
●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 12/26（土）～2/28（日） 山形市

蔵王樹氷まつりでは、スノーパークや松明
滑走など、スキー・スノーボードをする人も
しない人も、子供から大人まで楽しめる企
画が勢ぞろい。世界に誇る冬の蔵王の魅
力を存分にお楽しみください。

蔵王温泉スキー場
山形市観光協会
☎023-647-2266

東根のひな飾り
①1/9（土）～4/3（土）
②2/14（日）～4/3（土）
③3/1（月）～3/14（日）

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」では雛人形を展示いたします。
③東の杜（ひがしのもり）
旧東の杜資料館が2019年に東根の観光
交流の一躍を担う「東の杜」としてリニュー
アル。ひな飾りの他に地域の歴史、民俗
資料が見学できます。杜のCAFÉでは地元
特産を使ったオリジナルメニューや数量限
定でひな飾りスイーツを味わえます。
※各会場とも数組限定入場となります。
※定休日は施設にお問い合わせくださ
い。

東根市内各所

梅ヶ枝清水（めがす
ず）
☎0237-42-0589
壽屋寿香蔵　野守の
宿（ぬもりのやど）
☎0120-42-0173
東の杜（ひがしのも
り）
☎0237-48-7211

結城豊太郎記念館
ふるさとひな祭り

1/13（水)～3/21(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

寒そばまつり 1/23（土）～2/28（日） 鶴岡市

朝日地域産十割そばをお楽しみください。
・営業時間　11：00～16：00
・料金　チケット販売1,500円(店内販売
1600円)
・内容　　十割そば・キジ鍋・ミニ天ぷら・小
鉢・甘味

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村
そば処大梵字

そば処大梵字
☎0235-53-3413

第18回ながい雪灯り
回廊まつり

2/6（土） 長井市

手作りの雪灯りが市内いたる所に灯り、幻
想的な雰囲気に包まれます。今年は皆様
の幸せを願い、長井の空にミニ花火を打
ち上げ！当日はライブ配信を予定してい
ます。詳しくは長井市観光ポータルサイト
をご覧ください。（新型コロナウイルス感染
症の感染拡大状況によっては、イベントの
内容が変更または中止となる場合があり
ます）

長井市内

ながい雪灯り回廊ま
つり実行委員会（事
務局 長井市観光協
会）
☎0238-88-5279
長井市観光ポータル
サイト
https://nagai-
kankou.jp/

第15回なんよう雪灯
かりまつり

2/6（土） 南陽市

市内各所で手作りの雪灯かりを灯します。
今年は「南陽を元気に！」をテーマに打ち
上げ花火を実施いたします。各所の雪灯
かりと一緒にお楽しみください。商店街と
コラボしたお得なイベントも実施いたしま
す。詳細は観光協会HPをご覧ください。
一斉点灯：17:00
打上花火：18:00

雪灯かり：えくぼプラ
ザ、御神坂、JR赤湯
駅、赤湯温泉街、市内
各商店街
打上花火：白竜湖南
側

南陽市観光協会
☎0238-40-2002

スキー場まつり 2/7(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　ロッジしらくら
前

雪まつり実行委員会
朝日町役場総合産業
課
0237-67-2113

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年２月・３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

山のごっつおまつり 2/7(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！
梵字川の冬景色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　10:30分～14:00まで

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

旧青山本邸ひなまつ
り

２月上旬～３月下旬 遊佐町

青山家が栄華を誇るころに北前船で運ば
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

たかはた冬まつり　ま
ほろば冬咲きぼたん
まつり

2/11（木）～14（日） 高畠町

わらで作られたこもの中で、見事なぼたん
の花が咲き競います。白い雪の中でのお
花見をお楽しみください。夜はライトアップ
され、幻想的な空間が広がります。
14日は古の里歴史公園でもライトアップを
実施します（初開催）。

