
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

月の沢温泉北月山荘
名水そばまつり

9/6(日)、20(日)
10/11(日)、25(日)
いずれも11:00～14:00

庄内町

10割手打ちそば(60食限定)、季節の天ぷ
ら(別料金)等を販売します。なお、北月山
荘の温泉は、県内で3カ所のみの希少な
酸性泉となっておりますので、ぜひ併せて
ご入浴ください。

月の沢温泉北月山荘

庄内町観光協会 (立
川総合支所立川地域
振興係)
☎0234-56-2213

街なか賑わいフェス
ティバル2020

10/10（土）～10/31(土) 山形市

山形の「秋」の食をテーマにしたメニューな
どを楽しみながら、参加店舗を巡るスタン
プラリーです。
※例年実施している歩行者天国は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため行い
ません。

山形市中心市街地

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

第108回南陽の菊まつ
り

10/16（金）～11/8（日） 南陽市

第108回南陽の菊まつりは規模を縮小し
菊花品評会は開催せず、宮内会場のみと
して菊人形１景（巫女）と玉菊を設置しま
す。

宮内会場（熊野大社
周辺）

南陽市菊まつり実行
委員会
☎0238-40-3211

やまがたフラワーフェ
スティバル2020

10/17(土)～10/18(日) 鶴岡市

県内最大の花き品評会です。入賞作品を
ご覧ください。
10/17（土）　10:00～16:00
10/18/（日）　10:00～14:00

小真木原総合体育館
園芸農業推進課
☎023-630-2282

第52回最上町総合芸
術文化祭

10/24（土）
～10/28（水）

最上町

コロナウイルス感染拡大の影響で舞台発
表及び茶道発表は残念ながら中止を決定
しましたが、町民による一般公募展及び
芸文協加盟団体による合同展示発表につ
いては感染防止対策を講じたうえで同時
開催いたします。特別展として金山町在住
の樋口勝也氏による彫刻作品8体も展示
予定であるため、あらゆる分野の芸術が
一堂に会します。
時間：9：00～20：00（最終入場は19：30）
※マスク着用、アルコール消毒、入場制
限等にご協力をお願いします。

最上町中央公民館
最上町教育委員会文
化芸術係
☎0233-43-2350

出羽街道路乃茶屋
「キラリ」紅葉まつり

10/24（土）、25（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

温海嶽閉山祭
紅葉のブナの森登山
会

10/25（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。下山後は、温泉入浴があり
ます。

温海温泉熊野神社拝
殿前集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

温海農林水産まつり 10月下旬 鶴岡市
地元の農協、森林組合、漁協が特産物の
紹介と直売を行います。

道の駅「あつみ」しゃり
ん

道の駅「あつみ」しゃ
りん
☎0235-44-3211

秋の太陽館まつり 10月（開催検討中） 高畠町

高畠町の玄関口ＪＲ高畠駅併設の太陽館
で開催されます。ステージイベントやフー
ドコーナーでゆったりと秋の味覚を満喫く
ださい。

太陽館
（一社）高畠町観光協
会
☎0238-57-3844

ゆうきの里さんさんま
つり

10月（開催検討中） 高畠町

全国に知られる有機農業の盛んな里『上
和田』の地に立つゆうきの里さんさんで、
有機野菜をはじめとする農産物の直売や
新米の食べ比べセットなど高畠町の秋の
味覚をお楽しみください。

ゆうきの里さんさん
ゆうきの里さんさん
0238-58-3036

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2020年9月・10月イベントカレンダー
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●イベント 令 和 2 年 9 月 2 日

イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

新庄藩御用窯「新庄
東山焼」の歴史を辿
る！

5/18（月）～9/22（火・
祝）

新庄市

初代から現在までの涌井家窯人の作品を
通し新庄東山焼の歴史を辿ります。
期間：5/18（月）～9/22（火・祝）
開館時間：9:00～16:30（16:00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歴史民俗資
料展示室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

