
●観光キャンペーン

「山形日和。」冬の観
光キャンペーン

12/1（日）
～3/31（火）

やまがた冬のあった
回廊キャンペーン

12/1（日）
～3/31（火）

「おいしい食の都庄内
冬の三寒四温」観光
キャンペーン

12/1（日）
～3/31（火）

「行くぜ、東北。
SPECIAL
冬のごほうび」

12/1（日）
～3/31（火）

やまがた雛のみち
キャンペーン

2/1（土）
～5/6（水・祝）

●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
蔵王に来てます！！
フォトテーリング

12/28（土）
～3/1（日）まで

山形市

広大な蔵王温泉スキー場にある撮影ス
ポットを＃ＺＡＯを付けてＳＮＳにアップ。
アップ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

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
冬の開運回遊

12/28（土）
～3/1（日）まで

山形市

蔵王温泉スキー場ゲレンデにあるパワー
スポット（蔵王地蔵尊・蔵王大権現・蔵王
大黒天）を巡って開運！さらに抽選で賞品
をプレゼントします。

蔵王地蔵尊・蔵王大
権現・蔵王大黒天

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

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

旧青山本邸ひなまつ
り

2/11（火・祝）
～4/5（日）

遊佐町

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

旧青山本邸
旧青山本邸
☎0234-75-3145

江戸時代、最上川舟運による紅花等の取引をした商人が、上方等から多くの「雛人
形」を村山地域に持ち帰り、現在も旧家を中心に300年以上にわたり受け継がれていま
す。そんな雛人形や雛まつりを巡ってみませんか。温泉利用宿泊券等が当たるスタン
プラリーも実施します。

詳しくは、やまがた広域観光協議会（☎023-621-8444）へ

令 和 ２ 年 2 月 28 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2020年３月･４月イベントカレンダー

置賜地域及び上山市において、「上杉雪灯籠まつり」をはじめとする雪祭り、「米沢牛」や「ワイ
ン」、「どぶろく」等の美食・美酒など、「おきたま・かみのやま」の冬の魅力をお届けします。

詳しくは、「やまがた冬のあった回廊キャンペーン」ホームページ（http://attakairou.oki-
tama.jp/）
またはやまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会事務局（☎0238-26-6046）へ

オール東北で冬の東北の魅力をPRするキャンペーン。4年目となる今年も「雪祭り&絶景」「温
泉」「グルメ」「お酒」「アクティビティ」の５つを「ごほうび」としてお楽しみいただける旅行商品や
企画をお届けします。

詳しくは、「行くぜ。東北」ホームページ（https://tohoku-tourism.jp/）
または、お近くのびゅうプラザへ。

庄内の冬の味覚「寒だら、寒ふぐ、寒ずわい」を「三寒」、そして「温泉、新酒、まつり、ひな」を
「四温」として、庄内の冬の魅力をお届けする観光キャンペーンを開催中です。

詳しくは、「やまがた庄内観光サイト」（https://mokkedano.net/）
または庄内観光コンベンション協会（☎0235-68-2511）へ。

スキー、雪遊びなどの「スノーツーリズム」のほか、冬こそ行きたい名湯秘湯や「やまがた雪フェ
スティバル」、「蔵王樹氷まつり」をはじめとする雪祭り、「米沢牛」や「寒鱈汁」、県産酒をはじめ
とする美食・美酒など、「白銀のやまがたで、美食美酒の旅。」をPRする冬の観光キャンペーン
です。

詳しくは、「やまがたへの旅」ホームページ（https://yamagata-winter.jp/）
またはやまがた観光情報センター（☎023-647-2333）へ

※2/27（木）現在の情報です。少雪や新型コロナウイルスの影響により、中止または内容の変更等が生じる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

寒河江雛まつり

第１会場　料亭　慈恩
寺陣屋　3/1(日)～4/5
（日）　第２会場　古澤
酒造資料館　3/1（日）
～5/6（水）
協賛会場
寒河江八幡宮参集殿
2/15（土）～4/5（日）

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河江
市には、江戸時代からの絢爛豪華な雛が
残っています。「料亭 慈恩寺陣屋」では、
古今雛を中心に享保から現代まで逸品
400体以上が鑑賞できます。また「古澤酒
造」では古い造り酒屋で紅花商人でもあっ
た古澤家の雛等が展示されるほか、試飲
コーナーも楽しめます。
協賛会場の「寒河江八幡宮参集殿」では、
ひな飾りのルーツとも言われる「京都紫宸
殿飾り」をはじめ、時代ごとに展示された
雛が観賞できます。

料亭 慈恩寺陣屋(大
人600円、中・高生400
円 、 小 学 生 以 下 300
円)
古澤酒造資料館(入場
無料、試飲コーナーあ
り)
寒河江八幡宮参集殿
(無料)

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

城下町やまがた雛ま
つり

2/22（土)
～3/15（日）

山形市

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

山形市中心市街地
山形市都市振興公社
☎023-631-0831

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
冬の働く車大集合！

3/1（日） 山形市

スキー場ならでは、冬ならではの働く車
（圧雪車・スノーモービル等）が集合しま
す。当日は、子供1日リフト券2,500円が無
料になります。
◎時間：10時～15時

蔵王温泉スキー場竜
山ゲレンデ

山形市観光協会
☎023-647-2266
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

やまのごっつぉまつり
3/1（日）
3/22（日）
4/12(日)

鶴岡市

朝日地域の食材をふんだんに使った懐か
しいおふくろの味がたくさん並び、すべて1
皿100円のバイキング！梵字川を眺めな
がらのお食事となります。
◎場所：産直あさひ・グー
◎時間：10時30分～14時まで

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

灯々祭 3/1(日) 最上町

「雪を愉しむイベント」としてスタートした
灯々祭。雪で作ったランタンがやさしく灯
り、この時期にしか見られない幻想的な風
景を作り出します。ランタン制作から点灯
まで参加すれば、“見るだけ”とはまた違っ
た達成感と感動を味わうことができます。
静けさの中にあたたかく、やさしく灯るラン
タンは必見です。
◎ランタン制作開始11時～、17時点灯予
定
※少雪の影響で内容の変更が生じる場合
があります。

最上町愛宕山
灯々祭実行委員会
☎0233-43-2233

かみのやまの雛祭り

3/3（火）
～4/6(月）
※各施設により開催日
は異なります。

上山市

上山市は古くからの城下町で、御殿雛、
享保雛などの由緒あるお雛様がご覧いた
だけます。
上山城：３/３（火）～４/５（日）
蟹仙洞：3/4（水）～4/6（月）
武家屋敷「旧曽我部家」と楢下宿「山田
屋」：3/20（金・祝）～3/29（日）※地元ボラ
ンティアの方がお客様に湯茶接待のおも
てなしを行います。

上山城、蟹仙洞、武家
屋敷（旧曽我部家）、
楢下宿（山田屋）

上山市観光課
☎023-672-1111
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

第15回市民プラザま
つり

3/4(水)
～3/8日(日)

新庄市

【展示部門】3/4(水)～8日(日)9時～17時
【発表部門・その他部門】3/8(日)10時～
16時　※第15回を記念して饅頭を配布し
ます。

新庄市民プラザ大
ホール他

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

あつみ温泉
摩耶山新酒まつり

3/7（土） 鶴岡市

清酒「摩耶山」は、名勝 摩耶山麓の湧水
で栽培された美味しいお米でつくられた地
産地消のお酒です。ここでしか味わえない
摩耶山の新酒と、温海地域の美味しい食
を楽しむイベントです。