高畠町太陽館
（一社）高畠町観光協
会
☎0238-57-3844

第50回新庄雪まつり 2/13（土）～2/14（日） 新庄市

雪上かるたやトレジャーハンティング。ス
テージショー、夜には雪上花火などのイベ
ントが盛りだくさん！最上地域の食を一堂
に集めた「ゆき雪マルシェ」や開催50回を
記念したイベントも行います。
開催時間：13日（土）10:00～20:00
　　　　　　　14日（日）9:00～15:00

最上中央公園（かむ
てん公園）

新庄雪まつり実行委
員会
☎0233-22-6855

こけし雪だるま祭り・
雪中宝探し

2/14（日）9:00～ 山形市

山形をテーマにしたものやキャラクターを
形作ったものなど、一般参加の雪像コンテ
ストが開かれ、これにあわせて「雪中宝さ
がし」（無料）が開催されます。

山寺・宝珠橋公園
山寺観光協会
☎023-695-2816

上杉雪灯篭まつり
2/13日(土)～14(日)
※プレ点灯2/12(金)

米沢市

2会場でそれぞれ入場上限者数を設けて
開催します。公式ホームページにて事前
予約が必要です。第1会場は約100基の雪
灯篭が照らす上杉神社周辺、第２会場は
竹あかりやキャンドルタワーが照らすナセ
BA東側です。第1会場では「鎮魂の塔」が
建ち、第２次世界大戦戦没者並びに東日
本大震災で亡くなられた方の慰霊のため
の鎮魂祭が行われます。また、両会場を
回るスタンプラリーなどのイベントを開催。
趣の異なる灯りによる幻想的な光景をお
楽しみください。

（第1会場）上杉神社
周辺
（第2会場）文化複合
施設ナセBA東側

上杉雪灯篭まつり実
行委員会
☎0238-22-9607

月山あさひ雪まつり 2/14(日) 鶴岡市
道の駅「月山」を会場に、雪あそびやかん
じき歩き体験など昔の雪国文化を体験し、
「冬」を思いっきり楽しむイベントです。

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村

月山あさひ雪まつり
実行委員会
☎0235-53-2120

城下町やまがた雛ま
つり

2/20（土)～3/14(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

第38回新庄のひなま
つり展

2/20（土）～4/5（月） 新庄市

新庄藩主ゆかりの雛人形や国内最大級
の享保雛、雛道具などを展示します。
期間：2/20（土）～4/5（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　2F展示室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

第18回ながい雪灯り回廊まつり（長井市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

令和2年度「山形学」
地域連携講座
雪調に学ぶ市民講座
第6回「映像で地域を
見つめる」

2/27(土) 新庄市

時間：9:30～11:30
費用：500円（全6回講座を通して）
※参加ご希望の方は、雪の里情報館まで
お問い合わせください。

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

天元台高原
SNOWフェスティバル

3/20(土) 米沢市

そりすべりや宝探し、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な
ど、子供から大人まで楽しめる様々なイベ
ントを開催します。フェスティバル限定のお
食事メニューも提供予定。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236
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●イベント 令 和 3 年 2 月 1 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

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

いでは文化記念館企
画展
疫病退散～いにしえ
の祈りと願い～

8/1（土）～4/12（月） 鶴岡市

古来から、人々に火事や地震よりも恐れ
られていたのは疫病(伝染病)でした。羽黒
でも多くの伝承の中に疫病退散の祈りが
込められています。疫病に昔の人々がど
のように対峙していたのか、祈りの世界を
企画展示を通して探っていきます。
開館時間：9:00～16:30
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

かみのやまＳＴＡＹ特
別企画！【ＧＯＧＯか
みのやま！】

9/18（金 ）～2/28（日） 上山市

かみのやま温泉旅館組合加盟旅館、蔵王
坊平高原、猿倉エリア、蔵王ペンション村
に2泊以上の連泊で、5ポイント（約5,000円
相当・おとなこども同ポイント）の滞在中に
使えるポイントがもらえる特別企画！
果樹園でのフルーツ狩りや、リナワールド
のフリーパス、上山城入館と特産品詰め
合わせなど、市内で体験できるメニューが
盛りだくさん！
詳しくは観光物産協会ホームページをご
覧ください。

