促進
課
☎0233-43-2262

第５回ドカ雪・大雪割
キャンペーン

12/14（土）
～3/8（日）
【除外日12/29～1/4】

大蔵村

日本有数の豪雪地帯ならではのキャン
ペーン。気象庁の肘折アメダス計測情報
に基づき、翌日の宿泊料や入浴料が割引
になります。さらに宿泊日前日15時の積
雪量が446cm以上や24時間降雪量が100
㎝以上になると、期間中1回のみ、翌日の
宿泊が無料に！今年の冬も肘折温泉に
ご注目ください。詳しくはお問合せ下さい。

肘折温泉郷
大蔵村観光協会
☎0233-76-2211

蕎麦食べくらべ会 12/14(土) 戸沢村

戸沢村産最上早生を含む産地別４種類の
「蕎麦食べくらべ会」を開催します。食べく
らべるからこそ浮き彫りになる「蕎麦の個
性」を堪能してください。
1部・2部、各30名定員となります、お早め
に入場券をご購入下さい。
◎料金　1,500円
◎時間　（第１部）午前10時30分～
（第２部）昼12時30分～
◎入場券販売場所　戸沢村観光物産協
会（戸沢村役場2階）
☎0233-72-2110にて購入の申し込み受
け付けます。（平日のみ）

南部地区地域振興
センター
２階　角川里山カ
フェ　すっぺ家

戸沢村大字角川
582-1
（旧角川小中学校）

戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

大人の自由研究 12/14(土) 高畠町
カラムシと呼ばれる植物から繊維をとり、
糸を紡いだり布を作成する体験学習で
す。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

いいでの旬なもの観
光物産展

12/14（土） 飯豊町

どぶろくや地酒などをメインに、飯豊町の
「今が旬」なものを販売します。今しか味
わえない「いいでの味覚」に出会える物産
展です。

霞城セントラル１階
アトリウム

(一社)飯豊町観光協
会
☎0238-86-2411

花笠高原スキー場子
供の日

12/15（日)、1/19（日） 尾花沢市
花笠高原スキー場子供の日企画。毎月第
3日曜日、小学生以下の日中リフト料金が
無料になります。

花笠高原スキー場
（尾花沢市大字鶴
子858）

花笠高原スキー場
☎0237-28-3939
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ワンプレートでおもて

なし料理作り
12/15(日) 新庄市

年末年始がにぎわう、ごちそうを4品作り
ます。
◎参加費:1,000円
◎講師：笹原幸子氏
◎時間：9時～12時

新庄市民プラザ3
階調理実習室

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

クリスマスリースとスト
ラップづくり！

12/15(日) 金山町

クリスマスリースづくりを行います。また、
ブドウ蔦でストラップもつくります。里山バ
イキングやなめこ汁付となります。参加料
は、大人・子どもともに1,500円です。

遊学の森
木もれび館

遊学の森　木もれび
館
☎0233-64-3305

クリスマスリースづくり
12/15（日）
10時～12時
（9時45分～受付）

長井市

松ぼっくりやどんぐりなどの自然素材とキ
ラキラのオーナメントをつかって、世界に
ひとつだけのクリスマスリースを作ってみ
ませんか？定員25組に達し次第申込締
切。参加費500円。

野川まなび館（山
形県長井市平山
2743-4）

（特）最上川リバー
ツーリズムネットワー
ク
☎0238-87-0605

だるま市(観音様のお
年夜）

12/17（火） 鶴岡市

◎内容
七日町観音堂の例祭。正月の縁起物を売
る出店が並び、夕刻からは七日町商店街
の「歳の市」を開催。
◎時間（だるま市）10時頃から（歳の市）17
時頃から

七日町観音堂
泉屋商店
☎0235-22-0969

わら細工作品展 12月上旬～1月下旬 新庄市

髙橋伸一氏（工房ストロー主宰）の作品を
展示します。
◎入館：無料
◎開館時間9時～17時
◎休館日　毎週月曜日

雪の里情報館

1階雪国ギャラリー

雪の里情報館

☎0233-22-7891

米沢スキー場開き 12/21(土）予定 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

小野川スキー場開き 12/21(土)予定 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

たらのきだいスキー場
オープン

12/21(土) 鶴岡市

壮大な景観とナイターを楽しめるスキー
場。日中は庄内平野と日本海を見渡す大
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。平日はナイ
ターのみの営業、土日祝・年末年始は終
日ご利用いただけます。