あつみ温泉
朝市広場

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

段々ロングなひなまつ
り

3/18（水)
～3/22（日）

村山市

ホールを囲むように設置された約50mの
雛壇に並んだおよそ5,000体の雛人形は
迫力満点です。匠の技が光る雛人形の
他、市内園児の可愛らしい手作り雛人形
もぜひご覧ください。

甑葉プラザ(甑葉ホー
ル)

村山市ひなまつり実
行委員会
☎0237-55-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天元台高原
SNOWフェスティバル

3/20（金・祝） 米沢市

シーズン感謝デーのこの日は、ランチセッ
ト券ご購入のお客様はロープウェイとリフ
トが無料になります。その他、スキー場で
働く車の集合や、リフト券争奪じゃんけん
大会を開催するなど、イベント盛りだくさん
です。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

上山音楽祭“ル・シャ
トーかみのやま”２０２
０

3/20（金・祝）
～3/29（日）

上山市

音楽監督・講師は、東京藝術大学准教
授・チェリストの中木健二氏。チェロ・室内
楽の公開レッスンやコンサート、ワーク
ショップなど、いで湯のまちに音楽が響き
渡ります。受講生の公開レッスンはどなた
でも聴講できますので、お気軽にお越しく
ださい。
※聴講は無料ですが、上山城入館料が必
要になります

＜公開レッスン＞上山
城
＜まちなかコンサート
＞
上山城、上山市立図
書館、古窯、月岡ホテ
ル
※開催日時について
詳しくはお問合せくだ
さい

事務局
☎090-4557-0543

春の大梵字まつり
3/20（金・祝）
～4/19（日）

鶴岡市

朝日地域産そばと、旬の山菜で春の味覚
をお楽しみいただけます。
◎営業時間：11時～17時
◎料金：チケット販売　1,500円
◎内容：十割そば・春の天ぷら・季節の小
鉢・甘味付

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

春日神社祈年祭（黒
川能）

3/23（月） 鶴岡市
重要無形民俗文化財黒川能が奉仕され
る。能二番、狂言一番です。

春日神社
黒川能の里王祇会館
☎0235-57-5310

大江のひなまつり
3/27（金）
～3/29（日）

大江町
最上川の舟運文化によってもたらされた
時代雛を、趣きのある建物の中で堪能す
ることができます。

大江町内５会場
大江のひなまつり実
行委員会
☎0237-62-2139

瀬見温泉 春の宴「ひ
なまつり」

3/29（日）
～4/5（日）

最上町

享保(きょうほう)雛(びな)や現代雛など、江
戸時代から現代までの時代を彩る人形が
飾られます。会場は華やかな雰囲気に包
まれています。
◎時間：10時～16時（最終日は午前中の
み）

瀬見公民館（旧瀬見
小学校）

瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

酒田日和山桜まつり
4月上旬～
下旬※予定

酒田市
ソメイヨシノなど約400本の桜が次々と咲
き誇ります。

日和山公園

酒田観光物産協会
☎0234-24-2233
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

大石田ひなまつり
4/2（木）
4/3（金）

大石田町

大石田ひなまつりは、旧家のお雛様を巡
る昔ながらの「おひな見」が特徴です。各
自宅展示での「おもてなし」をお楽しみくだ
さい。

大石田町本町通り他
大石田ひなまつり実
行委員会
☎0237-35-2111

さがえ春花まつり
桜まつり

4月中旬～下旬
※イベントデー4/19(日)

寒河江市

桜の見頃に合わせて「桜まつり」を行いま
す。園内には、さくらの丘や桜のトンネル
など桜の名所が多く、日本三大桜の２世
桜もあり、多くの花見客で賑わいます。鮮
やかに咲き乱れる約1,000本の桜は圧巻。
期間中はさくらの売店や夜桜ライトアップ
も実施します。
イベントデーには「さくらの丘の写真館」や
「さくらの茶会」なども催されます。

寒河江公園
さくらの丘他寒河江市
内各所

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

最上峡芭蕉ライン観
光
安全運航祈願祭

４月中旬 戸沢村
最上川舟下りの安全運航を祈願し、神事
が執り行われます。地元の小学生による
最上川舟唄の披露などが行われます。

戸沢藩船番所
最上峡芭蕉ライン観
光
☎0233-72-2001

舞鶴公園桜まつり
4月中旬
～5月上旬※予定

酒田市
約100ｍに渡る桜並木32本を16基のライト
でライトアップします。

舞鶴公園
酒田市八幡総合支所
建設産業課
☎0234-64-3115

赤湯温泉桜まつり
4月中旬
～5月上旬

南陽市

「日本さくら名所１００選」の地に選出され
る烏帽子山公園。ソメイヨシノやエドヒガン
などが咲き誇り、夜はライトアップで幻想
的な雰囲気を醸し出します。

南陽市烏帽子山公園
桜まつり実行委員会
☎0238-40-2002
（南陽市観光協会）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

しらたか古典桜の里
さくらまつり

4/11（土）
～4/26（日）
※開花状況により変更
有

白鷹町

町には県指定天然記念物6本を含め樹齢
500年以上の古典桜が点在しています。
釜の越農村公園をメイン会場に古典桜が
咲き誇る町内各所で開催します。 メイン
会場では、地元の漬物や銘菓、日本酒、
玉こんにゃくなど美味しいものが並びま
す。桜と一緒にお楽しみください。

釜の越農村公園 （メ
イン会場）ほか町内各
所

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

中山河川公園桜まつ
りオープニングイベン
ト

4/10（金） 遊佐町

中山河川公園の桜並木が開花している期
間中、桜まつりを開催します。ぼんぼり点
灯や鯉のぼり川渡し等を行うほか、4月10
日(金)にはオープニングイベントを開催し
ます！甘酒・桜もちの振る舞いもありま
す。（先着順・限定数）

遊佐町
中山河川公園

遊佐鳥海観光協会
☎0234-72-5666

円仁祭 4/14（火） 山形市
立石寺の開祖である円仁の誕生日と伝え
られる日に「世界平和の鐘」打鐘が開催さ
れます。

山寺宝珠山境内
山寺観光協会
☎023‐695‐2816

松ヶ岡桜まつり
4/17（金）
～4/19（日）

鶴岡市

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

国指定史跡松ヶ岡開
墾場周辺

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

楯山公園桜まつり
4/18（土）
4/19（日）

庄内町

桜の名所・楯山公園で、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大
会、カラオケ大会、鰊あぶり、豚あぶり（大
人気！）等が行われます。4/4(土）～5/6
（水）期間中、22時までぼんぼり点灯や桜
を彩るイルミネーションで夜桜を鑑賞でき
ます。

庄内町楯山公園
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

鶴岡桜まつりお花見
茶会

4/18（土）
4/19（日）

鶴岡市
和菓子づくり体験や甲冑試着体験は14日
も開催。甲冑隊による演舞も行われます。

　荘内神社境内

鶴岡観光協会（鶴岡
商工会議所内）
☎0235-24-7711

しゃりん旬菜祭り 4/19（日)※予定 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

伊佐沢念仏踊 4/19（日） 長井市

室町時代に、長井市伊佐沢にある「玉林
寺」の落成の時に奉納されたと伝えられ、
県の無形民俗文化財に指定されていま
す。
樹齢1,200年余といわれる「伊佐沢の久保
ザクラ」のもと、地域の人々によって守り
継がれてきました。色とりどりの鮮やかな
衣装も見どころです。
◎時間:15時～