上山市内参画宿泊施
設

（一社）上山市観光物
産協会
☎.023-672-0839
営業時間：9:00～
17:00

第10回愛と義のまち
エッセイコンテスト　作
品募集

10/1(木)～2/19(金)（必
着）

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

しらたかグルメスタン
プ［く～か～ど］

10/15（木）～2/28（日） 白鷹町

対象店舗で500円のお食事ごとに1スタン
プ押印します。10スタンプ以上集めて、素
敵な景品をゲットしよう！
景品…オリジナルマスキングテープ、オリ
ジナルマフラータオル、米沢牛　ほか

町内の参加店32店舗
※詳しくは（一社）白鷹
町観光協会ホーム
ページをご覧くださ
い。

(一社）白鷹町観光協
会
☎0238-86-0086

新そば・旬そばキャン
ペーン

11/１（日）～2/28（日） 白鷹町

キャンペーン実施店で食事をし応募してい
ただくと、抽選で各店の「そば食事券」が
当たります。
この機会に白鷹のおいしいお蕎麦をご堪
能ください。

千利庵
熊屋
宝思そば
そばきり八寸
のどか村
釜の越桜茶屋(土日の
み営業)

(一社）白鷹町観光協
会
☎0238-86-0086

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839

空色・暮色（そらいろ・
くれいろ）ウォーキング

（通年）
空色
集合9：50／スタート10：
00／終了12：00

暮色
集合13:50／スタート
14:00／終了16:00

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。
服装は歩きやすい格好・靴がおススメ。約
２時間。

【2021/1/4（月）～3/31（水）まで】
葉山温泉街裏手にある2.6kmの葉山コー
スを、専門ガイドがご案内します。コース
途中には「恋人の聖地」に選定された花
咲山展望台があり、市街地と蔵王連峰が
一望できます。

葉山温泉入口　店舗
「さんぽみち」前集合
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

琴平公園（荒砥地区）
のイルミネーション

11/15（日）～2月上旬
（予定）

白鷹町

大規模なイルミネーションは今年度が初
の取組みです。約6千球の色鮮やかな光
が公園内に広がります！お子様に人気の
スポットで、写真映えすること間違いなし
です。

白鷹町大字荒砥乙
琴平公園
（国道348号線沿「佐
藤燃料店ＧＳ」十字路
より西へ約200ｍ

荒砥地区コミュニ
ティーセンター
☎0238-85-0260

人間国宝・奥山峰石
作品展『四季を愛で
る』

11/28（土）～3/8（月） 新庄市

収蔵作品の中から、四季をテーマとする
作品を一堂に展示します。
期間：11/28（土）～3/8（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

冬の金山は魅力が
いっぱい！スポーツの
後も神室を満喫しよ
う！

スキー場オープン期間
中

金山町

ホテル宿泊者はリフト料金が割引に！ま
た、リフト券を購入すると杉の香り漂う天
然温泉がなんと１００円で入ることができ
ます！

グリーンバレー神室ス
キー場

ホテルシェーネスハ
イム金山
☎0233-52-7761

最上峡芭蕉ライン観
光　こたつ舟

12/1（火）～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　10：50　12：50
乗船料金　大人2,500円　小学生1,250円
幼児無料
弁当1320円から（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

かんじき＆スノー
シュー体験ツアー

12/12(土)～2/28(日) 米沢市

標高1350ｍの白銀の天元台をスノー
シューやかんじきなどお好みのアイテムで
歩きます。山形五名峰や米沢盆地の大パ
ノラマをお楽しみください。いも煮のサービ
スもあります。
※期間中毎日開催（定員20名、最小催行
2名）
※アルブ天元台9:50集合、11:30解散
※参加料：大人3000円、小学生2500円
（ガイド料、ロープウェイ往復料、レンタル
料、保険料込）参加前日16時まで要予
約。