たらのきだいス
キー場

たらのきだいスキー
場
☎0235-57-5470

羽黒山スキー場オー
プン

12/21（土） 鶴岡市
オープンの12/21（土）は午後より無料開
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

国民休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎産業建設課
☎0235-62-2111

天童高原スキー場開
き

12/22(日) 天童市
冬の遊びを満喫出来るファミリースキー場
です。ぜひご家族でお越しください。オー
プン当日はリフト無料開放です。

天童高原スキー場
NPO天童高原
☎023-657-3628

しめ縄飾りつくり 12/22（日） 新庄市

伊藤佐吉氏（新庄民具研究会）を講師に、
正月用しめ縄飾りを作ります
◎時間：13時～15時30分
◎費用：1,000円（材料費）
◎定員：10人
◎申込締切：12/19（木）

新庄ふるさと歴史

センター1Fお祭り

ホール

新庄ふるさと歴史セ

ンター

☎0233-22-2188

ミニ門松づくり 12/22(日) 金山町
正月に向けてのミニ門松づくりを行いま
す。参加料は、大人・子どもともに1,500円
です。

遊学の森
木もれび館

遊学の森　木もれび
館
☎0233-64-3305
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樹氷ライトアップ
12/28(土)
～2/29(土)

山形市

期間中限定47日間！
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。漆黒
にライトアップで浮かび上がる幻想的な樹
氷は必見です。
◎時間：17時～21時

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

12/28(土)
～2/29(土)

山形市

期間中限定47日間！
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。
※事前予約が必要です。
◎時間：17時、18時、19時、20時
◎料金：大人4,500円、こども3,800円

樹氷山麓駅集合
樹氷高原駅発着

蔵王ロープウェイ山
麓駅
☎023-694-9518

歳の市 12/29(日) 遊佐町

ゆざの歳の市『ゆざっと軽トラ市』を毎年
開催しています。自慢の野菜から果物、
料理、特産品などたくさんの商品が売られ
ています。

遊佐駅前
遊佐町商工会
☎0234-72-4422

鐘楼すす払い・お供え
餅つき会

12/30(月） 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。
◎時間：10時～ 鐘楼すす払、
11時～ お供え餅つき会

山寺山門前鐘楼前
広場

山寺観光協会
☎023-695-2816

年越しそば打ち体験
教室

12/30(月）
12/31(火)

鶴岡市

◎時間　午前の部10時～、午後の部1時
～
◎参加費　お一人1,500円
◎内容　朝日地域産そば粉を使っての年
越しそば打ち体験で3人前のそばができあ
がります。基本は持ち帰りとなりますがそ
の場で試食もできます。
◎定員　　各8組　(要予約）
◎申し込み期限　12/25（水）
◎場所　そば処　大梵字

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
そば処「大梵字」

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
そば処「大梵字」
☎0235-53-3413

山寺大晦日除夜の
鐘・光のロード

12/31（火) 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、奥之院までライトアップで光
のロードを実施。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。
◎時間：23時30分～