山形まるごと市（高瀬
会場 軽トラ市）

6月～10月の第2・第4
日曜日

山形市
採れたて新鮮な野菜や山菜、木工品が軽
トラの荷台に並びます

べにばなトンネル高瀬
側出口から北へ約
1km

山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

月山あさひサンチュア
パークオートキャンプ
場

6/21(日)～10月末頃 鶴岡市

オートキャンプ場で思いっきり夏休みを楽
しもう！！
・オートキャンプ1サイト通常：4,200円
・オートキャンプ1サイト(7/20～8/23、7.8.9
月の土曜・祝日の前日)：5,500円、フリー
サイト：2,100円
・デイキャンプ1サイト(日帰り9:00～16:00)：
1,550円
キャンプ場ご利用の方特典情報！
【無料】
①夏野菜もぎとり放題、
②中台池のブナ林散歩
③星空観察
【有料】
100円：スケートランプ、スラックライン
1,000円：本格ピザ窯利用料1時間(薪代
込）
※要予約。生地、具材はご持参ですが販
売もあります。

月山あさひサンチュア
パークオートキャンプ
場

月山あさひサンチュ
アパーク
☎0235-54-6606

『やまがた景観物語』
写真コンテスト

7/1(水)～1/31(日) 全市町村

ビューポイント60から撮影した風景写真を
募集します。
詳しくは、『やまがた景観物語』ホーム
ページ
http://yamagata-keikanmonogatari.com/

ビューポイント60
県県土利用政策課
☎023-630-2581

夏の里山クアオルト
空色（そらいろ）・暮色
（くれいろ）ウォーキン
グ

7/1(水)～10/18(日)

空色ウォーキング
集合　　　9:50
スタート　10:00
終了　　　12:00

暮色ウォーキング
集合　　　14:00
スタート　14:15
終了　　　15:45

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。
標高1,000メートルの「蔵王高原坊平」は夏
でも涼しく快適。ミズナラの森を抜け、蔵王
の伏流水が湧き出る、お清水（しず）の森
へ、パワースポットで心も体もチャージしま
しょう。
◆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15:00まで無料／前
日15:00以降当日100％
◆申込締切：前日15:00まで
◆最小催行人数：2名

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9:00～17:00
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

たかはた風景街道
フォトコン

夏　7/1～9/30
秋　10/1～12/31
冬　1/1～3/31
春　4/1～6/30

高畠町

町内の「四季の風景」「未来に残したいと
思う風景」「おすすめの場所・モノ・イベン
ト」をテーマに、町の魅力を伝える写真を
instagramで募集します。
優秀作品には季節賞・年間賞を贈呈！

高畠町
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村
特別企画展
昆虫大集合「むしむし
展」

7/4(土)～11/8(日) 鶴岡市

＊場所 道の駅「月山」・月山あさひ博物
村　文化創造館
＊時間　9:00～17:00
＊入館料：大人（高校生以上）500円、小
中学生300円、３歳以上小学生未満100
円、ファミリー券700円（大人1名+小中学
生1名）・500円（大人1名+幼児1名）

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
文化創造館

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
文化創造館
☎0235-53-3411

『やまがた景観物語』
スマホスタンプラリー

7/20(月)～1/20(水) 全市町村

ビューポイント60にて、スマートフォンでス
タンプを取得していただき、県内「道の駅」
特産品が当たる抽選に応募することがで
きます。
詳しくは、『やまがた景観物語』ホーム
ページ
http://yamagata-keikanmonogatari.com/

ビューポイント60
県県土利用政策課
☎023-630-2660

本山慈恩寺
悠遠なる平安の美仏

7/23(木・祝)～
10/25(日)

寒河江市

聖武天皇の勅命により西暦746年に開基
された慈恩寺には、国家安寧を願い、平
安・鎌倉期の仏像が数多く安置されてい
ます。この度は、約800年前に奈良で作ら
れた国指定重要文化財26躯をはじめとす
る歴史的に重要な仏像群を拝観できる特
別展です。時を超えて守り継がれた優雅
な仏像をご拝観ください。