伊佐沢小学校校庭
（山形県長井市上伊
佐沢2027）※伊佐沢
の久保ザクラとなり

伊佐沢コミュニティセ
ンター
☎0238-88-2444

新庄春まつり
4/20（月）
～5/5（火）

新庄市

4月下旬に見頃を迎える最上公園の桜、
4/20からは新庄春まつりと称してぼんぼり
によるライトアップを行います。会場には
出店も並び、お花見スポットとしておすす
めです。

最上公園
新庄観光協会
☎0233-22-2340

瀬見温泉 春の宴「ひなまつり」（最上町） 中山河川公園桜まつりオープニングイベント（遊佐町） 
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ぽんぽ館
かど焼き祭り

4月下旬 戸沢村

雪深い山形県戸沢村に春を告げるイベン
トです。炭火でじっくり焼いたほくほくのか
ど（ニシン）に孟宗汁、お風呂券がつくお
得な前売り券も発売予定。おなか一杯春
を堪能した後はゆ～っくりお風呂で日頃の
疲れを癒しましょう。

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

米沢上杉まつり
4/29（水）・祝
～5/3(日)

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（水）：開幕祭（民踊流し11時15分
～13時、ステージイベント９時30分～17
時）
◎5/2（土）：武てい式18時30分～
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（日）：上杉行列、川中島合戦
・上杉行列（御輿渡御9時30分～、上杉軍
団行列10時20分～）
総勢千数百人の絢爛豪華な甲冑行列が
市内を練り歩きます。
・川中島合戦14時～
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。約８０
０名もの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

ヤナ開きまつり

4/29（水）・祝
～5/ 6（水）
※日程変更の可能性
あり

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

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋
☎0238-85-5577

新庄かど焼きまつり
4/29（水）・祝
～5/5（火）

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。濠端の約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。カド美食大会や
歌謡ショーも開催されます。
◎前売券2,200円
◎当日券2,500円（当日座敷席券＋500
円）

最上公園特設会場
新庄観光協会
☎0233-22-2340

4/29米沢上杉まつり（米沢市） 
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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も選ばれた
名瀑です。最上峡の雪景色と滝の凛とし
た姿をお楽しみください。
点灯時間：日没から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

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

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　こども1,250円
◎弁当1320円より（要予約）
ＵＲＬ　http://www/bif/co/jp/

戸沢村古口86-1
最上峡芭蕉ライン観
光

最上峡芭蕉ライン観
光
☎0233-72-2001

西川・月山スノー
シューパークプログラ
ム

12月～3月の毎週末
（詳細はアドレスを参照
してください。）

西川町

町全体をスノーシューパークとして楽しむ
ことが可能です。毎週様々な内容、フィー
ルドでプログラムを開催しています。詳細
はこちらからスノーシューバナーをクリッ
ク！https://www.gassan-info.com/

西川町内各所

NPO法人エコプロ
☎0237-75-2780
月山朝日ガイド協会
☎0237-74-5130
弓張平公園パークプ
ラザ
☎0237-75-2040

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

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
④3/8（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

月山キャットツアー
1月上旬
～4月上旬

西川町

雪が多すぎて冬季閉鎖される月山スキー
場までのルートを、スノーキャット（雪上
車）でご案内します。
標高1,200mから一気に滑り降りるバックカ
ントリースキーやスノーボード、ブナ原生
林の間を歩くスノーシューなど、冬の月山
を体感してください。

月山志津温泉～姥沢
地区

LLP.SOMERU
☎0237-75-2211
（月山志津温泉清水
屋旅館内）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

蔵王温泉スキー場
じゅっきースノーパー
ク

シーズン中
～３月中旬頃まで

山形市

蔵王温泉のゆるキャラ「じゅっきーくん」が
プロデュースしたキッズスペースを新設し
ます。家族みんなで気軽に雪遊びを楽し
もう！

蔵王温泉スキー場
大森ゲレンデ
中森ゲレンデ、上の台
(サンライズ)

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328
蔵王ロープウェイ山
麓駅
☎023-694-9518

空色・暮色（そらいろ・
くれいろ）ウォーキング

【空色】
集合9：50／スタート10：
00／終了12：00

【暮色】
集合13:20／スタート
13:30／終了15:30

上山市

【1/4（土）～3/31（火）】
「クアオルト健康ウォーキング」という健康
増進等のために頑張らないで運動効果を
高めるガイド付きウォーキングです。
葉山温泉街からほど近い里山を、専門ガ
イドと楽しく歩きませんか。恋人の聖地に
認定された「花咲山展望台」から眺める、
雪化粧した上山市内や蔵王連峰は絶景
です。
服装は温かくして、脱ぎ着しやすい格好
で、長靴がおススメ。
約2時間、雪の感触、澄んだ空気、そして
絶景…時間を忘れて自然の中で過ごして
みませんか。
※参加料が必要です。
※2名様～

葉山案内看板前
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

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

かみのやま樹氷昼号・
夜号

1/10（金）
～3/1（日）
※詳しい運行日はお問
合せください
【昼号】
10時45分～14時40分
【夜号】
16時45分～19時10分

上山市

かみのやま温泉から大自然の神秘・樹氷
を見に行きましょう！
★各号おススメポイント★
【昼号】
青空に映える真っ白な樹氷群は見ごたえ
抜群！「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

上山市観光物産協会
☎023-672-0839
営業時間：9時～17時

蔵王中央高原かんじ
きスノーハイク

実施中～3/22（日）
※予定

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

あつみ温泉コラボ企
画
「泊まらＮｉｇｈｔ」2020

1/14(火)
～4/11(土)

鶴岡市
足湯カフェ チットモッシェがあつみ温泉と
コラボした企画。あつみ温泉で楽しくお得
に宿泊できます。

あつみ温泉地内

一般社団法人まちづ
くりチームＹＵＫＡＩ
（チットモッシェ内）
☎0235-43-4390

東根のひな飾り
①1/20（月）～4/3（金）
②2/14（金）～4/3（金）

東根市

①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。
②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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第9回雪ん子俳句展
作品展示

2月上旬～
3/26（木）

新庄市

子どもの感性で捉える「雪」の不思議さや
楽しさなどを俳句に表すことで、雪国のく
らしの特性について認識を深め、雪国の
生活文化への親しみを感じ雪のふるさと
づくりに資します。
◎入場・閲覧：無料
◎会場①雪の里情報館 2月上旬から
◎会場②ゆめりあ　3/10（火）～26（木）

①雪の里情報館
1階　雪国ライブラリー
②ゆめりあ
花と緑の交流広場

雪の里情報館
☎0233-22-7891

天童雛飾り
2/7（金）
～3/22（日）

天童市

豪華な衣装を身にまとった享保雛や古今
雛、押絵雛たちが天童市内各所に展示さ
れるほか、雛菓子づくり体験、紙芝居など
のイベントがあります。また、キャンペーン
期間中のスタンプラリーでは「天童温泉ペ
ア宿泊券」など素敵な賞品が抽選で当た
ります。

天童織田の里歴史館
(天童市立旧東村山郡
役所資料館）ほか

天童雛飾り実行委員
会（天童市商工観光
課内）
☎023-654-1111

やまのべ雛人形展
2/15（土）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の時
代雛を多数展示しています。雛の特徴や
違いについてのガイドも可能です。ぜひお
楽しみください。

