
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

旧青山本邸ひなまつ
り

2/9(火)～4/4(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

①料亭慈恩寺陣屋
4/1(木)～6/30(水)
②古澤酒造資料館
3/1(月)～5/5(水・祝)
③協賛会場
寒河江八幡宮参集殿
2/16(火)～4/4(日)

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河江
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、諸道具1,000点以上が展示さ
れます。
また「古澤酒造資料館」では歴史ある造り
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、限定酒販売コーナー
もございます。
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。各会場共、新型コロナ
ウイルス感染症対策を実施しております。

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(無
料)、寒河江八幡宮参
集殿(無料)

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-85-1689

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

かみのやまの雛祭り
3/3（水）～4/4（日）
※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（水）～4/4（日）
※創作人形やつまみ細工など市内外の
作家のみなさんが心を込めて作った作品
もあわせて展示されます。

楢下宿「山田屋」：2/27（土）～3/28（日）
（予定）

上山城、楢下宿「山田
屋」

上山市観光課
☎　023-672-1111
（内線190～193）

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839

コロナに負けない！金
山町で楽しくひな祭
り！

4/2（金）～4/3（土） 金山町

蔵史館にて、おひな様や手作りのつるし
雛を展示しています。見に来てくれた子供
にはお菓子をプレゼント！お抹茶とお茶
菓子も食べることができます。4月3日（土）
はワークショップを開催！

蔵史館
金山町観光協会（役
場産業課内）
☎0233-52-2111

酒田日和山公園桜ま
つり

4/9(金)～18(日)　(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
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

出羽国の兵が集結！
上杉伯爵邸特別演武
会

4/1～9/30のうち
毎月第2・第4土曜日
13：30～

米沢市

伝統ある上杉伯爵邸の日本庭園を舞台
に、米沢に関わる武将たちをモチーフにし
た「やまがた愛の武将隊」による定期演武
会を実施します。見学は無料です！

上杉伯爵邸
やまがた愛の武将隊
☎0238-22-7733

円仁祭 4/14（水） 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

しらたか古典桜の里さ
くらまつり

4/15（木）～4/25（日）
※開花状況により変更
有

白鷹町

樹齢500年を越える、県指定天然記念物
の桜が6本存在する「古典桜の里」白鷹
町。
町内各所に点在するそれぞれの桜の美し
さをお楽しみください。
※臨時売店・案内所等おもてなしは実施
しませんが、荒砥駅紅の里SHOPにて特
産品の販売・観光案内を実施します。

町内各地

しらたか古典桜の里
さくらまつり実行委員
会（事務局：白鷹町観
光協会☎0238-86-
0086）

令 和 ３ 年 ３ 月 31 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年４月・５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

たかはた桜まつり 4/16（金）～18（日） 高畠町

黄色がかった色味が人気の旧高畠駅舎
やかつて実際に走っていた列車をライト
アップします。17日限定で日中から楽しめ
るイベントも開催しております。
点灯時間：18:00～20:00

旧高畠駅舎
高畠町商工観光課
☎0238-52-4482

しゃりん旬菜まつり 4/18(日) 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

新庄春まつり
4/20（火）～
5/5（水・祝）

新庄市

最上公園では4月中旬から下旬にかけて
約300本の桜が見頃を迎えます。4/20か
らはぼんぼりが点灯し、灯りに照らされた
桜は見応え抜群。フォトスポットにもおす
すめです。

最上公園
新庄観光協会
☎0233-22-2340

寒河江桜まつり 4月中旬～下旬 寒河江市

寒河江公園は、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。公
園一帯を包み込み、鮮やかに咲き乱れる
約500本の桜は圧巻です。開花にあわせ
て、夜桜ライトアップとスタンプラリーを実
施するほか、さくらの茶店も営業します。
※開花の状況により内容を変更する場合
がございます。