本山慈恩寺
本山慈恩寺 寺務所
☎0237-87-3993

かみのやまワインを楽
しもうキャンペーン！

8/1（土）～9/30（水） 上山市

「かみのやまテロワール」や「上山産ぶど
うを使ったワイン」をご購入の方に、抽選
で50名様に市内ワイナリーのワインをプレ
ゼント！

対象店舗は上山市役所や観光物産協会
ホームページで確認できます。

上山市内対象店舗

かみのやまワインの
郷プロジェクト
☎023-672-1111
（内線184）

とざわフォトコンテスト
2020

8/1（土）～
11/30（月）

戸沢村

とざわフォトコンテスト2020開催します。最
大賞金5万円、テーマは「魅力発見！とざ
わ村の旅」です。戸沢村を旅したくなるよう
な作品をお待ちしております。詳細は戸沢
村観光物産協会のHPをご覧ください。

応募先
戸沢村観光物産協会
戸沢村古口２７０

戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

観光ぶどう園オープン 8/1(土）～ 南陽市

南陽市は山形県ぶどう発祥の地と言われ
ており、約300年の栽培歴史があります。
市内には4つの観光ぶどう園があり、8月
上旬から10月中旬までぶどう狩りを楽しむ
ことができます。
※今後の状況によって実施しない可能性
もあります。

市内観光ぶどう園
南陽市観光協会
☎0238-40-2002

観光で健康　たかはた
Fun Fun Walk

8/1(土)～10/31（土） 高畠町
高畠町を出発地点とし、8000歩を目標歩
数とし、達成された方に特典をプレゼント
します。

受付
太陽館
道の駅たかはた

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

たかはた風景街道　ス
マホスタンプラリー

8/1(土)～10/31（土） 高畠町

高畠町の観光地を巡るスマホスタンプラ
リー。町内12か所のチェックポイントにあ
るQRコードを4か所分集めると豪華賞品
の抽選ができます。

高畠町観光施設各所
高畠町観光協会
☎0238-57-3844
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

川西ダリヤ園
Instagramフォトキャン
ペーン

8/1(土)～
11/4(水)12:00

川西町

川西ダリヤ園で撮影したダリアの写真を
Instagram上で募集します。優秀作品を投
稿された方には、豪華賞品をプレゼントし
ます。

○参加方法
①川西ダリヤ園の公式Instagramアカウン
ト（@kawanishi_dahlia_park）をフォロー
②園内で撮影したダリアの写真を「＃ダリ
ヤモンドジュビリー」と付けて投稿

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

川西ダリヤ園 8/1(土)～11/3(火・祝） 川西町

650種、10万本のダリアの花が咲き誇る日
本最大規模の観光ダリア園です。園内で
は、お気に入りの花を間近で写真撮影で
きます。また今年は、開園60周年を迎え、
記念イベント等を開催します。

・営業時間
9:00～18:00（10月以降は日没閉園）

・料金
大人550円　小人(小学生)220円
※8月は小人（小学生）は無料

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

人間国宝・奥山峰石
受賞作品展

8/22（土）
～11/23（月・祝）

新庄市

人間国宝 奥山峰石作品の中から受賞作
品を展示紹介します。
期間：8/22（土）～11/23（月）
開館時間：9:00～16:30（16:00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

川西ダリヤ園　新品種
ダリア命名会

9/1(火)～9/22(火・祝) 川西町

川西ダリヤ園で生まれた新品種ダリア3品
種の名前を来園したお客様に募集しま
す。名前を選ばれた方には、ダリアの花束
と記念品をプレゼントします。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

「あるほなつき」過去・
現在・未来展

9/3(木)～10/31(土) 新庄市

山形県を中心に表現活動をしているユ
ニット「あるほなつき」の世界が楽しめる展
示です。
入館：無料
開館時間：9:00～17:00
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

川西ダリヤ園総選挙
2020

9/4(金)～10/18(日) 川西町

川西ダリヤ園内全てのダリアを対象に、来
園したお客様にお気に入りのダリアを選ん
で投票いただき、人気ナンバー１のダリア
を決定します。なお、投票いただいた方の
中から、抽選で記念品をプレゼントしま
す。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