ふるさと資料館
雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

山形県最上町フォトコ
ンテスト2020

2/15（土）
～5/10（日）

最上町

最上町の魅力的な写真を応募して豪華賞
品をゲット!!
応募作品の季節、プロ・アマチュアは問い
ません。応募は「メール」または「インスタ
グラム」で。応募方法は最上町ポータルサ
イト「もがぽ」をご覧ください。

最上町
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

3/15(日) 尾花沢市

花笠高原スキー場子供の日企画です(毎
月第3日曜日)。小学生以下は日中のリフ
ト料金が無料です。※積雪状況により開
催できない場合があります。

花笠高原スキー場（尾
花沢市大字鶴子858）

尾花沢市商工観光課
☎0237-22-1111㈹

新庄・最上漫画ミュー
ジアム開設3周年記念
企画
安彦麻理絵の世界展

開催中
～3/10（火）まで

新庄市

女性の本音を赤裸々に描く新庄市出身の
漫画家安彦麻理絵先生。開設3周年を記
念して、先生ご本人から描き下ろしていた
だいた短編漫画と過去に手掛けた作品の
一部を複製原画として約70点を展示しま
す。

最上広域交流セン
ター「ゆめりあ」1階 も
がみ体験館内

最上地域観光協議会
☎0233-29-1311

大石田雛人形展
2/22(土)
～4/5(日)

大石田町
江戸時代最上川舟運でもたらされた享保
雛、古今雛を展示いたします。

大石田町立歴史民俗
資料館

大石田町立歴史民俗
資料館
☎0237-35-3440

尾花沢のおひなさま
2/27（木）
～3/24（火）

尾花沢市
尾花沢に代々伝わる「お雛さま(古今雛･
享保雛･押し絵雛)」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

亀治のひな人形1,000
体展

2/28（金）
～4/3（金）

庄内町

土人形のお雛様1000体と旧家で代々大
切に守られてきたお雛様が展示されま
す。素朴で独特な味わいを持つ土人形、
一つ一つに時代背景や買い求めた親の
愛情・思いを感じます。

亀の尾の里資料館
和合の里を創る会
☎0234-44-2162

第15回月山志津温泉
雪旅籠の灯り

2/29（土）
～3/1（日）

西川町

月山志津温泉は、江戸時代、出羽三山に
向かう六十里越街道の宿場町でした。四
百年の時を経て当時の街並みを再現した
「雪旅籠」にロウソクのあかりが灯されま
す。
また、内部をLEDで装飾し、幻想的な雰囲
気を体験できるアイスバーでホットワイン
等を味わうこともできます。
温泉街に突如として現れる幻想的な雪の
世界をお楽しみ下さい。

西川町月山志津温泉
街

月山朝日観光協会
☎0237-74-4119
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

もがみ雛めぐり
戸沢村
角川里山カフェすっぺ
家

2/29（土）
～4/5（日）
（土日祝日のみ）

戸沢村

戸沢村にある角川里山カフェすっぺ家で
は、もがみ雛めぐりとして、お雛様を公開
展示しています。おいしいランチとお雛様
をぜひご堪能ください。なお、カフェは土日
祝日のみの営業となります。イベントなど
で休業の可能性があるため、お問い合わ
せください。
◎時間：11時～15時

戸沢村大字角川582-
1
角川里山カフェすっぺ
家

鈴木（店主）
☎090-9955-0030

朝日町雪山トレッキン
グ

3/1(日) 朝日町

ブナ林を抜けて、朝日連峰の大パノラマを
見に行こう！朝日山岳会員のガイドととも
に春の雪山を満喫できます。
※要予約 参加料1,000円

Ａｓａｈｉ自然観集合

雪まつり実行委員会
朝日町役場総合産業
課
☎0237-67-2113

斜平山カンカン渡り 3/1(日) 米沢市

米沢の西にそびえる斜平山のかた雪の中
トレッキング（方言でカンカン渡り）します。
市内はもちろん、栗子、吾妻、飯豊、朝
日、蔵王などの山々を一望でき、まんさく
の花やふきのとうの春の息吹も楽しめま
す。

愛宕コミュニティセン
ター～地蔵園～山頂
～地蔵園

山形雪文化マイス
ター　加藤真一
☎0238-28-1120

まちなか雛ミュージア
ム

3/1（日）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと交流センターあがらっしゃいを中
心に、毎年好評の人間雛や雛巡りまちあ
るきツアー、雛コンサートなどのイベントの
ほか、現代雛の展示も行います。

ふるさと交流センター
「あがらっしゃい」他町
内展示協力店・事業
所

雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

鶴岡雛物語
3/1（日）
～4/5（日）

鶴岡市

城下町鶴岡で江戸時代より代々受け継が
れた雛人形や雛道具を、展示・公開しま
す。雛菓子づくりや各種体験イベントも開
催されます。また今年から、令和４年に迎
える酒井家入部４００年のプロローグとし
て、鶴岡姫様プロジェクトを開催いたしま
す。致道博物館、龍の湯、丙申堂、旧白
幡邸または庄名神社宝物殿へ入場後、そ
の場で「お姫様になりたいです」とお伝え
頂ければ、鶴岡雛物語関連施設で「お姫
様」と呼んでもらえる姫様缶バッチを先着
でプレゼントいたします。一生の思い出に
鶴岡でお姫様気分をお楽しみください。

荘内神社宝物殿や致
道博物館など、市内
各所

鶴岡市観光物産課
☎0235-25-2111

春うらら、酒田雛街道
3/1（日）
～4/3（金）

酒田市
どんな姿のお雛さまに、出逢えるか。北前
船の寄港地・酒田湊に、一足早い春が訪
れます。

市内観光施設

酒田市観光物産協会
☎0234-24-2233
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

あつみ温泉
湯のまち人形めぐり

3/1（日）
～3/31（火）

鶴岡市

あつみ温泉街の各旅館・商店などでひな
人形を展示します。見学は無料です。
期間中は、集めて抽選会に参加できる人
形めぐりスタンプラリーや限定メニューが
あります。

あつみ温泉地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

東根のひな飾り（東根市） 第15回月山志津温泉雪旅籠の灯り（西川町） 
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ながい雛回廊　山口
家

3/1（日）
～3/31（火）

長井市

趣味として集めていた雛人形が少しずつ
増えていき、自宅の一部を展示会場として
公開するようになりました。評判が口コミ
で広がり、訪れるお客様も年々増えていま
す。国内でも数体しかない江戸時代の名
工人形師二代目原舟月（はらしゅうげつ）
の「古今雛」や雛祭りのルーツであり子ど
もの幸せを祈って作られたと言われ、東北
地方では珍しい「這子」（ほうこ）を展示し
ています。
◎時間：9時～16時

山形県長井市舟場
25-34（山口製作所隣
り）

☎0238-84-2830（山
口）

雛のみち・風流茶会
3/3（火）13時～
やまでら雛のみち2/16
（日）～3/17（火）

山形市
先着100名様にお茶を振る舞います（無
料）。山寺門前町にもお雛様が展示されま
す。

山寺芭蕉記念館
山寺観光協会
☎023-695-2816

羽根沢温泉雛めぐり
3/3（火）
～4/3（金）

鮭川村

羽根沢温泉の3旅館では、昔ながらの雛
人形をロビーに展示しております。3旅館
の雛人形をご覧になった後は、とろっとろ
の湯の日帰り入浴はいかがでしょうか。
◎参加費無料
※日帰り入浴をご希望の場合は、入浴料
金が発生します（各旅館にお問い合わせく
ださい）