天元台高原
天元台高原
℡0238ｰ55-2236

神室スキー場
レディースデー

12/18（金）以降、毎週
金曜日

金山町
毎週金曜日、女性は2時間券が500円で
購入できます！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

山形県最上町赤倉温
泉スキー場開き

12/19（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。
また、お子様の初めての雪遊び、ソリ滑
り、スキー滑走を十分にお楽しみいただけ
ます。

リフト運行時間　8：30～16：00

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

羽黒山スキー場オー
プン

12/19(土)～ 鶴岡市

羽黒山バイパスの開通でアクセスしやすく
なりました。オープン日の12/19午後から
無料開放します。また、バイパス開通記念
として、12/20～R3/1/8の期間は、１日券
が格安で購入できます。さらに1/9・16・23
は中学生以下無料です。

羽黒山スキー場

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

たらのきだいスキー場
オープン

12/19(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
☎0235-57-2115

鶴岡冬まつり ライト
アップ

12/23（水）～2/28（日） 鶴岡市
大宝館をブルーにライトアップします。
16:30～10:00（12/31（木）は7:00まで点灯）

大宝館
鶴岡冬まつり実行委
員会
☎0235-25-2111

5 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

上山市内スキー場
オープン

12/25（金）～ 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：
　12/25（金）予定
・蔵王猿倉スキー場：12/25（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

樹氷ライトアップ
12/26(土)～2/28(日)
期間中限定35日間
17:00～21:00

山形市

蔵王連峰の特別な気象条件と植生が織り
なす自然の芸術「樹氷」を観賞できます。
夜は期間限定でライトアップを実施しま
す。漆黒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。

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

12/26（土）～2/28（日）
期間中限定35日間
17:00,18:00,19:00,20:00

山形市

漆黒の闇の中にライトアップで浮かび上
がる樹氷をナイトクルーザー号に乗車して
間近で見ることができます。（大人4,500
円、小人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
※事前予約必要

蔵王に来てます！！
フォトテーリング

12/26（土）～2/28（日） 山形市

広大な蔵王温泉スキー場、インスタ映え
する場面がたくさん！　＃ZAOを付けて
SNSに投稿した方に、抽選で賞品をプレゼ
ント！

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

冬の蔵王開運回遊 12/26（土）～2/28（日） 山形市
蔵王温泉スキー場のパワースポットを
巡って開運！さらに抽選で賞品をプレゼン
ト！

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

蔵王イルミネーション 12/26（土）～2/28（日） 山形市
ゲレンデ、温泉街にイルミネーションや
LED照明を設置！

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

GoTo！
かみのやま樹氷夜号・
昼号

【昼号】
12/26（土）～3/8（月）
10:15～15:00

【夜号】
12/26（土）～2/28（日）
16:20～19:20

上山市

かみのやま温泉観光案内所発着のツ
アー。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、事前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 9:00～
17:00

天童高原スキー場開
き

12/26（土）～ 天童市

天童高原スキー場は広々としたコースで、
お子様やビギナーの方も安心してウィン
タースポーツを満喫できます。オープン当
日はリフト無料開放ですので、是非お誘い
あわせの上、お越しください。

天童高原スキー場
ＮＰＯ天童高原
☎023-657-3628

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

小野川温泉スキー場
オープン

12/26(土)～2/28（日）
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

米沢スキー場オープ
ン

12/26(土)～3/28（日）
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

上山城冬の企画展
「上山藩　武士の装い
～上山城収蔵　甲冑・
羽織・刀　その他諸々
～

1/1（金・祝）～2/7（日）
※会期中休館日：1/14
（木）

上山市

ついに開幕！上山城コレクション！武士
が身に着けていた甲冑・羽織・刀などを展
示します！武士の生き様(ファッション)をお
見逃しなく。

上山城1階特別展示
室

上山城郷土資料館
☎023-673-3660

「春を待つ善次郎の絵
画」展

1/4（月）～3/21（日） 新庄市

近岡善次郎画伯が愛した雪国の風土とそ
こに暮らす人々が待ち続ける春を描いた
作品を展示します。
期間：1/4（月）～3/21（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