山形まるごと市（山寺
会場）

9月・10月の土日祝日 山形市
新鮮な野菜や果物はもちろん、たくさんの
種類の山菜や昨秋の味覚をぎゅっと凝縮
したジュースも絶品です。

山寺宝珠橋公園
山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

「善次郎と一水会の仲
間たち」展

9/5（土）～12/6（日） 新庄市

画伯の表現活動の主体的な場で、長く委
員を務めた「一水会」。一水会出品作家と
のコラボにより、故郷をこよなく愛した画伯
の温かさに触れます。
期間：9/5（土）～12/6（日）
開館時間：9:00～16:30（16:00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洋画家 近岡善
次郎記念室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

いいでみらいマルシェ
9/5（土）
8:00～10:00

飯豊町

新鮮な野菜やお花、ハンドメイド品の販売
などが行われます。飲食店も多数出店！
会場でブランチをお楽しみください。お楽し
み抽選会も開催されます。ご来場の際
は、マスクとエコバックの持参にご協力く
ださい。

HOTEL SLOW
VILLAGE周辺

NPO法人みらいいで
☎090-5183-9506

山形まるごと市（蔵王
温泉会場）

9月の毎週日曜日
10/4（日）,11（日）

山形市
やまがたの地元の採れたて新鮮な野菜や
果物やジャム等の加工品のほか、湯花な
どのお土産も人気です。

蔵王温泉高湯通り（緑
屋駐車場）

山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

tsukutsukuマルシェ
9/6(日)
10/4（日）

新庄市

ワークショップ中心の出店者が集うマル
シェ。ご来場の際は、新型コロナウイルス
感染症予防対策に十分ご留意ください。
時間：10:00～15:00

エコロジーガーデン
エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

「山形青菜」の栽培体
験と置賜地域の郷土
料理づくり体験

9/6(日)・11/3(火・祝) 川西町

在来野菜「山形青菜」栽培体験と、山形青
菜を使用した置賜地域の郷土料理づくり
体験です。2回講座となっていますが、両
方、または各回ごとの参加も可能です。

川西町交流館「あい
ぱる」集合

やまがた里の暮らし
推進機構
☎0238-54-3006

くるくるシルクDX公演
「笑いと驚きのとんで
もサーカスデラック
ス！！」

9/6(日) 川西町

開演　14:00(開場:13:00)
定員　350名
料金　一般:1,000円、PLA's会員:800円、
　　　　小学生～高校生:500円、
         未就学児:300円
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ホール

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

大人のための夜の図
書館Vol.21　「かこさと
し作品を読む」

9/9(水) 川西町

時間　19:00～
定員　20名
料金　無料
コーディネーター 金子聡子（絵本キュ
レーター）
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町立図書館（川
西町フレンドリープラ
ザ内）

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

ひじおりの灯 9/12（土）～10/11（日） 大蔵村

約2ヶ月をかけて制作された灯籠は、肘折
の旅館や商店とアーティストたちの想いが
こもった灯りとなり、約20の灯籠が夜の温
泉街を彩ります。秋の夜の温泉街を歩き
アートの灯りをぜひご鑑賞ください。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

一箱古本市in川西プ
レゼンツ　「地図を歩
く」

9/12(土) 川西町

地図研究家の今尾恵介氏によるトークイ
ベントを開催します。

時間　19:00～20:30
定員　20名
料金　1,000円(クッキー付き)
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

遅筆堂文庫（川西町フ
レンドリープラザ内）

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

土器づくり 9/12(土） 鶴岡市

粘土を利用して縄文土器づくりを体験しよ
う！
時間：9:00～15:00
参加費：300円(粘土2ｇｋの代金。追加購
入も可能です)
持物：汚れても良い服装、マスク、エプロ
ン、タオル等
定員：15名(要予約)
申込期限：9/7(水)※定員になり次第締切
【土器野焼き】は10/17（土）を予定

創造の森交流館
創造の森交流館
☎0235-62-2655

一箱古本市in川西プ
レゼンツ　「本でつな
がる町と人」

9/13(日) 川西町

南陀楼綾繁氏（ライター・編集者）と佐藤
雄一氏（北書店店主）によるトークイベント
を開催します。

時間　14:00～15:30
定員　20名
料金　1,000円（クッキー付き）
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ギャラリー