寒河江公園さくらの丘
ほか寒河江市内各所

(一社)寒河江市観光
物産協会
☎0237-86-8866

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て、神
事が執り行われます。見学無料

戸沢藩船番所
戸沢村古口８６—１

最上峡芭蕉ライン観
光
0233-72-2001

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）

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

真室川梅まつり 4/28（水）～5/6（木） 真室川町
今年の真室川梅まつりは灯ろう設置や、
会場内のライトアップをメインとしておりま
す。

真室川公園
真室川町観光物産協
会事務局
☎0233-62-2050

しゃりん山菜まつり
4/24(土)～25(日)
5/2(日)～5(水・祝)

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

富山馬頭観音　春大
祭

4/28（水） 最上町
今年はコロナウイルス感染拡大の影響で
規模を縮小し、神事のみを行います。

富山馬頭観音　東善
院

富山馬頭観音　東善
院
☎0233-45-2217

新庄カド焼きまつり
4/29（木・祝）～5/5
（水・祝）

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。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。
※カド焼きの販売方法等は現在検討中で
す。

最上公園
新庄観光協会
☎0233-22-2340

ヤナ開きまつり

4/29（木）～5 /5（水・
祝）
※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匹ほどの鯉のぼり
が泳ぎます。春風に揺れる姿は壮観で
す。（鯉のぼりは4/9～）

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

めざみ祭 4月末～5月初旬 飯豊町
毎年、5月のGW・お盆・秋にそれぞれ行

われるめざみの里観光物産館の一大イベ
ントの春編です！どうぞお楽しみください。

めざみの里観光物産
館

めざみの里観光物産
館
☎0238-86-3939
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

松山まつり 5/1（土） 酒田市
総勢約100人の鎧武者による「武者行列」
がまちを練り歩きます。

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

安久津八幡神社春ま
つり

5/3（月・祝） 高畠町
農作業の安全と五穀豊穣を祈願して「倭
舞」と「田植舞」が巫女により気品高く、古
式豊かに舞われます。

安久津八幡神社
安久津八幡神社
☎0238-52-5990

ひろすけ子ども祭
5/3（月・祝）～
5（水・祝）

高畠町
浜田広介の童話にまつわる楽しいイベン
トや中庭での縁日コーナーでお楽しみくだ
さい。

浜田広介記念館
浜田広介記念館
☎0238-52-3838

蕨岡例大祭 5/3（月・祝） 遊佐町
鳥海山大物忌神社蕨岡口の宮の例大祭
です。五穀豊穣と鳥海山の安寧を願い、
御幣行事と延年の舞が奉納されます。

鳥海山大物忌神社蕨
岡口の宮

遊佐町教育委員会教
育課文化係
☎0234-72-5892

2021 シ ー ズ ン 感 謝
デー☆ゲレンデでビン
ゴ大会

5/5（水・祝） 米沢市

天元台高原スキー場のゲレンデでビンゴ
大会を開催します。リフト券や宿泊券な
ど、商品が盛りだくさんです！
・参加フリー
・受付11：30～リフトセンター前でビンゴ
カード＆抽選くじ配布
・開会12：00～

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

薬師祭植木市 5/8(土)～10(月) 山形市
日本三大植木市のひとつ。約400年の歴
史を誇ります。植木の他露店も出店されま
す。

山形市(薬師公園付
近）

薬師祭植木市実行委
員会(山形商工会議
所内)
☎023-622-4666

しゃりん孟宗まつり 5/9(日) 鶴岡市
地元早田地区の旬の逸品「早田孟宗」を
もうそう汁にしてご提供。孟宗や山菜も直
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

白つつじまつり 5/10（月）～5/31（月） 長井市

樹齢750余年の古木「七兵衛つつじ」をは
じめ、約3,000株の白つつじが咲きそろう
景色は、まるで純白の雪が降り積もったよ
う。まつり期間中には、公園内にて「なが
い黒獅子まつり」も開催されます。