寒風干し鮎 1/5頃から1カ月程度 白鷹町

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

あゆ茶屋
あゆ茶屋
☎0238-85-5577

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①2/11･23・28、3/6・7・
20・21
②シーズン中
③1/7～3/25までの毎
週木曜日

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。

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

第６回ドカ雪・大雪割
キャンペーン

1/7（木）～3/7（日） 大蔵村

気象庁の肘折アメダス計測情報に基づ
き、24時間降雪量が30㎝以上で翌日の宿
泊料や入浴料が割引きになります。さらに
宿泊日前日15時の積雪量が466㎝以上に
なると翌日の宿泊が無料に！また、2月は
割引が2倍となりますので、ぜひお越しくだ
さい。

肘折温泉郷
大蔵村観光協会
☎0233-76-2211

雪国ワンダーランド 1月中旬～2/28（日） 新庄市

迫力満点のスノーモービルや雪上バナナ
ボート、広い斜面を思い切り楽しめるそり
遊びなど、雪国ならではのアクティビティ
が楽しめます！
※積雪の状況や新型コロナウイルス感染
症の状況により、内容を変更する場合が
あります。
開催日：1月中旬～2/28（日）までの土日
祝
　時間：【午前の部】10時～12時
 　　　 【午後の部】13時～15時
  料金：大人（中学生以上）2,000円
 　　　 小人（未就学児含）1,000円
　 　　 市民割有り
　　　　（確認できるものをお持ちくださ
い。）

最上中央公園（かむ
てん公園）

新庄観光協会
☎0233-22-2340

神室スキー場スキー
子供の日

1/9（土）以降、毎月第2
土曜日

金山町
毎月第２土曜日は、高校生以下のリフト料
金が無料になります！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

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

羽黒山スキー場ス
キー子どもの日

1/9(土）・16(土）・
23(土）

鶴岡市

羽黒山バイパスの開通でアクセスしやすく
なりました。12/20～1/8までお試しデーで
割引。1/9・16・23 は中学生以下無料で
す。

羽黒山スキー場

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

蔵王中央高原かんじ
きスノーハイク

1/12（火）～3/7（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

将軍家献上寒中挽き
抜きそばのご案内

1/13（水）～2/28（日） 天童市

江戸時代末期、東北・北海道で唯一将軍
家に献上したそばといわれている「将軍家
献上寒中挽き抜きそば」を再現したものを
期間中、天童麺類食堂組合加盟店で食べ
ることができます。是非ご賞味ください。

天童麺類食堂組合加
盟店

天童商工会議所
☎023-654-3511

温海旬御膳
「冬のごっつぉめぐり」

1/15（金）～2/28（日） 鶴岡市

温海地域で旬の寒鱈やカニをはじめとし
た冬のごっつぉ(ご馳走)に舌鼓。温泉旅館
では入浴付でゆっくり楽しめます。（3日前
まで実施施設に要予約）

あつみ温泉各旅館、
温海地域内実施店舗

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

どんでん平スノーパー
ク　OPEN

1/16（土）～3/7（日）ま
での毎週土・日・祝

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

白川荘で雪遊び １月～3月下旬まで 飯豊町

白川温泉白川荘では、スノーシュー（西洋
かんじき）、エアボード、スノーモービル、
雪板、かまくら、すべり台など、いろいろな
冬のアクティビティを楽しむことができま
す。コロナ禍でも安心して楽しめる冬の遊
びを、ぜひ満喫してください♪

