
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第109回南陽の菊まつ
り

10/8（金）～11/7（日） 南陽市
全国一の歴史を誇る伝統ある菊まつりで
す。

花公園会場

南陽市菊まつり実
行委員会（事務
局：南陽市商工観
光課）
☎0238-40-8295

板そばまつり 11/1(月)～11/30(火) 村山市

お待たせしました。村山市で新そばの季節
がやってきます。
採れたて・挽きたての香り高いそば粉を
使った、打ちたて・茹でたての村山市のお
いしい新そばをぜひご賞味ください。
期間中、新そばを食べると村山市の特産
品が当たる抽選会に参加できます。

最上川三難所そば
街道加盟店(12店
舗)

村山市商工観光
課
☎0237-55-2111

第9回最上町新そばま
つり
【マルシェｄｅ食べよ
う！】

11/3（水・祝） 最上町

「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館で開催さ
れる【Go湯イート（マルシェ）】にて、板そば
（1食500円・限定60食、無くなり次第終了）
を販売。板そばを召し上がられた方、マル
シェでお買い物された方を対象に【最上町
新そばまつり（お店ｄｅ食べよう！）】で使え
る500円分のそば割引券をプレゼント（数
量限定）。
時間：11：00～15：00（板そば提供は13：00
まで）

「おくのほそ道」赤
倉ゆけむり館

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

第9回最上町新そばま
つり
【お店ｄｅ食べよう！】

11/3(水・祝）～11/30
（火）

最上町

参加飲食店（5店舗）でそば割引券を使っ
て新そばをお召し上がりいただけます。
開催期間は11月3日（水）～11月30日（火）
まで。

最上町町内参加飲
食店

たらふく工房満沢
（要予約）
おおう牧場
クラブ食堂
川の駅ヤナ茶屋も
がみ
麺処西郷屋

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

庄内あさひ新そばまつ
り2021in大梵字

11/3(水・祝)～
12/5(日）

鶴岡市
・時間　午前10時30分～午後3時30分
・限定メニュー新そば御膳の提供
・料金　1,500円（各日限定20食）

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

第9回最上町新そばま
つり
【旅館ｄｅ食べよう！】

11/4（木）～11/14（日） 最上町

赤倉温泉に泊まって、毎年新そばまつりで
手打ちを担当する若旦那衆のそばをご堪
能ください！この期間に宿泊されたお客様
に【最上町新そばまつり（お店ｄｅ食べよ
う！】で使える500円分のそば割引券をプ
レゼント。（数量限定）

湯守の宿三之亟
みどりや旅館
悠湯の宿湯澤屋
わらべ唄の宿湯の
原

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

棒杭市×道の駅田沢
新そばまつり

11/6(土)～
11/7(日)

米沢市

道の駅田沢恒例の新そばまつりに、棒杭
市が同時開催されます！笹野一刀彫絵付
け体験などの伝統市や、射的・輪投げと
いった昔遊び体験も催されます。

道の駅田沢
道の駅田沢
☎0238-31-2753

第9回最上町新そばま
つり
【赤倉温泉ｄｅ遊ぼ
う！】

11/7（日）
11/14（日）

最上町

①出張！たらふく おやこｄｅクッキング！
11/7（日）10：00～　参加費1,500円　定員5
組15名様
場所：「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館
そばがき、ガレット、ビックプリンを作りま
す。

②ダムとおそばｄｅ癒されよう
11/14（日）10:00～　参加費2,000円　定員
5名様
場所：湯守の宿　三之亟
最上小国川ダムを周遊し、旅館で新そば
を堪能します。

イベントに参加された方に【最上町新そば
まつり（お店ｄｅ食べよう！）】で使える500
円分のそば割引券をプレゼント。

①11/7「おくのほそ
道」赤倉ゆけむり館
②11/14湯守の宿
三之亟

赤倉温泉ｄｅ遊ぼう
事務局
☎090-2989-4169

令 和 3 年 11 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年11月・12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

第53回最上町総合芸
術文化祭

11/7（日）～11/15（月） 最上町

町内外の活動団体の発表の場として総合
芸術文化祭を行なっています。生け花や
書道、パッチワーク、写真愛好家などの合
同展示発表会、また太鼓や郷土芸能の舞
台発表会が行われます。なお、開幕前11
月5日～11月10日には町民参加による一
般公募展示会も大ホールロビーにて開催
されます。
舞台発表会：11月7日大ホールにて（12：
30開場、13：00開演～16：00閉演）
合同展示発表会：11月13日～11月15日大
ホールにて　9：00～19：00(最終日は15：
00まで）
※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。
※新型コロナウイルス感染症拡大等の影
響により中止および延期となる場合がござ
います。

最上町中央公民館
最上町教育委員
会文化芸術係
☎0233-43-2350

第8回ビッグウイング
フェスティバル

11/27（土）・
11/28（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」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

第27回山形市伝統的
工芸品まつり

11/27（土）・
11/28（日）

山形市

山形鋳物や山形仏壇、和傘、打刃物、こけ
し、桐箱、籐工芸など様々な山形市の伝
統的工芸品を見て、触って、購入できる年
に一度のイベントです。各業種の職人が一
堂に会する貴重な機会です。伝統的工芸
品ならではの魅力と匠の技を肌で感じてく
ださい。入場無料。

山形ビッグウイング

山形市伝統的工
芸品まつり実行委
員会
（山形市山形ブラ
ンド推進課内）
☎023-641-1212

ひがしねウィンターフェ
スティバル

12/4（土）～2022/1/10
（月・祝）

東根市

　幻想的な屋外イルミネーションを是非お
楽しみください。 実施期間はたっぷりあり
ますので、ごゆっくりお越しください。
　会場では、新型コロナウイルス感染拡大
防止策へのご協力をお願いいたします。