山寺山門前鐘楼
山寺観光協会
☎023-695-2816

醍醐地区慈恩寺
大晦日花火大会「雪
月華」

12/31（火)
23時40分～

寒河江市

本山慈恩寺では『春の稚児桜』『夏の蛍』
『秋の彼岸花』と四季を彩る“華”に加え、
冬にも幻想的な“花”を楽しんでもらおう
と、大晦日花火大会を開催します。
当日は約600発の打上花火に加え、本堂
に続く仁王坂の参道に灯篭を灯しライト
アップも行います。
昨年より引き続き、Instagramで花火を
テーマとした写真コンテストを開催するほ
か、本年度の新事業として、婚活と花火を
掛け合わせた慈恩寺花火婚を開催いたし
ます。
一年の終わりを告げる除夜の鐘を聴きな
がら、冬の夜空に広がる花火をお楽しみく
ださい。

寒河江市慈恩寺活
性化センター付近

醍醐地区慈恩寺花火
実行委員会
（西部地区公民館）
☎0237-87-1302

三重塔ライトアップ
12/31(火)
1/1(水)

高畠町

まほろば古の里歴史公園にある安久津八
幡神社の三重塔は、県の文化財に指定さ
れている高畠町のシンボルで、年末年始
にライトアップされます。
◎時間：12/31(火) 17時～1/1(水) 7時

安久津八幡神社境
内

高畠町役場商工観光
課
☎0238-52-4482

本山慈恩寺修正会
シュショウエ

1/1(水) 寒河江市

本山慈恩寺にて最初の年中行事となる修
正会(しゅしょうえ)が行われます。修正会
は寺院で正月に修する法会(ほうえ)であ
り、旧年の悪を正し、その年の吉祥を祈願
するものです。多数の国重要文化財の仏
像が安置された本堂内陣で、一山衆が読
経を行い、国家安泰、五穀豊穣などを祈
念します。また、一般の方の祈祷も受け付
けます。
◎時間：10時

寒河江市慈恩宗本
山慈恩寺

本山慈恩寺　寺務所
☎0237-87-3993
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

上山城元旦登城

1/1（水）
 ≪開館時間≫
7時～16時15分（最終
入館／15時45分)

上山市

天守閣から三吉山より昇る初日の出を見
ませんか。（三吉山からの初日の出は7時
30分頃です）
また当日は、琴・三絃・尺八による演奏会
も開催します。11時～/14時～
※入館料が必要です。

上山城郷土資料館
上山城郷土資料館
☎023-673-3660

初日の出スノーシュー
ハイク

1/1（水)
5時30分～9時

川西町

やまがた百名山の「高戸屋山」から眺める
初日の出を目指して、西洋かんじき（ス
ノーシュー）を履いて雪上ハイキングしま
す。下山後は近隣の「大光院」で初詣、温
泉施設「川西町浴浴センターまどか」での
初湯をお楽しみください。
◎集合場所
川西町浴浴センターまどか
◎参加料
500円（入浴、保険、ガイド料等）
◎スノーシューレンタル料
1,100円
◎申込み
12/20(金)まで川西町観光協会へお申込
みください。

川西町浴浴セン
ター、高戸屋山等

川西町観光協会
☎0238-54-1515

瀬見温泉　お楽しみ抽
選会

1/6（月）～4/26（日） 最上町

【特賞】3万円宿泊利用商品券【1等】5千円
宿泊利用商品券【2等】現金500円などが
当たるお楽しみ抽選会開催。期間中、瀬
見温泉協賛旅館へご宿泊いただいたお客
様全員に当選のチャンス。美味しい料理と
温泉を満喫したあとは、抽選会で豪華な
賞金をプレゼントします!!詳しくは瀬見温泉
のHPで。

瀬見温泉協賛旅館
瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

肘折さんげさんげ 1/7（火） 大蔵村

出羽三山に古くから伝わる、山伏たちの
年越行事。白装束に身を包んだ村の男た
ちが、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。来場
者につきたての餅の振る舞いもあります。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

やまがた百名山写真
展in 南陽市

１/7（火)
～１/24（金)