白川温泉白川荘
白川温泉白川荘
☎０２３８－７７－２１
２４

肘折幻想雪回廊
2/6（土）、2/13（土）、
2/20（土）

大蔵村

全国屈指の豪雪地帯、肘折ならではのイ
ベント。3mを超える雪壁に、ろうそくの火
がやさしく灯ります。冬の雪あかりの散策
をお楽しみください。時間：19:00～20:00

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

春まちバル 2/8（月）～3/14（日） 米沢市

米沢市内飲食店を巡るスタンプラリーを開
催します。各店舗がバル用のセットメ
ニューを提供し、異なる３店舗でお食事を
してスタンプを集めると抽選で地元賞品が
当たります。

米沢市内参加店舗
協同組合米沢市商店
街連盟 事務局
☎0238-21-5111

荒砥駅資料館
奥村亘氏『手仕事 紅
(あか)り展』

2/2(火)～2/28(日) 白鷹町
町内出身の職人、奥村亘氏の作品展。
ひょうたんや竹を加工して作成した灯籠な
どを展示します。

荒砥駅資料館
(一社）白鷹町観光協
会
☎0238-86-0086

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋　お雛さま展

2/2（火）～3/30（火） 白鷹町

江戸時代のひな人形を展示するほか、白
鷹町の特産品「深山和紙」を使用して製作
された、あたたかな風合いのひな人形を
展示します。また、「日本の紅（あか）をつ
くる町」白鷹町の特産品である紅花で染め
た着物も展示します。

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋

白鷹観光開発株式会
社
☎0238-85-5577

天童雛飾り 2/5（金）～3/21（日） 天童市

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

将軍家献上寒中挽き抜きそばのご案内（天童市） 白川荘で雪遊び（飯豊町） どんでん平スノーパーク （飯豊町）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

「蔵王樹氷まつり２０２
１」
1,000人松明滑走＆冬
のＨＡＮＡＢＩ

2/6（土）
18：00～受付
20：00～松明滑走

山形市

蔵王温泉名物「松明滑走」にみんなで参
加してみませんか。同時開催、冬のＨＡＮ
ＡＢＩもあわせてお楽しみください。
申込は蔵王温泉観光協会ＨＰから（参加
料1,000円、記念品代・保険料）

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

樹氷観賞リフトハイキ
ング

2/6(土) 米沢市

リフトに乗りながら吾妻山特有の「ハブラ
シ樹氷」を鑑賞ができる、標高1,820ｍの
銀世界を歩くガイド付きツアーです。いも
煮のサービスもあります。
※定員20名、最小催行5名
※アルブ天元台9:10集合、11:30解散
※参加料：4,000円（ガイド料、ロープウェ
イ・リフト往復料、保険料込）参加日3日前
16時まで要予約。

天元台高原
天元台高原
☎0238ｰ55-2236

井上ひさし 思い出劇
場

2/6（土） 川西町

音楽朗読劇
『きらめく星座』
作・井上ひさし 演出・野々下孝

「井上ひさし 劇中歌を唄う」
コーラスグループ「昔は娘」
その他、アフタートークもあります。

川西町フレンドリープ
ラザ

☎0238-46-3311

神室スキー場バレンタ
インウィーク

2/14（日）～2/20（土） 金山町
バレンタインウィーク！来場者に日ごろの
感謝を込めてチョコをプレゼントします！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

〇×クイズで巡る雪国
オンラインツアー～
真っ白な川西町でおも
しゃい人に出会う旅～

2/20（土） 川西町

川西町のおもしゃい人（面白い人）が出題
する全8問のクイズに答えながら、冬の暮
らしを知ってもらうオンラインイベント。一
番正解数の多い方には米沢牛をお送りし
ます。イベント前には川西特産の紅大豆
茶やクイズに答えやすくなる（かも）資料を
事前にお送りします！
参加費：1,000円
開催方法：ZOOM
応募：ウェブサイトよりお申し込み下さい。
（応募締め切り：2/12）
Https://satokura.official.ec/
定員20名に達し次第締め切りといたしま
す。