松ヶ池公園（白つつじ
公園）　長井市神明町
3-38

長井市観光協会
☎0238-88-5279

寒河江つつじまつり 5月上旬～下旬 寒河江市

開花にあわせて、東北最大級のつつじ園
をライトアップします。
※開花の状況により内容を変更する場合
がございます。

寒河江公園つつじ園

(一社)寒河江市観光
物産協会
☎0237-86-8866

肘折温泉 山菜の食
祭り

5/15（土）～6/13（日） 大蔵村

山深く、雪深い肘折は、おいしい山菜の宝
庫です。この時期ならではの太くて柔らか
い山菜を使った各旅館自慢の料理を存分
に味わって下さい。

肘折温泉の旅館、朝
市会場

肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

諏訪部祭 5/15（土） 遊佐町

鳥海山の噴火と大地震で被害を受けた人
たちを救うために活躍した諏訪部権三郎
を慕い、感謝の気持ちをささげるための
祭。

本願寺(八日町）
遊佐町企画課企画係
☎0234-72-4524

山寺日枝神社例大祭 5/17（月） 山形市

釈迦三尊を配した3基の神輿が白装束に
烏帽子の町衆に担がれ門前町を駆け抜
けます。町中を勇壮に走る様は圧巻で
す。

山寺宝珠山境内
山寺観光協会
☎023‐695‐2816

東北絆まつり2021山
形

5/22（土）～23（日） 山形市

東北6県の祭りが集結し、東日本大震災
の鎮魂と復興を願い、2011年から始まっ
た「東北絆まつり」（前東北六魂祭）は、
2020年で10年の節目を迎えました。しか
し、2020年の山形開催は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で延期となり、東北絆
まつりを構成する東北6つの夏祭りは全て
中止となりました。祭りは、日本人の魂で
す。その伝統を絶やさずに、伝え育くむこ
と。東北絆まつりは、震災という逆境の中
からはじまりました。今こそ、再び立ち上
がり、新たな絆の火を灯します。

山形市中心部
東北絆まつりコール
センター
☎023-665-0330
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第31回ながい黒獅子
まつり

5/22（土） 長井市

市内十数社の神社の黒獅子が一堂に会
し、市内中心部を練り歩きます。神社ごと
に獅子頭や舞い、お囃子などが異なり、そ
の違いを見比べながら楽しむことができま
す。

市内目抜き通り・白つ
つじ公園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

新緑まつり 5/30（日） 山辺町
新緑の森林案内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、森のヨ
ガ教室などを行います。

森林学習展示館周辺
県民の森
森林学習展示館
☎023-666-2116

しゃくやくまつり 5月下旬～6月中旬 南陽市
美人の代名詞でもある豪華絢爛な芍薬。
南陽市の諏訪神社では、約100種、5000
株の花が咲き誇ります。

南陽市諏訪神社
しゃくやく祭り実行委
員会
☎0238-49-2307

中津川山菜まつり 5月下旬 飯豊町

春の味覚の代表格・山菜を味わうなら「お
きたま山菜まつり」がオススメ！本格派・
中津川のワラビをはじめたくさんの山菜を
買うことができます。山菜汁もあるよ！

白川温泉白川荘
白川温泉白川荘
☎0238-77-2124

ながい黒獅子まつり（長井市） 富山馬頭観音 春大祭（最上町）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

空色（そらいろ）・暮色
（くれいろ）ウォーキン
グ〈クアオルト健康
ウォーキング〉

（通年）
【春：4～6月】西山コー
ス

空色ウォーキング：
10:00～12:00

暮色ウォーキング：
14:00～16:00

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。
春は温泉街からほど近い「西山コース」を
専門ガイドと一緒に歩きます。
◆ガイド料金
お一人様　3,000円（小学生以上）
※未就学児の方は300円／一人
※中学生以下は保護者同伴
※ウォーキング開始前までに、駅前「かみ
のやま温泉観光案内所」にてお支払いく
ださい（現金／ゆかった手形）
※キャンセル料：前日15:00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

上山城かかし茶屋集
合

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

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21:00

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～

2020/8/1（土）～
2021/4/12（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　休館日：火曜日

いでは文化記念館
いでは文化記念館
☎0235-62-4727

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

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。
※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

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
記念し、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

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
※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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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：9:00～16:30（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）
※4/30（金）は臨時開館します。