鮭川村
羽根沢温泉

加登屋旅館
☎0233-55-2525
ホテル紅葉館
☎0233-55-2081
松葉荘
☎0233-55-2539

天元台高原かんじき
雪上運動会

3/７（土) 米沢市

すべて「輪かんじき」を装着し、4種目（か
んじきタイムレース、かんじきスノーフラッ
グ、かんじきビルドタワー、かんじき綱引
き）の獲得ポイントで勝負します。優勝
チームにはアルブ天元台5名様無料宿泊
券（ご夕食米沢牛ステーキ付）をプレゼン
ト。他にも参加賞があります。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

幸生病送り 3/8（日） 寒河江市

無病息災の願を込め、のぼりを先頭に団
子木や鬼の絵を持ち、太鼓、笛の音にあ
わせ村を練り歩き疫病神を川に流す、幸
生地区に伝わる「百六十年の伝統行事」
です。一般の参加も可能です。
◎受付：9時～9時30分
◎参加料：500円(だんご木や納豆汁の振
る舞い)

幸生ふれあい友遊館
寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

人間国宝奥山峰石
「花器」展

3/14（土）
～7/6（月）

新庄市

人間国宝奥山峰石作品（収蔵作品）の中
から花器として製作された作品を展示しま
す
◎開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
◎休館日：火曜日（火曜日が祝日の場合
は翌日）

新庄ふるさと歴史セン
ター　1F人間国宝 奥
山峰石記念室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

人に話したくなる！な
がい講座中級編 ひも
解く長井の歴史
～義経の歴史と長井
の伝説～

3/15（日） 長井市

知っているようで知らない「長井」のこと、
聞いてみませんか？
◎時間：14時～16時
※講座参加希望の方は旧長井小学校第
一校舎へ講座開催日3日前までにお申し
込み下さい。
※メールでお申し込みの場合は、氏名・住
所・連絡先をお書き添えの上お申し込み
下さい。

旧長井小学校第一校
舎（山形県長井市まま
の上5-3）

旧長井小学校第一校
舎
☎0238-87-1802

やまがた百名山写真
展
 in 県庁

3/16(月)
～3/31（火)

山形市
令和元年度「やまがた百名山」instagram
フォトコンテストの応募作品による写真展
です。

県庁
ジョンダナホール

県みどり自然課
☎023-630-3174

人形石スノーシュート
レッキング

3/20（金・祝）
4/19（日)

米沢市

ガイドとともに、ツガの原生林と春の日差
しを感じながら、標高1,964ｍ中大巓（なか
だいてん）人形石を歩くツアーです。
◎アルブ天元台9時10分集合、13時40分
解散
◎参加料：4,000円（税込）ガイド料、ロープ
ウェイ・リフト往復料、保険料込み（スノー
シュー等レンタル別途あり）
◎定員：20名（最少催行5名）
※開催日3日前17時まで要予約

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

第24回おおくら雪もの
がたり

3/21（土） 大蔵村

大蔵村冬の風物詩。冬の花火大会や幻
想雪回廊、巨大雪だるま『おおくら君26
世』のお目見えなど、盛りだくさん。甘酒や
玉こんにゃくのサービスほか、屋台の出店
など賑わいます。家族みんなで肘折温泉
へお越し下さい。

肘折いでゆ館前広場
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

親子料理教室 3/22（日) 新庄市

内容：ピザと野菜ドレッシングづくり
◎時間：13時～
◎講師：中鉢絵三氏
◎参加費：1組1,200円
◎定員12組(年中～小学生)

新庄市民プラザ3階調
理実習室

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

おらんだの長井検定
2020

3/22（日） 長井市

「おらんだの長井検定」は、長井市の魅力
あふれる歴史・文化・自然などに関する知
識を深め、市内の皆さんをはじめ、観光に
かかわる事業者や観光ガイドの方々に
「おもてなしの心」を高めていただくととも
に、長井市を訪れる観光客の皆様にも長
井を深く知っていただくことで「ながいファ
ン」を増やし、地域を元気にすることを目
的に実施します。
◎時間：10時～11時30分
申込期限：3/13（金）
受験級：2級（中級）、3級（初級）※申込時
に選択してください。
出題形式：公式テキストブック（市ホーム
ページまたは長井商工会議所ホームペー
ジからダウンロード可）から50問出題。四
者択一式で70点以上合格。
詳しくはお問い合わせください。

旧長井小学校第一校
舎（山形県長井市まま
の上5-3）

長井商工会議所
☎0238-84-5394

酒田海洋センター企
画展示

3/24（火）
～６月下旬

酒田市
酒田海洋センター企画展示、外航クルー
ズ船のパネル展示を行います。
◎時間：10時～17時

酒田市船場町
2-5-15

県港湾事務所
港湾振興室
☎0234-26-5636

竜馬山登山 3/28（土） 金山町

竜馬山の物語に耳を傾けながら、早春の
竜馬山に和かんじきで登ります。料金は
1,000円　（中学生以上　10名まで）　おに
ぎり、入浴券つき
※天候により変更する場合があります。

金山町・竜馬山
遊学の森　木もれび
館
☎0233-64-3305

羊毛フェルト教室 3/28（土) 新庄市

◎時間：13時30分～
◎講師：早坂佳子氏
◎参加費：1,000円
◎定員15名

新庄市民プラザ3階創
作実習室

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

親子そば打ち体験教
室

3/29（日) 鶴岡市

親子一緒に朝日産そば粉を使った「そば
打ち体験」はいかがですか。
◎開催時間：午前の部10時～
午後の部13時～
◎参加費：親子で1,500円
◎内容：朝日地域産そば粉を使ってのそ
ば打ちとつゆ造りが体験できます。3人前
が出来がります。基本は持ち帰りとなりま
すが、その場で試食も出来ます。
◎定員：午前・午後とも各8組
◎申し込み期限：3月25日(水)

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

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
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

平塩舞楽

4/2（木)　前日祭　舞楽
奏上　14時～
4/3(金)　例大祭　11時
～　舞楽奏上　13時30
分～

寒河江市

天平時代に始まり、その後幾多の変遷を
経て現在に至っている平塩舞楽は、絶え
て久しい京都舞楽の影響を受けていると
言われており、山形県無形民俗文化財指
定も受けています。舞楽は毎年4/3（金）、
例大祭の幟はためく熊野神社境内で行わ
れます。

平塩熊野神社
平塩熊野神社
☎090-2362-6053
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

まちなか雛めぐり 4/3（金） 金山町
町内の民家に伝わる京雛・享保雛など歴
史的なお雛様や絵図、錦絵などの家宝を
一般公開します。

金山町中心部
金山町観光協会
☎0233-52-2111

吉里吉里忌２０２０
4/11（土）
～4/12（日）

川西町

川西町出身の作家井上ひさし氏を偲ぶ文
学忌。会場の川西町フレンドリープラザに
は、本人の蔵書や資料２２万点を収めた
遅筆堂文庫があります。１１日は井上氏本
人が校長となって毎年開催していた「生活
者大学校」、１２日は縁のあるゲストが
様々な視点から井上氏を語る「吉里吉里
忌」を２日間にわたって開催します。
※詳細は、吉里吉里忌の公式サイトをご
覧ください。