オンライン
やまがた里の暮らし
推進機構
☎0238-54-3006

猿倉スキーこどもの日 2/21（日） 上山市

スノーボーダーがいない家族で安心安全
のスキー場。お猿の餅まき、ジュニアバッ
ヂテスト、お菓子のつかみ取り等楽しいイ
ベントを開催します。

蔵王猿倉スキー場
蔵王猿倉スキー場
☎023-679-2211

山辺町初市 2/23（火） 山辺町

江戸時代から続く伝統的な催しです。新・
旧暦の1/12にあたる日に開催され、縁起
物のだんご木や初あめ等を買い求める客
で例年賑わっています恒例となっていま
す鯉こく汁の無料ふるまいは、今年度中
止となります。

山辺町駅前・本町・仲
町通り

山辺町初市運営協議
会
☎023-664-5939

雛のみち・風流茶会

2/28（日）・3/7（日）各
日13：00～
やまでら雛のみち2/20
（土）～3/21（日）

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

冬の働く車大集合 2/28（日） 山形市
スキー場ならでは、冬ならではの働く車を
展示します。この日は小学生以下のリフト
１日券が1,000円に！

①蔵王温泉スキー場
　上の台ゲレンデ
②蔵王温泉スキー場
　大森ゲレンデ

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

やまのべ雛人形展 2/28（日）～3/28（日） 山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の時
代雛を、そのお雛様がつくられた時代の
飾り方や小道具一つひとつにこだわりな
がら、村山地方らしい飾り方で展示してい
ます。

ふるさと資料館
やまのべ雛飾り実行
委員会
☎023-664-5033

将軍家献上寒中挽き抜きそばのご案内（天童市）

9 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鶴岡雛物語 3/1（月）～4/4（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。
また令和４年に迎える酒井家入部400年を
開催します。、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、荘内神社宝物殿へ入場後、希望者
に、上記施設で「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（月）～31（水） 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

羽根沢温泉雛めぐり 3/3（水）～4/3（土） 鮭川村

美肌の湯と言われる「とろり」とした温泉に
癒された後は、お雛様をご覧ください。
参加無料
※ただし、日帰り入浴を希望される場合は
別途日帰り入浴料がかかります。

鮭川村羽根沢温泉

羽根沢温泉
・加登屋旅館
☎0233-55-2525
・紅葉館
☎0233-55-2081
・松葉荘
☎0233-55-2539

二兎社
『ザ・空気ver.3』

3/7（日）14:00開演 川西町

「メディアをめぐる空気」
シリーズ完結編！
前２作では描ききれなかったジャーナリズ
ムの「取材する権利」、「国民の知る権利」
に光を当て、ドキュメンタリータッチの人間
ドラマを展開します。

川西町フレンドリープ
ラザ

☎0238-46-3311

人間国宝・奥山峰石
『文様・曲線が彩る』作
品展

3/13（土）～7/5（月） 新庄市

収蔵作品の中から、様々な文様と曲線に
より形成された作品を展示します。
期間：3/13（土）～7/5（月）
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

春待ち市
3/13(土)～14(日)
10:00～16:00

川西町

温かく、和やかな交流がコンセプトの『春
待ち市』。人気料理店や菓子店、ハンドメ
イドのお店が多数出店します。
※本イベントは、新型コロナウイルス対策
を行った上で開催します。状況により、内
容変更または中止となる場合があります。

川西町フレンドリープ
ラザ

川西町観光協会
☎0238-54-1515

神室スキー場ホワイト
デーウィーク

3/14（日）～3/20（土） 金山町
ホワイトデーウィーク！来場者に日ごろの
感謝を込めてチョコをプレゼントします！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