新庄ふるさと歴史セン
ター　1階　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

金山まちなか雛めぐり 3月中旬～4月上旬 金山町

旧西田家から譲り受けた古今雛を展示し
ています。
4/2は、こどもたちの手作りのつるし雛とお
ひなさまを展示し、お抹茶の接待(お茶菓
子付き300円)を行います。来てくれたこど
もにはお菓子をプレゼントします。
さらに、インスタグラムでひな巡りイベント
を投稿すると金山産の木工品１つプレゼ
ントするキャンペーンを実施します。
金山町に訪れたくなるような写真と文章、
♯山形県金山町　♯金山町と入れるだけ
でOK。ぜひご投稿ください。

マルコの蔵

・雛めぐり
マルコの蔵
☎0233－32－1212
・プレゼントキャン
ペーン
金山町観光協会
☎0233-52-2111

ながい百秋湖ボート
ツーリング「絶景・三淵
渓谷通り抜け参拝」

4月～11月 長井市

ながい百秋湖を船外機付きゴムボートで
楽しむ新たなレジャー。卯の花姫伝説の
舞台になった秘境・三淵渓谷を巡る約1時
間の船旅です。
※乗船方法及び乳幼児の乗船について
は要問合せ。運航日についてはボート
ツーリング公式HPをご確認ください。10:00
～15:20（1日4便各1時間）

長井ダム（ながい百秋
湖）

野川まなび館
☎0238-87-0605

「洋画家・近岡善次郎
常設展」

4/1（木）～6/27（日） 新庄市

油彩画の大作を中心とした常設展示。
期間：4/1（木）～6/27（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）
※4月30日（金）は臨時開館します。

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

あつみ温泉朝市 4/1(木)～11/30(火) 鶴岡市
期間中毎朝開催します（5：30～8：30）。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

きずな写真展 4/2(金）～4/30(金） 新庄市

きずなをテーマにした写真を展示します。
開館時間：9:00～17:00
休館日：毎週月曜日
入館無料

雪の里情報館
1階雪国ギャラリー

雪の里情報館
☎0233-22-7891

金山まちなか雛めぐり 4/2（金）～3（土） 金山町

幼き日に我が家の娘と一緒に飾ったおひ
なさま。懐かしいその頃の日を思い出させ
てくれます。来てくれたこどもにはお菓子
をプレゼントします。(一般公開)
有料でお茶など飲むこともできます。

甘味処　草々
甘味処　草々
☎0233-52-2408

チマチョゴリ着用体験
4月～11月の金・土・
日・月曜日

戸沢村

韓国文化を再現した特徴的な道の駅で、
レンタルのチマチョゴリを着ればプチ韓国
旅行気分が楽しめます。
料金／大人1000円・小学生以下500円
受付時間／11：00～16：30

モモカミの里高麗館
戸沢村蔵岡３００８—１
（道の駅とざわ敷地
内）

モモカミの里高麗館
☎0233-72-3303

倉津川しだれ桜のライ
トアップ

4/9（金）～5/5（水・祝） 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実施。ラ
イトに照らされた幻想的な桜並木をどうぞ
お楽しみください。
※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

月山スキー場開き 4/10（土） 西川町

他のスキー場がクローズしていく中で、4
月にオープンします！他では体験できな
い壮大で爽快な夏スキーをお楽しみくださ
い！

月山スキー場
西川町商工観光課
☎0237-84-0566
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吉里吉里忌2021 4/10(土)～11(日) 川西町

吉里吉里忌は、2010/4/9に永眠した井上
ひさしを偲ぶ文学忌です。
4/10（土）
第34回遅筆堂文庫生活者大学校
「家族農業と地域自給」
4/11（日）
第7回吉里吉里忌
「井上芝居の想い出」
ゲスト：大竹しのぶ

川西町フレンドリープ
ラザ

吉里吉里忌実行委員
会
☎0238-46-3311

霞城公園ライトアップ
桜の咲き始め～散り始
め（４月上旬～中旬）

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。夜間はライトアップが行われ、
夜桜を楽しむこともできます。

山形市霞城公園

霞城観桜会実行委員
会（山形市観光戦略
課内）
☎023‐641‐1212（内
線423）

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月上旬～中旬）

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
(内線423)