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

馬見ヶ崎さくらラインラ
イトアップ

桜の咲き始め～散り始
め（４月中旬～下旬）

山形市

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

馬見ヶ崎河川敷

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

あつみ温泉朝市
4/1（水）
～11/30（月）

鶴岡市
期間中、毎朝開催します（5時30分～8時
30分）。温海地域の特産品や民芸品等が
並びます。

あつみ温泉朝市広場
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

鼠ヶ関の神輿流し 4/15(水) 鶴岡市

鼠ヶ関の弁天島にある厳島神社の祭典の
クライマックスに、白装束姿の若者が神輿
を担いで威勢良く川に入り水を掛け合う勇
壮なお祭りです。

鼠ヶ関川
鼠ヶ関自治会
☎0235-44-2112

義経上陸の地
鼠ヶ関を歩こう会

4/15（水） 鶴岡市
マリンパークねずがせきを基点に、観光名
所をウォーキングしながら巡ります。

鼠ヶ関地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

緑の募金街頭キャン
ペーン出発式

4/16（木） 山形市
緑化苗木を配布し緑の募金の普及啓発を
図るとともに、街頭で募金活動を行いま
す。

山形県郷土館「文翔
館」前広場

公益財団法人山形県
緑推進機構
☎023-688-6633

しだれ桜の夕べ
4/17（金）
～4/19（日）

天童市

市内中心を流れる倉津川の両岸約1.4km
に枝垂桜が咲き誇ります。開花期間中に
は750ｍにわたってライトアップを行いま
す。19日はライトに照らされた桜並木を歩
く「むかさり行列」等のイベントが幻想的な
雰囲気を演出します。
※ライトアップ期間は4月11日（土）～5月6
日（水）18時30分～22時
※桜の開花状況により変更になる場合が
あります。

倉津川沿い

天童桜まつり実行委
員会（一般社団法人
天童市観光物産協会
内）
☎023-653-1680

さくらんぼ観光果樹園
オープン式

4/17（金） 東根市

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

神町りんご研究所
東根市観光物産協会
☎0237-41-1200

肘折温泉名物朝市（大蔵村） さくらんぼ観光果樹園オープン式（東根市） 
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第６５回天童桜まつり
人間将棋

4/18（土）
4/19（日）

天童市

天童の春を彩る「人間将棋」は、昭和３１
年から行われている一大イベントです。約
２，０００本の桜が咲き誇る舞鶴山を舞台
に、甲冑や着物姿に身を包んだ武者や腰
元たちが将棋の駒となり対局を行います。

舞鶴山山頂

天童桜まつり実行委
員会（一般社団法人
天童市観光物産協会
内）
☎023-653-1680

カヌーで「水没林」をク
リーンアップin飯豊町
白川湖

4/18（土） 飯豊町

水没林のシーズンに先駆けて、カヌーに
乗って白川湖の清掃活動を行います。最
上川の源流行きにある白川湖を清掃し
て、美しい水没林をもっと美しく、きれいな
水を守る活動にご協力ください。参加無料
です。
◎時間：13時30分～15時30分頃

飯豊町白川湖
やまがたアルカディ
ア観光局
☎2038-88-1831

あつみ温泉体験工房
「遊ったりや」

4/18（土）
～11/29（日）

鶴岡市

期間中の土・日・祝日に開店します（10時
～16時15分）。平日でも予約があれば開
店しますのでご相談ください。しな織のし
おり作り・ビーズストラップ作りの各体験の
ほか、しな織製品などの展示・販売等もあ
ります。

あつみ温泉「遊ったり
や」

出羽商工会温海支所
☎0235-43-2411

御堂森イワウチワ観
賞トレッキング

4/19（日） 尾花沢市

春、やまがた百名山御堂森にイワウチワ
鑑賞に出かけよう！標高600mあたりから
数百メートルに渡りイワウチワが登山路中
に咲き乱れる大群落を体感することが出
来ます。残雪あり。参加定員は50名で、参
加費用は1人500円です(昼食(おにぎり)と
保険料等を含む)。終了後には反省会もあ
ります（別途500円）。申込締切は4月12日
(日)です。

〈集合場所〉農家レス
トラン蔵(尾花沢市大
字細野552)

尾花沢市常盤地区公
民館
☎･FAX0237-28-
2122

温海さくらマラソン大
会

4/19（日) 鶴岡市

あつみ温泉を主会場に、海、山、川と豊か
な自然に恵まれた温海地域を駆け抜ける
マラソン大会です。温海川河畔の桜並木
のなか2km、5km、10km、21kmの各コース
を走ります。

温海地域内
温海さくらマラソン大
会
☎070-6614-5030

伊佐沢念仏踊 4/19（日） 長井市

室町時代に、長井市伊佐沢にある「玉林
寺」の落成の時に奉納されたと伝えられ、
県の無形民俗文化財に指定されていま
す。
樹齢1,200年余といわれる「伊佐沢の久保
ザクラ」のもと、地域の人々によって守り
継がれてきました。色とりどりの鮮やかな
衣装も見どころです。
◎時間:15時～

伊佐沢小学校校庭
（山形県長井市上伊
佐沢2027）※伊佐沢
の久保ザクラとなり

伊佐沢コミュニティセ
ンター
☎0238-88-2444

霞城観桜会
桜の咲き始め～散り始
め（４月中旬～下旬）

山形市

山形城跡である霞城公園は、約1,500本
桜を楽しむことができる山形随一の桜の
名所です。開花時期の週末には、筝曲演
奏や野点等の風流なイベントも開催しま
す。

山形市霞城公園

霞城観桜会実行委員
会
☎023‐641‐1212(観
光戦略課内線424)

あつみ温泉温海川河
畔桜ライトアップ

4月中旬
～5月GW※予定

鶴岡市
期間中、日没から午後11時頃まで毎日ラ
イトアップをおこないます。川面にうつる桜
は幻想的です。

あつみ温泉温海川河
畔

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

花の城下町「まつや
ま」探訪

4月中旬 酒田市
城下町の古き良き歴史に触れながら、松
山藩の面影に浸ってみませんか。

松山歴史公園
酒田市松山総合支所
建設産業課産業係
☎0234-62-2611

玉簾の滝ライトアップ 4月下旬※予定 酒田市
落差63メートル幅5メートルにわたり、豪快
に流れ落ちるさまは壮観です。

玉簾の滝
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

愛宕山の桜ライトアッ
プ

4/20(月)
～5/6(水)※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。
◎時間19時～21時

愛宕山周辺
もがみ南部商工会
☎0233-43-2184
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

たかはた咲食楽フェス
ティバル

4/25（土） 高畠町

高畠駅近くの高畠町立第四中学校跡地グ
ラウンドでのお花見イベント。中学校の土
手の桜を眺めながら、大人気キャラクター
ショーのステージ、おいしいものを集めた
高畠横丁などのグルメの数々に高畠町ゆ
るきゃら「たかっき・はたっき」も登場しま
す。今年のお花見もたかはた咲食楽フェ
スティバルで決まり！開催時間は 9時30
分から15時を予定。

今年度から夜の部も予定しており旧高畠
第二中学校グラウンド・屋代小学校体育
館を会場として、緑道の桜をライトアップ
＋屋台の出展が行われる予定です。（17
時～21時）