天元台高原かんじき
雪上運動会

3/14(日) 米沢市

1チーム5名でエントリーし、「輪かんじき」
を装着して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。
※アルブ天元台受付9:30、リフトセンター
特設会場集合10:30
※エントリー料無料

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

春待ちジャズライブ 3/14（日） 川西町

コロナウイルスとと闘う医療従事者支援コ
ンサート「春待ちジャズライブ」。
【出演】
・小山田和則クリンテットup!up!
・スターダスターズ
・うたかた
※支援募金にご協力ください。

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

第25回おおくら雪もの
がたり

3/20（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27
世』がお目見えします。

肘折いでゆ館前広場
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

人形石スノーシュート
レッキング

3/20(土)、
4/18(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9:10集合、13:40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16:00まで要予約。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

フレンドリークラシック
Vol.21

3/27（土） 川西町

春に響きわたる　金色の調べ
～トロンボーンとサックス～
【出演】
・松川儒（ピアノ）
・小池裕実（サクソフォン）
・加藤直明（トロンボーン）

川西町フレンドリープ
ラザ

☎0238-46-3311
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令 和 3 年 2 月 1 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

2/6（土）12:00～

2020-21
V.LEAGUE
DIVISION2
WOMEN

VS ルートインホテルズブリリアントアリーズ
酒田市国体記念体育
館

（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

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

2/7（日）13:00～

2020-21
V.LEAGUE
DIVISION2
WOMEN

VS ルートインホテルズブリリアントアリーズ
酒田市国体記念体育
館

（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

2/13（土）18：00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 青森ワッツ 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

2/14（日）14：00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 青森ワッツ 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

3/6（土）18:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 仙台89ERS 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

3/7（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 仙台89ERS 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

3/13（土）18:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 越谷アルファーズ
三友エンジニア体育
文化センター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/14（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 越谷アルファーズ
三友エンジニア体育
文化センター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/20（土）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 愛媛オレンジバイキングス 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

3/21（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 愛媛オレンジバイキングス 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 3/21（日）14:00～
2021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

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/27（土）18:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 青森ワッツ 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

3/28（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 青森ワッツ 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

山形県企業局コン
サート「音楽のワン
ダーランド in 山形」

2/5（金）19：00～ 山形市

指揮　工藤　俊幸
管弦楽　山形交響楽団
共演　シュガーシスターズ、
　　　　山形市立第三中学校吹奏楽部

やまぎん県民ホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

YSO　Rhythm & Brass
特別演奏会

2/7（日）15：00～ 山形市 演奏　山響金管＆打楽器セクション やまぎん県民ホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

第290回 定期演奏会
2/20（土）19：00～
2/21（日）15：00～

山形市 指揮　鈴木　秀美 山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

ベートーヴェン「英雄」
～ベートーヴェン生誕
250年記念特別公演
～

2/26（金）19:00～ 山形市
指揮　阪　哲朗
管弦楽　山形交響楽団

やまぎん県民ホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

ユアタウンコンサート
新庄公演

2/28（日）14：00～ 新庄市 指揮　阪　哲朗 新庄市民文化会館
山響チケットサービス
☎023-616-6607

山響ホリデーコンサー
ト in かみのやま

3/7（日）15：00～ 上山市
指揮　佐々木　新平
管弦楽　山形交響楽団

三友エンジニア体育
文化センター「エコー
ホール」

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第291回 定期演奏会
3/13（土）19：00～
3/14（日）15：00～

山形市
指揮　飯森　範親
ピアノ　三原　未紗子

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

山形交響楽団サンク
スコンサート2021

3/18（木）19:00～ 天童市
指揮　阪　哲朗
管弦楽　山形交響楽団

天童市市民文化会館
山響チケットサービス
☎023-616-6607

第29回 鶴岡公演 3/30（火）19：00～ 鶴岡市
指揮　阪　哲朗
ピアノ　牛田　智大

荘銀タクト鶴岡(鶴岡
市文化会館) 大ホー
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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