人形石スノーシュート
レッキング

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

伊佐沢念仏踊 4/18（日） 長井市

伊佐沢念仏踊は、今から約500年前に長
井市伊佐沢の玉林寺へ奉納された記録
が伝えられています。色鮮やかな衣装を
身にまとい、笛や太鼓の音にあわせて踊
るさまは実に愉快で見るものをひきつけま
す。（県指定無形民俗文化財）

伊佐沢小学校（長井
市上伊佐沢2027）

伊佐沢地区コミュニ
ティセンター
☎0238-88-2444

温海さくらマラソン大
会

4/18(日) 鶴岡市

あつみ温泉を主会場に温海地域を駆け抜
けるマラソン大会です。温海川河畔の桜
並木のなか5km、10km、21kmの各コース
を走ります。（参加者の受付は終了してい
ます）

温海地域内
温海さくらマラソン大
会
☎070-6614-5030

愛宕山の桜ライトアッ
プ

4/19(月)～5/5(水・祝) 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　19:00～21:00

愛宕山周辺
もがみ南部商工会
☎0233-43-2184

月山あさひ博物村
かたくり園開園

4月中旬～下旬 鶴岡市

里山に春を告げるかたくりの花が見ごろを
迎えます。
※場所 月山あさひ博物村 「そば処大梵
字」の裏手
※開園時には国道沿いにのぼり旗を立て
ております。

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村

月山あさひ振興公社
☎0235-53-3411

あつみ温泉温海川河
畔夜桜ライトアップ

4月中旬～5月上旬 鶴岡市
期間中の日没から23:00頃まで毎日ライト
アップをおこないます。川面に映る桜は幻
想的です。

あつみ温泉温海川河
畔

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

さくらんぼ
観光果樹園オープン
式

4/22（木） 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！

－
東根市観光物産協会
☎0237-41-1200

五月人形展 4/24(土)～5/23(日) 山辺町
歴史ある勇ましい五月人形の他、豪華な
甲冑や掛け軸などが展示されます。

山辺町ふるさと資料
館

山辺町ふるさと資料
館
☎023-664-5033
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TAKAHATA
ILLUMINATION

4/24（土）～25（日） 高畠町

高畠町のシンボルの1つである、安久津八
幡神社の三重の塔を中心にしたライトアッ
プを行います。花と光と星で演出される色
のコントラストを楽しむことができます。
点灯時間：18:00～20:00

古の里歴史公園
高畠町商工観光課
☎0238-52-4482

ブルーライン開通式 4/28(水) 遊佐町

秋田県と山形県を結ぶ観光道路「鳥海ブ
ルーライン」の開通を祝い、交通安全・春
山登山の安全を祈願します。ゴールデン
ウィーク期間中は、雪の回廊の中をドライ
ブできます。

ブルーライン小野曽旧
料金所前・鉾立駐車
場

遊佐鳥海観光協会
☎0234-72-5666

県民の森オープニン
グイベント

4/29（木・祝） 山辺町

太極拳体験や体験ウォークラリー等事前
申込が必要となります。また、アスレチック
やミニSLは申込無でお楽しみいただけま
す。

森林学習展示館周辺
県民の森
森林学習展示館
☎023-666-2116

源流の森OPEN
4/29（木・祝）～
11/30（火）

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

玉簾の滝ライトアップ
4/29(木・祝)～
5/5(水・祝)　（予定）

酒田市
落差63メートル幅5メートルにわたり、豪快
に流れ落ちる直瀑をライトアップします。

酒田市升田玉簾の滝
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

かみのやま菜の花畑
（ヴェンテンガルテン）

4月下旬～5月中旬 上山市

4月下旬から5月中旬にかけて絶景のフォ
トスポットが現れます。菜の花畑からは壮
大な蔵王連峰を眺めることができます。花
で彩ったハート型フレームも設置している
おり、「映えスポット」としても有名です。

上山市弁天地内（茂
吉記念館前駅すぐ）

上山市観光課
☎023-672-1111

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
れる方々も多くいらっしゃいます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