南陽市
平成30年度「やまがた百名山」写真コンテ
ストの入賞作品を中心とした県内巡回写
真展です。

シェルターなんよう
ホール

県みどり自然課
☎023-630-3174

山形市初市 1/10（金) 山形市

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

山形市内十日町・
本町・七日町の国
道112号線及び沿
線

山形商工会議所
☎023-622-4666

”年越しそば”打ち体験（遊佐町） 
 

黒伏高原スノーパーク 

「ジャングル・ジャングル」オープン（東根市） 
 西川・月山スノーシューパーク 

               （西川町） 

10 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

かみのやま樹氷夜号・
昼号

1/10（金）～3/1（日）
【昼号】
10時45分～14時40分
【夜号】
16時45分～19時10分

上山市

かみのやま温泉観光案内所発着のツ
アーです。大自然の神秘・樹氷を見に行き
ましょう！
★各号おススメポイント★
【昼号】
山形県のお土産が何でも揃う「ぐっと山形
（山形県観光物産会館）」にも立ち寄りま
すので、ショッピングもお楽しみいただけ
ます。
「斎藤茂吉記念館」や、羽州の名城「上山
城」でも途中下車可能です。チェックアウト
前後に樹氷見学はいかがですか。
【夜号】
カラフルな照明でライトアップされた樹氷
は、一気に幻想的な雰囲気に！
ここでしか見られない神秘的な夜の樹氷
群をお楽しみください。
お帰りは温泉街近くまでお送りいたします
ので、お泊りのお客様も楽々＆安心です。
※参加料が必要です。
※事前にお申し込みが必要です。

かみのやま温泉観
光案内所集合

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

冬のさくらキャンペー
ン

1/11（土)～2/29（土)
※初日にキックオフイ
ベント実施

山形市

山形特産の冬に咲く桜「啓翁桜」を多くの
皆様に知っていただくため、展示や春を
テーマとした期間限定メニューの提供、体
験イベントなどを実施します。

山形市中心市街地
内

山形市山形ブランド
推進課
☎023-641-1212
(内412)

どんでん平スノーパー
ク　OPEN

1/11（土）～3/1（日）
飯豊町

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

どんでん平スノー
パーク（どんでん平
ゆり園前駐車場）

飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

だんご木市(初市) 1/13(月） 寒河江市

ミズキの枝にだんごをさしただんご木や、
縁起物である初飴などの店が立ち並びま
す。豊作と家内安全、無病息災を祈り願
う、江戸時代の初め頃から行われている
小正月行事です。当日は甘酒の振る舞い
など、様々なイベントが行われます。
◎時間:9時～16時

寒河江市本町駐車
場(フローラ・
SAGAE駐車場)

寒河江市商工会
☎0237-86-1211

第13回　スカイランタ
ンinどんが

1/13(月）
16時～17時30分

河北町

町内の9つ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。16：00～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
元気netかほく
☎0237-73-5280

ヤハハエロ 1/13（月）前後 飯豊町
小正月行事。無病息災など藁の火柱にヤ
ハハエロとはやして祈願する。

町内各地
飯豊町商工観光課
☎0238-87-0523

蔵王中央高原かんじ
きスノーハイク

1/14（火）～3/22（日） 山形市

個人で、自由に自分のペースでのんびり
と雪原をハイクできます。蔵王の自然を満
喫してください。かんじきはレンタルしてい
ます。

蔵王温泉スキー場
（中央高原）

蔵王中央ロープウェ
イ
☎023-694-9168
蔵王スカイケーブル
☎023-694-9420

そば打ち体験会 1/16（木） 戸沢村

戸沢村産のそば粉を使用して、おいしい
そばを打ってみませんか。打ち方から茹で
方まで、戸沢村のそば屋の店主が丁寧に
指導します。（定員10名）
◎料金　1,500円
◎時間　18時30分～20時30分