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

①山形県郷土館「文
翔館」のライトアッ
プ

②「旧米沢高等工業
学校本館」のライト
アップ

③「上山城」のライ
トアップ

9/18(金)～24(木)
①山形市
②米沢市
③上山市

　9/21は「世界アルツハイマー
デー」、また、9月は「世界アルツハ
イマー月間」です。
認知症への理解を進めるきっかけとし
て、県内文化財3カ所をオレンジ色に
ライトアップします。
　なお、9/21を中心に全国のランド
マークや庁舎等でも認知症オレンジラ
イトアップされ、各地の様子がネット
で生中継されます。
※YouTubeライブ「Live！ライトアッ
プ2020」
日時：9/21（月・祝）18:40～19:20
（予定）

①文翔館
②旧米沢高等工業
学校本館
③上山城

認知症の人と家族の
会山形県支部
☎023-687-0387

農大市場 9/19（土） 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

肘折夜市 9/19（土） 大蔵村

「朝市があるなら夜市があっても・・・」「肘
折は夜が寂しくて・・・」そんな声にこたえま
した。夜屋台が連なり、日によって変わる
肘折の夜の賑わいをお楽しみください。
時間：17：00～21：00

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

旬だ!!!寄ってけ
とざわＭＵＲＡ市

9/19（土）～10/25（日）
の土日祝日

戸沢村

とざわＭＵＲＡ市は、戸沢村の特産品や加
工品を販売するイベントです。
会場：高麗館・戸沢藩船番所・白糸の滝ド
ライブイン・川の駅くさなぎ 時間：9:00～
16:00

戸沢村内
観光施設

戸沢村まちづくり課
☎0233-72-2152

里山散策ウォーキン
グ

9/19(土) 鶴岡市

山や日本海、足元の山野草を愛でなが
ら、初秋の里山をゆっくりと歩きます(6km
程度)
時間：9:30～12:00
参加費：無料
持ち物：マスク・履き慣れた靴・飲み物・汗
拭きタオル

創造の森交流館周辺
創造の森交流館
☎0235-62-2655

観光くり園オープン 9/19(土)～10月中旬 鶴岡市

＊時間：10:00～16:00
＊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)

大梵字(月山あさひ振
興公社)
☎0235-53-3413

kitokitoマルシェ 9/20(日) 新庄市

毎月テーマが変わり、生産者と会話を楽し
むマルシェ。ご来場の際は、新型コロナウ
イルス感染症予防対策に十分ご留意くだ
さい。
時間：10:00～19:00
※出店は15:00までとなっております。
※18:00から盆踊りの開催を予定しており
ます。

エコロジーガーデン
エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

川西ダリヤ園開園60
周年シンボルデー

9/21(月・祝) 川西町

昭和35年9月21日の開園から60周年の記
念日。来園者とともに「60」をモチーフにし
た大きなダリアのアレンジを作ります。先
着2,000名にオリジナルグッズをプレゼント
します。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

2020日本現代戯曲
「名作シリーズ」Vol.1
「今は昔、栄養映画
館」

9/22(火・祝) 川西町

開演　14:00(受付　13:15　　開場　13:30)
定員　350名
料金 応援チケット 4,000円(オリジナル
手ぬぐい付）
　　　　一般　3,000円
　　　　PLA's会員　2,500円
　　　　30才以下　2,000円
　　　　学生　1,000円
　　　　(当日　各500円増し
　　　　　　　　※応援チケットは割増なし）
出演　松崎　太郎
　　　渡部　ギュウ
主催　YONEZAWA GYU OFFICE
共催　川西町フレンドリープラザ
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ホール

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

川西町ダリア展 9/24(木)～25(金) 川西町
山形銀行本店にダリアのアレンジメントが
展示されます。アレンジによりさらに華や
かになったダリアをお楽しみください。