下田沢かたくり園開園 4月下旬～5月上旬 鶴岡市

県内でも有数の広さを誇るかたくり園
里山に春を告げるかたくりの花が見ごろを
迎えます。
*場所 落合交差点(産直あさひグー)から
大鳥方面へ13ｋｍ(約20分)
吊り橋をわたるとかたくり園があります。
(看板・のぼりあり)
※下田沢かたくり園を守る会の方々がお
世話をしておりますので、生育環境を皆で
守りましょう。
※開花期には、かたくり園そばに臨時駐
車場を開設
※開園時には、のぼり旗を立てております
ので、目印にしてお越しください。

下田沢かたくり園
朝日庁舎産業建設課
☎0235-53-2120

キラリかたくり・水芭蕉 4月下旬～5月上旬 鶴岡市

キラリから徒歩10分ほどにある面積 1ha
のかたくり園。水芭蕉園は車で5分ほどに
あります。
協力金：各100円（キラリにお支払いくださ
い）
キラリでは、期間中山菜や地元農産物な
どを販売します。

温海川地区内
出羽街道 路乃茶屋
「キラリ」
☎0235-47-2588

赤倉温泉朝市 5/2(日)～11/7(日) 最上町

毎週日曜日開催。美味しい漬物や地野
菜、手作り品など様々販売します。また、
毎月第１週は汁物の振る舞いがありま
す。
時間　9：00～11:00

赤倉温泉　まじゃれ茶
や周辺

赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

まじゃれマーケット 5/2（日） 最上町

まじゃれ茶やの建物内や周辺でフリー
マーケットなどちいさなイベントを予定して
います。
時間　10：00～15：00

赤倉温泉　まじゃれ茶
や周辺

赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山戸能･山五十川歌
舞伎奉納上演

5/3（月・祝） 鶴岡市
河内神社の春の例祭。県指定無形民俗
文化財の山戸能と山五十川歌舞伎が奉
納上映されます。

山五十川古典芸能伝
承館

山五十川公民館
☎0235-45-2949

新緑の古道トレッキン
グ

5/5（水・祝） 高畠町
新緑の二井宿峠古道を、里山の自然を満
喫しながら歩きます。

二井宿地区
二井宿地区公民館
☎0238-52-1001

プラザの座楽vol.10 5/8(土) 川西町

大人の「学び・遊び・歓び」の体験講座シ
リーズ。今回は、クラシックギター製作塾
「tamaniwaワークショップ」主宰の浜崎浩さ
んにお話を伺います。

川西町フレンドリープ
ラザ

川西町フレンドリープ
ラザ
☎0238-46-3311

第38回全国白川ダム
湖畔マラソン大会

5/9（日） 飯豊町

新緑の白川ダム湖畔を走ろう♪今年のゲ
ストはタレント・JRTAランニングトレーナー
の中村優さん。コースは2km、5km、
10km。体力に合わせてTRYできます。
参加記念品の他、抽選会では特別賞が当
たるチャンスも！ファミリーでの参加者に
は記念撮影の特典もあります。

白川ダム湖岸公園ス
タート

全国白川ダム湖畔マ
ラソン大会実行委員
会事務局（社会教育
課内）
☎0238-72-3111

観光わらび園オープン 5月上旬～ 南陽市
南陽市は市内に2か所の観光わらび園が
あります。春の訪れを告げる山菜わらび
狩りをお楽しみください。

小滝わらび園
荻観光わらび園

南陽市商工観光課
☎0238-40-8295

ダリア球根直売会 5/14(金)～5/16(日) 川西町
ダリア球根の直売会。花の写真を見なが
ら好きなダリアの球根を選べます。期間中
はダリアの栽培講習会を開催します。

かわにし森のマルシェ
川西町観光協会
☎0238-54-1515

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

5/16(日) 新庄市

新庄市エコロジーガーデンを会場にした
青空市。旬の農産物や加工品が並び、作
り手との交流も魅力です。会場の新庄市
エコロジーガーデンは菜の花の時期を迎
え、フォトスポットとしても人気です。
時間：10:00～15:00