南部地区地域振興
センター１階そば打
ち体験室
戸沢村大字角川
582-1
（旧角川小中学校）

戸沢村新そばまつり
実行委員会（戸沢村
まちづくり課）
☎0233-72-2152

たらのきだいスキー場
ファン感謝デー

1/18（土） 鶴岡市
◎終日リフト無料開放
◎甘酒の振る舞い（数量限定）
◎雪上ミニゲーム

たらのきだいス
キー場

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

雪の講座 1/19（日) 新庄市

雪国に生まれ育つ子どもたちが、「雪の結
晶の観察」と「氷のペンダント作り」「雪を
使ってのアイス作り」等の体験活動に取り
組むことによって、“雪の不思議”さと“雪
の魅力”を体感してもらいます。
◎時間　9時～11時
◎対象　小学3～6年生
◎定員　25名

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

温海旬御膳
「冬のごっつぉめぐり」

1月中旬～2月下旬 鶴岡市
温海地域ならではの冬のごっつぉ(ご馳走)
を旅館や飲食店で提供します。

温海地域内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

つる細工講習会 1/22（水）～1/24（金） 小国町

2泊3日で行われるつる細工講習会です。
飯豊温泉とあたたかな風合いのつる細工
作りをじっくりと楽しむことができる講習会
です。

国民宿舎飯豊梅花
皮荘

小国町観光協会
☎0238-62-2416

肘折幻想雪回廊 1/25（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。冷えた身体は、あた
たまりの湯といわれる肘折の温泉に浸か
れば、たちまちポカポカに。ドカ雪・大雪割
を狙って、ぜひお越しください。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

第29回「雪の能」まつ
やま大寒能

1/25（土） 酒田市
小雪が舞う静寂の中で上演される、幽玄
な能の世界をお楽しみください。

松山城址館
酒田市松山総合支所
建設産業課
☎0234-62-2611

どんでん平スノーパークオープン  

（飯豊町） 

肘折さんげさんげ（大蔵村） 

12 



●スキー場関連イベント(再掲)
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
開き

12/3（火）予定 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

蔵王温泉スキー場開
き

12/7(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。）

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

湯殿山スキー場開き 12/7（土) 鶴岡市
◎10時～　安全祈願祭
◎16時までリフト無料開放（滑走可能時）
◎ふるまい餅あり

湯殿山スキー場
湯殿山スキー場
☎0235-54-6450

上山市内スキー場
オープン情報

蔵王ライザワールドス
キー場12/13（金）予定

蔵王猿倉スキー場
12/20（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

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
【12/13（金）予定】
蔵王猿倉スキー場
【12/20（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

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①12/14（土）・15（日）、
1/4（土）･5（日）・18
（土）、
2/1（土）･2（日）・15
（土）･16（日）、3/1（日）
②シーズン中
③1/9～3/26までの毎
週木曜日
④1/12（日）・26（日）・
2/9（日）・23（日）
⑤3/8（日）･22（日）

山形市

①スキーこどもの日：小学生以下のお子
様に限り、ナイターにも使用できる全山共
通１日券通常2,500円→1,000円になりま
す。
②感謝の贈り物：リフトシニア券(60才以
上)購入者に200円コーヒー券をプレゼント
します。(シーズン券購入者を除く。）
③レディースデー：全山共通１日券通常
5,000円→4,000円になります。
④甘酒サービス：各会場先着100名に
熱々の甘酒を振舞います。11時～。
⑤玉こんサービス：各会場先着100名に
熱々の玉こんを振舞います。11時～。

蔵王温泉スキー場
④、⑤上の台・パラ
ダイス・中森・横倉・
大森・黒姫の各ゲ
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

12/14(土) 東根市

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

黒伏高原スノー
パーク「ジャング
ル・ジャングル」

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

花笠高原スキー場
オープン

12/14(土) 尾花沢市

ナイター設備完備、花笠高原スキー場が
12/14(土)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）。

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

山形県最上町赤倉温
泉スキー場開き

12/14（土）プレオープ
ン
12/21（土）フルオープ
ン

最上町

林の中の非圧雪ゾーンを滑ることができ
るツリーランエリアや上級者向けのコース
が充実。12/21(土)には本格的なシーズン
インを記念してリフト券が無料！！お得な
早割シーズン券も販売中です（12/14まで
申込）。リフト運行時間8時30分～16時（プ
レオープン祭事は9時～）