山形銀行本店

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

駅からサイクリング 9/26（土） 高畠町

高畠駅を起点に、町内の景色を楽しみな
がらサイクリングします。町の観光地に設
置される休憩所では、町自慢の秋の味覚
を存分に楽しむことができます。

高畠駅等
高畠町役場商工観光
課
0238-52-4482

プラザの座楽Vol.8
「笑いと健康～ストレ
ス社会で生きる意味を
改めて考える～」

9/26(土) 川西町

時間　14:00～15:30
定員　30名
料金　500円
講師 高橋潤(公立置賜総合病院総合診
療科診療部長)
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ホール

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

秋を染めよう草木染2
ｄａｙ

9/26（土）、27（日） 鶴岡市

クリのイガ・サクラの木を煮出した色で、ス
カーフ大の布を染めます。
集合時間：9:30
参加費：大人2,000円/子供800円(布1枚)
※子供は中学生まで
定員：各日10名程度
申込期限:9/20(日)※定員になり次第締切

月山ビジターセンター
月山ビジターセンター
☎0235-62-4321

蔵王ペンション村オー
プンガーデン～山の
秋の庭～

9/27（日）～10/4（日） 上山市

各ペンションが自慢のお庭を公開します。
雑木林の紅葉と庭の調和がひときわ美し
い時です。西日が木々の間を通り抜け、
秋明菊やススキを照らしだします。秋色に
変わった庭は落ち着いた時間を与えてく
れます。

期間中は、花苗や雑貨の販売、カフェ営
業を行っているペンションもあります。爽や
かなペンション村でごゆっくりお過ごしくだ
さい。

蔵王ペンション村
ペンションブラウン☎
023-679-2970

米沢信用金庫ダリア
展

9/30(水)～10/1(木) 川西町
米沢信用金庫本店にダリアのアレンジメ
ントが展示されます。アレンジによりさらに
華やかになったダリアをお楽しみください。

米沢信用金庫本店

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

第67回東北ダリヤ名
花展

10/2(金)～10/4(日) 川西町
日本最大規模のダリア品評会。愛好家達
が丹精込めて育てた高品質のダリアをお
楽しみください。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

名雪祥代カルテット
feat.渡邊滉介　「What
a Wonderful Jazz
Trip」

10/3(土) 川西町

開演　18:30(開場　18:00)
定員　30名
料金　一般　2,000円
　　　PLA's会員　1,500円
　　　高校生以下　1,000円
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ロビー

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

今神山と大蔵鉱山を
巡る歴史街道トレッキ
ング

10/4（日） 戸沢村

戸沢村角川を出発し御池、今神温泉跡
地、番所峰、大蔵鉱山跡を巡り、大蔵村肘
折温泉に到着するトレッキングです。
参加料金：3000円（昼食付き）
申込先：NPO法人田舎体験塾つのかわの
里
（ＦＡＸ・☎）0233ｰ73ｰ8051
申込締切：9月25日（金）17時

戸沢村角川
旧戸沢村中学校

ＮＰＯ法人田舎体験
塾つのかわの里
☎0233ｰ73ｰ8051

六十里越街道トレッキ
ングと
山ぶどうジュース作り

10/4(日) 鶴岡市

＊集合場所：月山あさひ博物村
＊集合時間：9:00(13:00解散予定)
＊コース：田ノ頭林道周遊
＊持ち物：山歩きできる服装、靴、飲み
物、雨具、ハサミ、等
＊料金：大人2,000円、中学生以下1,000
円(保険料、ガイド料、山ぶどうジュース作
り体験料、昼食代他)
＊定員：先着11名(9/27締め切り)
＊申込先：あさひむら観光協会

あさひむら観光協会
あさひむら観光協会
☎0235-53-3411

ダリアいけばな展 10/10(土)～10/11(日) 川西町
いけばな小原流米沢支部による花展。い
けばなによって華やかになったダリアをお
楽しみください。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