(昼の部)高畠町立第
四中学校跡地グラウ
ンド
（夜の部）旧高畠町立
第二中学校グラウン
ド・屋代小学校体育館

高畠町役場商工観光
課
☎0238-52-4482

第2回山寺蔵王ウルト
ラマラソン

4/26（日）

山形市、上
山市、山辺
町、中山
町、寒河江
市、天童市

130km、100km、50kmというコース設定の
高難易度のマラソン大会。朝4時に山寺芭
蕉記念館をスタートし、林道から市街地ま
で、全国から集まる鍛え抜かれたランナー
420名が駆け抜けます。沿道からの応援
で、ランナーの背中を押してみませんか。

コース・大会スケ
ジュール詳細は、大会
ホームページをご覧く
ださい。

山寺・蔵王ウルトラマ
ラソン実行委員会（山
寺観光協会）
☎023‐695‐2816
※大会参加エント
リーは締め切りまし
た。

県民の森オープニン
グイベント

4/29（水・祝） 山辺町

森林散策や青空クラフト教室など楽しいイ
ベントいっぱい。ほかにも、ミニＳＬの体験
乗車や昔遊び体験、ふるまい餅、緑のプ
レゼントなどを行います。

森林学習展示館周辺
森林学習展示館
☎023-666-2116

源流の森ＯＰＥＮ
4/29（水・祝）
～11/30（月）

飯豊町

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

源流の森センター
源流の森センター
☎0238-77-2077
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●雛祭り・雛飾り関連(再掲)
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

旧青山本邸ひなまつ
り

2/11（火・祝）
～4/5（日）

遊佐町

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

旧青山本邸
旧青山本邸
☎0234-75-3145

寒河江雛まつり

第１会場　料亭　慈恩
寺陣屋　3/1(日)～4/5
（日）　第２会場　古澤
酒造資料館　3/1（日）
～5/6（水）
協賛会場
寒河江八幡宮参集殿
2/15（土）～4/5（日）

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河江
市には、江戸時代からの絢爛豪華な雛が
残っています。「料亭 慈恩寺陣屋」では、
古今雛を中心に享保から現代まで逸品
400体以上が鑑賞できます。また「古澤酒
造」では古い造り酒屋で紅花商人でもあっ
た古澤家の雛等が展示されるほか、試飲
コーナーも楽しめます。
協賛会場の「寒河江八幡宮参集殿」では、
ひな飾りのルーツとも言われる「京都紫宸
殿飾り」をはじめ、時代ごとに展示された
雛が観賞できます。

料亭　慈恩寺陣屋(大
人600円、中・高生400
円、小学生以下300
円)
古澤酒造資料館(入場
無料、試飲コーナーあ
り)
寒河江八幡宮参集殿
(無料)

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

城下町やまがた雛ま
つり

2/22（土)
～3/15（日）

山形市

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

山形市中心市街地
山形市都市振興公社
☎023-631-0831

亀治のひな人形1,000
体展

2/28（金）
～4/3（金）

庄内町

土人形のお雛様1000体と旧家で代々大
切に守られてきたお雛様が展示されま
す。素朴で独特な味わいを持つ土人形、
一つ一つに時代背景や買い求めた親の
愛情・思いを感じます。

亀の尾の里資料館
和合の里を創る会
☎0234-44-2162

かみのやまの雛祭り

3/3（火）
～4/6(月）
※各施設により開催日
は異なります。

上山市

上山市は古くからの城下町で、御殿雛、
享保雛などの由緒あるお雛様がご覧いた
だけます。
上山城：３/３（火）～４/５（日）
蟹仙洞：3/4（水）～4/6（月）
武家屋敷「旧曽我部家」と楢下宿「山田
屋」：3/20（金・祝）～3/29（日）※地元ボラ
ンティアの方がお客様に湯茶接待のおも
てなしを行います。

上山城、蟹仙洞、武家
屋敷（旧曽我部家）、
楢下宿（山田屋）

上山市観光課
☎023-672-1111
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

段々ロングなひなまつ
り

3/18（水)
～3/22（日）

村山市

ホールを囲むように設置された約50mの
雛壇に並んだおよそ5,000体の雛人形は
迫力満点です。匠の技が光る雛人形の
他、市内園児の可愛らしい手作り雛人形
もぜひご覧ください。

甑葉プラザ(甑葉ホー
ル)

村山市ひなまつり実
行委員会
☎0237-55-2111

大江のひなまつり
3/27（金）
～3/29（日）

大江町
最上川の舟運文化によってもたらされた
時代雛を、趣きのある建物の中で堪能す
ることができます。

大江町内５会場
大江のひなまつり実
行委員会
☎0237-62-2139

瀬見温泉 春の宴「ひ
なまつり」

3/29（日）
～4/5（日）

最上町

享保(きょうほう)雛(びな)や現代雛など、江
戸時代から現代までの時代を彩る人形が
飾られます。会場は華やかな雰囲気に包
まれています。
10時～16時（最終日は午前中のみ）

瀬見公民館（旧瀬見
小学校）

瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

大石田ひなまつり
4/2（木）
4/3（金）

大石田町

大石田ひなまつりは、旧家のお雛様を巡
る昔ながらの「おひな見」が特徴です。各
自宅展示での「おもてなし」をお楽しみくだ
さい。

大石田町本町通り他
大石田ひなまつり実
行委員会
☎0237-35-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

東根のひな飾り
①1/20（月）～4/3（金）
②2/14（金）～4/3（金）

東根市

①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。
②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

天童雛飾り
2/7（金）
～3/22（日）

天童市

豪華な衣装を身にまとった享保雛や古今
雛、押絵雛たちが天童市内各所に展示さ
れるほか、雛菓子づくり体験、紙芝居など
のイベントがあります。また、キャンペーン
期間中のスタンプラリーでは「天童温泉ペ
ア宿泊券」など素敵な賞品が抽選で当た
ります。

天童織田の里歴史館
(天童市立旧東村山郡
役所資料館）ほか

天童雛飾り実行委員
会（天童市商工観光
課内）
☎023-654-1111

やまのべ雛人形展
2/15（土）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の時
代雛を多数展示しています。雛の特徴や
違いについてのガイドも可能です。ぜひお
楽しみください。

ふるさと資料館
雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

大石田雛人形展
2/22(土)
～4/5(日)

大石田町
江戸時代最上川舟運でもたらされた享保
雛、古今雛を展示いたします。

大石田町立歴史民俗
資料館

大石田町立歴史民俗
資料館
☎0237-35-3440

尾花沢のおひなさま
2/27（木）
～3/24（火）

尾花沢市
尾花沢に代々伝わる「お雛さま(古今雛･
享保雛･押し絵雛)」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

もがみ雛めぐり
戸沢村
角川里山カフェすっぺ
家

２/２９（土）
～４/５（日）
（土日祝日のみ）

戸沢村

戸沢村にある角川里山カフェすっぺ家で
は、もがみ雛めぐりとして、お雛様を公開
展示しています。おいしいランチとお雛様
をぜひご堪能ください。なお、カフェは土日
祝日のみの営業となります。イベントなど
で休業の可能性があるため、お問い合わ
せください。
◎時間：11時～15時

戸沢村大字角川582-
1
角川里山カフェすっぺ
家

鈴木（店主）
☎090-9955-0030

まちなか雛ミュージア
ム

3/1（日）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと交流センターあがらっしゃいを中
心に、毎年好評の人間雛や雛巡りまちあ
るきツアー、雛コンサートなどのイベントの
ほか、現代雛の展示も行います。