山形県最上町赤倉
温泉スキー場

最上町役場交流促進
課
☎0233-43-2262

花笠高原スキー場子
供の日

12/15（日)、1/19（日） 尾花沢市
花笠高原スキー場子供の日企画。毎月第
3日曜日、小学生以下の日中リフト料金が
無料になります。

花笠高原スキー場
（尾花沢市大字鶴
子858）

花笠高原スキー場
☎0237-28-3939
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米沢スキー場開き 12/21(土)予定 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

小野川スキー場開き 12/21(土)予定 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

たらのきだいスキー場
オープン

12/21(土) 鶴岡市

壮大な景観とナイターを楽しめるスキー
場。日中は庄内平野と日本海を見渡す大
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。平日はナイ
ターのみの営業、土日祝・年末年始は終
日ご利用いただけます。

たらのきだいス
キー場

たらのきだいスキー
場
☎0235-57-5470

羽黒山スキー場オー
プン

12/21（土） 鶴岡市
オープンの12/21（土）は午後より無料開
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

国民休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎産業建設課
☎0235-62-2111

天童高原スキー場開
き

12/22(日) 天童市
冬の遊びを満喫出来るファミリースキー場
です。ぜひご家族でお越しください。オー
プン当日はリフト無料開放です。

天童高原スキー場
NPO天童高原
☎023-657-3628

どんでん平スノーパー
ク　OPEN

1/11（土）～3/1（日） 飯豊町

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

どんでん平スノー
パーク（どんでん平
ゆり園前駐車場）

飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

徳良湖スノーランド 1/12(日)～3/1(日) 尾花沢市

今年も徳良湖に「雪の遊び場」がオープン
します！雪山滑り台では、エアボードやソ
リ付きバイクなどのスノーアクティビティが
体験できます。入場・道具の貸出は無
料！防寒着のレンタルもあるので、ぜひ
遊びに来てください！また、週末は有料で
スノーモビルの運転・同乗体験もありま
す。

グラススタジオ旭東
側広場(尾花沢市
大字二藤袋1767番
地1)

尾花沢市商工観光課
☎0237-22-1111

たらのきだいスキー場
ファン感謝デー

1/18（土） 鶴岡市
◎終日リフト無料開放
◎甘酒の振る舞い（数量限定）
◎雪上ミニゲーム

たらのきだいス
キー場

たらのきだいスキー
場
☎0235-57-5470
櫛引庁舎産業建設課
☎0235-57-2115

スキー場まつり  1/26（日） 朝日町
子供から大人まで楽しめるアトラクション
が盛りだくさん！朝日町の冬の自然を思
い切り楽しめる。※一部有料イベントあり

Ａｓａｈｉ自然観ス
ノーパーク中央広
場

Asahi自然観スノー
パーク
☎0237-83-7111

14 



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

12/7(土)
18:00～
12/8(日)
14:00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 熊本ヴォルターズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

12/11（水）
18：30～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 茨城ロボッツ
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

12/21(土)
18:00～
12/22(日)
14:00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 青森ワッツ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

プレステージ・インター
ナショナルアランマー
レ

1/18（土）
13:00～
1/19（日）
12:00～

V.LEAGUE
D2 2019-
20

VS 大野石油広島オイラーズ（18日）
VS GSS東京サンビームズ（19日）

山形県総合運動公
園

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

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

1/29（水）
18:30～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 仙台89ERS
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山形県総合文化芸術
館　大ホールお披露
目式＆オーケストラコ
ンサート