令和2年度(第1回)山
形のうまいもの「ファイ
ンフードコンテスト」～
山形のこだわり加工
食品大集合！～一般
試食会

10/15(木） 山形市

ブランド力のある県産農林水産物を使用
した、「山形ならでは」の加工食品が大集
合。エントリー商品約100品目（一口サイ
ズ）をご試食できます。

ホテルメトロポロタン
山形

やまがた食産業クラ
スター協議会
☎023-679-5081

プラザ寄席Vol.34　春
風亭一之輔独演会

10/16(金) 川西町

開演　19:00(開場　18:00)
定員　350名
料金　一般　3,000円
　　　PLA's会員　2,800円
　　　高校生以下　1,500円
　　　(当日券の販売はいたしません)
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ホール

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

kitokitoマルシェ 10/18（日） 新庄市

毎月テーマが変わり、生産者と会話を楽し
むマルシェ。ご来場の際は、新型コロナウ
イルス感染症予防対策に十分ご留意くだ
さい。
時間：10時～15時

エコロジーガーデン
エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

摩耶山山閉じ・秋の登
山会

10/18（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

よねおりかんこうセン
ター　チサンマーケット

１０月中旬 高畠町

地元の生産者が、お客様へ直接販売いた
します。また日替わりの音楽のイベント
や、子どもさん向けの縁日コーナー等もご
用意しております。

よねおりかんこうセン
ター

よねおりかんこうセン
ター
☎0238-57-2140

令和2年度関川しな織
と地域産物販売会

10/24（土）、25（日） 鶴岡市
しな織製品の展示販売、しな織体験、地
元で生産された農産物等の販売を行いま
す。

関川しな織センター周
辺

関川しな織センター
☎0235-47-2502

キッズ☆フェスタ～番
外編～

10/31（土） 新庄市
毎年恒例のキッズフェスタ。
今年は、”お化け屋敷”のみに特化し、ハ
ロウィンバージョンでお待ちしています。

新庄市民プラザ大
ホール

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

朗読倶楽部「星座」公
園　午後の朗読会
Vol.4　群読劇『水の手
紙』

10/31(土) 川西町

開演　14:00(開場　13:00)
料金　500円(高校生以下無料)
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

川西町フレンドリープ
ラザ　ホール

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311
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令 和 2 年 9 月 2 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

モンテディオ山形 9/2（水）19:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS レノファ山口FC
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 9/9（水）19:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS アビスパ福岡
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 9/19（土）18:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS ギラヴァンツ北九州
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 9/26（土）14:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS ジュビロ磐田
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 10/4（日）14:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS 松本山雅FC
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 10/10（土）14:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS FC琉球
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

10/10（土）18:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 福島ファイヤーボンズ 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

10/11（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 福島ファイヤーボンズ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 10/18（日）14:00～
2020明治
安田生命
J2リーグ

VS 愛媛FC
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 10/24（土）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

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

10/24（土）17:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS バンビシャス奈良 南陽市民体育館
(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

10/25（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS バンビシャス奈良 南陽市民体育館
(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

10/28（水）19：00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 茨城ロボッツ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

●プロスポーツ試合情報(県内版)
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演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第287回定期演奏会
9/12（土）19:00～
9/13（日）15:00～

山形市
指揮：沼尻　竜典
ハープ：吉野　直子

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

大地の祈りコンサート
2020

9/19（土）15:00～ 村山市
指揮：村川 千秋、阪 哲朗
ヴァイオリン：ヤンネ 舘野

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

やまがた芸術の森音
楽祭2020「山形ゆかり
の音楽と"もがみ"」

10/10（土）14:00～ 山形市

ピアノ小曾根 真
チェロ：矢口 里菜子(山響首席)
琵琶：久保田 晶子
指揮：太田　弦
管弦楽：山形交響楽団
特別出演：やまがた愛の武将隊
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：佐藤 博子

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

やまがた芸術の森音
楽祭2020「思い出の
映画音楽コンサート」

10/11（日）14:00～ 山形市
指揮：竹本　泰蔵
管弦楽：山形交響楽団

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

グランドオペラ共同制
作『トゥーランドット』

10/31（土）14:00～ 山形市

指揮：アルベルト・ヴェロネージ
演出・振付：大島 早紀子
合唱指揮：佐藤 宏
舞台監督：八木 清市
合唱団管弦楽：山形交響楽団

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

●山形交響楽団演奏会(県内版)
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