ふるさと交流センター
「あがらっしゃい」他町
内展示協力店・事業
所

雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

鶴岡雛物語
3/1（日）
～4/5（日）

鶴岡市

城下町鶴岡で江戸時代より代々受け継が
れた雛人形や雛道具を、展示・公開しま
す。雛菓子づくりや各種体験イベントも開
催されます。また今年から、令和４年に迎
える酒井家入部４００年のプロローグとし
て、鶴岡姫様プロジェクトを開催いたしま
す。致道博物館、龍の湯、丙申堂、旧白
幡邸または庄名神社宝物殿へ入場後、そ
の場で「お姫様になりたいです」とお伝え
頂ければ、鶴岡雛物語関連施設で「お姫
様」と呼んでもらえる姫様缶バッチを先着
でプレゼントいたします。一生の思い出に
鶴岡でお姫様気分をお楽しみください。

荘内神社宝物殿や致
道博物館など、市内
各所

鶴岡市観光物産課
☎0235-25-2111

あつみ温泉
湯のまち人形めぐり

3/1（日）
～3/31（火）

鶴岡市

あつみ温泉街の各旅館・商店などでひな
人形を展示します。見学は無料です。
期間中は、集めて抽選会に参加できる人
形めぐりスタンプラリーや限定メニューが
あります。

あつみ温泉地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

春うらら、酒田雛街道
3/1（日）
～4/3（金）

酒田市
どんな姿のお雛さまに、出会えるか。北前
船の寄港地・酒田湊に、一足早い春が訪
れます。

市内観光施設

酒田市観光物産協会
☎0234-24-2233
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ながい雛回廊　山口
家

3/1（日）
～3/31（火）

長井市

趣味として集めていた雛人形が少しずつ
増えていき、自宅の一部を展示会場として
公開するようになりました。評判が口コミ
で広がり、訪れるお客様も年々増えていま
す。国内でも数体しかない江戸時代の名
工人形師二代目原舟月（はらしゅうげつ）
の「古今雛」や雛祭りのルーツであり子ど
もの幸せを祈って作られたと言われ、東北
地方では珍しい「這子」（ほうこ）を展示し
ています。
◎時間：9時～16時

山形県長井市舟場
25-34（山口製作所隣
り）

☎0238-84-2830（山
口）

雛のみち・風流茶会
3/3（日）13時～
やまでら雛のみち2/16
（日）～3/17（火）

山形市
先着100名様にお茶を振る舞います（無
料）。山寺門前町にもお雛様が展示されま
す。

山寺芭蕉記念館
山寺観光協会
☎023-695-2816

羽根沢温泉雛めぐり
3/3（火）
～4/3（金）

鮭川村

羽根沢温泉の3旅館では、昔ながらの雛
人形をロビーに展示しております。3旅館
の雛人形をご覧になった後は、とろっとろ
の湯の日帰り入浴はいかがでしょうか。
◎参加費無料
※日帰り入浴をご希望の場合は、入浴料
金が発生します（各旅館にお問い合わせく
ださい）

鮭川村
羽根沢温泉

加登屋旅館
☎0233-55-2525
ホテル紅葉館
☎0233-55-2081
松葉荘
☎0233-55-2539

まちなか雛めぐり 4/3（金） 金山町
町内の民家に伝わる京雛・享保雛など歴
史的なお雛様や絵図、錦絵などの家宝を
一般公開します。

金山町中心部
金山町観光協会
☎0233-52-2111
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チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/14（土）18：00～
3/15（日）14：00～

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
☎023-664-3647

モンテディオ山形 3/18（水）19：00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS 大宮アルディージャ
NDソフトスタジアム山
形

（株）モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 4/4（日）14：00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS 東京ヴェルディ
NDソフトスタジアム山
形

（株）モンテディオ山
形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/4（土）18:00～
4/5（日）16:30～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 仙台89ERS 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3647

モンテディオ山形 4/19（日）14:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS 栃木SC
NDソフトスタジアム山
形

（株）モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 4/29（水・祝）14:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS ジェフユナイテッド千葉
NDソフトスタジアム山
形

（株）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

SERENADE in
BUNSHOKAN～山響
ストリングスシリーズ
2019vol.3～

3/5（木）19：00～ 山形市

「アナと雪の女王」をはじめとしたス
クリーンの名曲や、24才で夭折したル
クーの「弦楽のためのアダージョ
Op.3」、若きヤナーチェクの旋律美
「牧歌」を演奏します。

文翔館
山響チケットサービス
☎023-616-6607

オーケストラの日2020

3/8（日）
11:30～
オーケストラ探検＆ミニ
コンサート
16：00～
コンサート

山形市
山響新メンバーと紡ぐ４つのコンチェ
ルト&おもちゃで奏でる交響曲をお楽
しみいただけます。

ホテルメトロポリタン山
形

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第283回定期演奏会
3/14（土）19：00～
3/15（日）15：00～

山形市

＂立ち上がるロマンティシズム＂世界
を翔る神尾真由子 チャイコフスキー
で魅せる！＆常任指揮者阪哲朗の
シューマン傑作交響曲。
※3/15(日)は完売しました。

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-625-2204

山形交響楽団サンク
スコンサート2020

3/18（水）19：00～ 天童市

指揮：藤岡幸夫
管弦楽：山形交響楽団

・ヨハン・シュトラウスⅡ世/ワルツ
「春の声」
・スメタナ/交響詩「モルダウ」
ほか演奏予定。

天童市市民文化会館
山響チケットサービス
☎023-616-6607

ファンタジックコンサー
ト

3/20（金）14：00～ 山形市

・さんぽ
・おもちゃのチャチャチャ
・ありがとうの花
ほか演奏予定。親子で楽しめる曲が盛
りだくさんです。

山形市民会館
山形市民会館
☎023-642-3121

●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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チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第28回鶴岡公演 3/25（水）19：00～ 鶴岡市
ドイツの歌劇場で培った伝統が鶴岡の地
に！阪＆円熟の梯が奏でるドイツ・オース
トリア音楽の王道

荘銀タクト鶴岡（鶴岡
市文化会館）

山響チケットサービス
☎023-625-2204

開館記念コンサート
小曽根 真×山形交響
楽団

3/29（日）16：00～ 山形市

国際的に活躍を続けるジャズピアニスト・
小曽根真、地域に根ざした活動で県民に
愛されるオーケストラ・山形交響楽団が開
館記念を彩ります。
・モーツァルト／ピアノ協奏曲 第23番 イ長
調 K.488
・小曽根 真／ピアノ協奏曲「もがみ」(合唱
付き)　　ほか演奏予定。

やまぎん県民ホール
やまぎん県民ホール
☎023-664-2204

新国立バレエ団「白鳥
の湖」

4/4（土）14：00～ 山形市
東北初公演！山形の新たな文化芸術拠
点で、三大バレエの一つをお楽しみくださ
い。

やまぎん県民ホール
やまぎん県民ホール
☎023-664-2204

第284回定期演奏会
4/11（土）19：00～
4/12（日）15:00～

山形市

19-20世紀管弦楽の祭典。ミュンヘン国際
コンクールの覇者ミリシェーが山響に初登
場します。
・トマジ/トロンボーン協奏曲
・バルトーク/管弦楽のための協奏曲
ほか演奏予定。

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

ドラゴンクエストの世
界

4/29（水・祝）15：00～ 山形市

山形交響楽団がお贈りする壮大なドラゴ
ンクエストの世界。心躍る名曲の数々を
オーケストラの生演奏でお楽しみくださ
い。

やまぎん県民ホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607
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