12/1(日)
14:00～

山形市

山形県の新たな文化芸術拠点をまるっと
一日開放します！
指揮：飯森 範親
管弦楽：山形交響楽団

山形県総合文化芸
術館

山形県総合文化芸術
館　開館準備事務所
☎023-664-2220

第281回　定期演奏会

12/14(土)
19:00～
12/15(日)
15:00～

山形市

2年目を迎えたバボラーク＆山響。聴衆を
圧倒するホルンの音色と超絶技巧。世界
のトップランナーとともに、新たな地平線
が拡がります。
指揮・ホルン：ラデク・バボラーク

山形テルサ
山響チケットサービス
☎023-625-2204

第24回　酒田公演
12/21(土)
14:00～

酒田市

バボラーク、第二の故郷・酒田へ再び。世
界最高峰の名手と山響が奏でるモーツァ
ルト＆ドイツ音楽の名旋律。
指揮・ホルン：ラデク・バボラーク

酒田市民会館
「希望ホール」

山響チケットサービス
☎023-625-2204

SERENADE in
BUNSHOKAN～山響
ストリングシリーズ
2019Vol.2～

12/25（水） 山形市

・コレッリ／合奏協奏曲 ト短調「クリスマス
協奏曲」Op.6 No.8
・山下達郎／クリスマス・イブ
・ジョージ・マイケル／ラスト・クリスマス
・アンダーソン／クリスマス・フェスティヴァ
ル　ほか演奏予定。
コンサートマスター：高橋　和貴

文翔館
議場ホール

山響チケットサービス
☎023-625-2204

Concert A 山響＆仙
台フィルメンバーが贈
る”シューベルティアー
デ”

12/26（木）
ランチタイムコンサート
開演12:30
ティータイムコンサート
開演15:00

山形市

ロビーならではの迫力の距離感で演奏を
楽しめます。
ヴァイオリン：小山 あずさ、平澤 海里
ヴィオラ：山中 保人
チェロ：久良木 夏海、吉岡 知広

山形市民会館
大ホールロビー

山形県市民会館
☎023-642-3121

山形テルサの第九
12/28（土)
15:00～

山形市

湧き上がる歓喜。心揺さぶる合唱が一年
を締めくくります。
指揮：飯森 範親
ソプラノ：竹多 倫子
アルト：在原 泉
テノール：西村 悟
バリトン：大西 宇宙
合唱：山響アマデウスコア

山形テルサ
山形テルサ
☎023-646-6677

●プロスポーツ試合情報(県内版)

●山形交響楽団演奏会(県内版)
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山響ニューイヤー～
阪哲朗　常任指揮者
就任記念シリーズ
Vol.2～

1/11（土）
19：00～

山形市

生誕250周年！ベートーヴェン・イヤーの
幕を開ける阪&山響ニューイヤー・・・世界
を席巻する若獅子 反田恭平のチャイコフ
スキー。
指揮：阪 哲朗
ﾋﾟｱﾉ：反田 恭平

山形テルサ
山響チケットサービス
☎023-625-2204

山響とみんなで創る音
楽会inおきたま

1/13（月）
15:00～

米沢市

指揮:佐藤 寿一
管弦楽：山形交響楽団
吹奏楽：おきたま有志バンド
合唱：おきたま有志合唱団
・ベートーヴェン／交響曲第５番「運命」第
１楽章
・ 杉本竜一／ビリーブ
・菅野ようこ／花は咲く
・佐藤　眞／大地讃頌　ほか演奏予定。

伝国の杜　置賜文
化ホール

伝国の杜
☎0238-26-2666
文翔館
☎023-635-5500

成田 寛リサイタル
1/18（土）
15:00～

山形市

～ヴィオラで聴く無伴奏～
・H.ヴュータン／無伴奏ヴィオラのための
奇想曲「パガニーニへのオマージュ」ハ短
調 Op.55
・ K.ペンデレツキ／カデンツァ
・G.P.テレマン／ファンタジー
・J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲第２番
ほか演奏予定。

gura 山形
アンサンブル・ヴァガ
ボンズ
☎070-6555-869
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