新庄市エコロジーガー
デン

新庄市エコロジー
ガーデン
☎0233-29-2122

寺台農園
観光わらび園

5月中旬 戸沢村

山の恵み「わらび」が２時間とり放題！誰
もがハマるワラビ採り！初心者でも安心で
す。
入場料：2,000円　要予約
場所：戸沢村角川地区

寺台農園
戸沢村角川地区

寺台農園
代表 田中悦夫
☎090-3983-7648

旬だぁ!!!寄ってけ
とざわMURA市

5月中旬
～6月上旬

戸沢村
山菜など戸沢村の旬の特産品を販売しま
す。生産者から直接購入できる貴重な機
会です、ぜひお立ち寄りください。

白糸の滝ドライブイン
戸沢村古口１４９６—１
など

戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

観光ワラビ園オープン 5月中旬～6月下旬 飯豊町
中津川地区の５ヶ所にてOPEN（予定）。お
いしい山菜が取り放題！

各ワラビ園
【総合案内所】白川温
泉白川荘
☎0238-77-2124

新ワインイベント「SKY
TABLE　NANYO」

5/22（土） 南陽市

南陽スカイパーク（十分一山）を会場にグ
ランピング形式のイベントを開催します。
十分一山からの眺望の中で市内6社のワ
インを愉しんでいただきます。

南陽スカイパーク（十
分一山）

南陽市商工観光課
☎0238-40-8295

プラザ寄席vol.35 5/23(日) 川西町

入船亭扇辰・橘家文蔵・柳家小せん～落
語＆音楽ライブ～
3人の噺家による落語と演奏をお楽しみく
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

温海嶽開山祭・ブナの
森登山会

5/23(日) 鶴岡市

新緑のブナ林の中、様々な草花をめでな
がら歩きます。下山後は孟宗汁の振る舞
いや「あつみ温泉」での入浴をお楽しみく
ださい。
◎参加費：1,500円（小学生以下無料）
◎参加締切：5/14（金） 先着30名程度ま
で

温海岳・あつみ温泉
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

摩耶山春の登山会
（越沢、関川口）

5月下旬 鶴岡市
安全祈願神事の後、新緑の中の登山会を
行います。神事には摩耶姫が参列しま
す。

越沢地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

倉津川しだれ桜のライトアップ（天童市） 第38回全国白川ダム湖畔マラソン大会（飯豊町）
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令 和 3 年 3 月 31 日

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

4/10（土）17:00～
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

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/11（日）12:00～
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

モンテディオ山形 4/11（日）14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS アルビレックス新潟
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 4/21（水）19：00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS V・ファーレン長崎
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

4/24（土）17:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS アースフレンズ東京Z 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

4/25（日）12:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS アースフレンズ東京Z 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 4/25（日）14:00～
2021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 5/5（水・祝）14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ヴァンフォーレ甲府
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 5/16（日）14:00～
2021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 5/30（日）14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS SC相模原
NDソフトスタジアム山
形

㈱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

新国立劇場バレエ団
「白鳥の湖」

4/10（土）13:30～
(12:45開場)
※2020/4/4延期公演

山形市
ｵﾃﾞｯﾄ/ｵﾃﾞｨｰﾙ　米沢 唯
ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ王子　井澤 駿
指揮　冨田 実里

やまぎん県民ホール
大ホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第292回 定期演奏会

4/17（土）19:00～
(18:00開場)
4/18（日）15:00～
(14:00開場)

山形市
指揮　鈴木　優人
チェロ　佐藤　晴真

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 ～やまぎんホール
～

4/29（木・祝）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　大井　剛史
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
2021 村山公演

5/22（土）15:00～
（14:00開場）

村山市
指揮　阪 哲朗
吹奏楽　楯岡中学校吹奏楽部、
　　　　　 葉山中学校吹奏楽部

村山市民会館　大
ホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第293回 定期演奏会

5/29（土）19:00～
（18:00開場）
5/30（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　飯森　範親
ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ　中川　英二郎

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)

●プロスポーツ試合情報(県内版)
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