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

羽黒山松例祭
12/31（金）～2022/1/1
（土・祝）

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

ひがしねウインターフェスティバル（東根市）
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●イベント 令和3年11月1日

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（山寺
会場）

毎週土曜、日曜、祝日
※今季は11月下旬で終
了

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

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：日没から夜10：00

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

夜の町歩きを楽しめる
ように！
大堰ライトアップ

～11月中旬頃 金山町

夜も安心して町歩きを楽しめるように、金
山町の魅力を引き出すライトアップを大堰
にて行っています。暖かいオレンジのライ
トは大堰を優雅に泳ぐ鯉を照らし、通常の
ライトアップとは違った雰囲気を楽しむこと
ができます。

大堰
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111

空色（そらいろ）・暮色
（くれいろ）ウォーキン
グ

～12/29(水)までの予
定

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

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、鳥のさえずり、紅葉、土の感触、時
間を忘れて自然の中で過ごしてみません
か。
2名～受付／前日15時まで要予約。
参加料：お一人様3,000円

かかし茶屋前集合
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

リゾートホテルにお得
に泊まって金山町を応
援しよう！

～2022/2/27(日)まで 金山町

リゾートホテルにお得に宿泊できるチャン
ス！山形県在住の方でシェーネスハイム
金山の宿泊プランをご利用の方を対象と
し、割引上限は町民が5,000円、県内在住
者は3,000円です！

ホテルシェーネス
ハイム金山

ホテルシェーネス
ハイム金山
☎0233-52-7761

斎藤茂吉記念館　特
別展「新収蔵資料展」

～2022/3/31（木）
※水曜、年末年始休館

上山市

近年寄贈を受けた新資料から、斎藤茂吉
の親族の所蔵品とアララギ歌人の旧蔵資
料などを中心に、斎藤茂吉との関りと作品
創作の経緯などを紹介いたします。

斎藤茂吉記念館
斎藤茂吉記念館
☎023-672-7227

あつみ温泉朝市
4/1(火)～
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

出羽三山御開祖　蜂
子皇子特別拝観

4/29(木)～
11/3(水・祝)

鶴岡市

【出羽三山丑年御縁年特別企画】     【東
北DC特別企画】
疫病収束、一日も早く平穏な生活に戻れ
ることを願って、各地に安置されている蜂
子皇子御尊像を一堂に祀り、特別に拝観
いただけます。
参拝時間：9時～16時30分
拝観料：500円（特別拝観券セット800円）

羽黒山山頂（天宥
社）

出羽三山神社
☎0235-62-2355

御澤駈け体験　御澤
佛特別拝観

4/29(木)～
11/23(火・祝)

鶴岡市

【出羽三山丑年御縁年特別企画】     【東
北DC特別企画】
湯殿山で行われていた御澤駈けという厳
しい修行にちなんだ「御澤佛」を展示しま
す。
時間：9時～16時30分
拝観料：500円（特別拝観券セット800円）

出羽三山歴史博物
館

出羽三山神社
☎0235-62-2355

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月中旬 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。
※料金及び乗船方法、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。
9:30～15:10(1日8便各1時間)

長井ダム(ながい百
秋湖)

野川まなび館
☎0238-87-0605
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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
方々も多くいます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

幻想の森　ガイド付き
バスツアー

6/5（土）～11/3（水・
祝）の土、日、祝日限定

戸沢村

最上峡の奥にある「幻想の森」は、樹齢千
年を超える巨木が群生し、神秘的で雄大
な風景が広がります。ガイド付きでの散策
が楽しめます。
ツアー料金：大人　2,000円、こども　1,000
円
前日まで要予約

戸沢村古口字土湯
最上川交通（株）
☎0233-34-7051

スマホスタンプラリー 7/1（木）～11/14（日） 高畠町

高畠町の観光地を満喫できるスタンプラ
リー。町内15ヵ所の観光地（チェックポイン
ト）の内4ヵ所以上の観光地でスタンプを集
めると豪華賞品が抽選で当たります。

チェックポイント（太
陽館、亀岡文殊、
安久津八幡神社な
ど町内15ヵ所）

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

GOGO上山！
7/1（木）～2022/2/28
（月）

上山市

上山市内の対象宿泊施設に２泊以上の連
泊をすると、滞在中の観光に使えるポイン
ト（約5,000円相当）がもらえます。果物狩り
や日帰り入浴、レンタサイクル、お食事な
どにご利用いただけます。
対象の宿泊施設、ポイントが使えるメ
ニューは上山市観光物産協会のホーム
ページでご確認ください。

上山市
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

月山あさひ博物村30
周年特別企画
昆虫大集合「むしむし
展」

7/3(土)～
11/7(日)

鶴岡市

月山あさひ博物村30周年特別企画として
昆虫大集合「むしむし展」を開催します。カ
ブト虫の販売も行います。
＊場所　道の駅「月山」・月山あさひ博物
村　文化創造館
＊時間：午前9時～午後5時 ＊月曜休館
＊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人+小中学
生1人）、ファミリー券500（大人1人+幼児1
人）

道の駅「月山」月山
あさひ博物村
文化創造館

月山あさひ振興公
社
☎0235-53-3411

ZENJIRO五の不思議
展

7/14（水）～11/3（水・
祝）

新庄市

洋画家・近岡善次郎画伯の世界を５つの
視点から紹介します。
期間：7/14（水）～11/3（水）
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
※11/3（文化の日）は観覧無料

新庄ふるさと歴史
センター　1F名誉市
民近岡善次郎記念
室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

人間国宝　奥山峰石
『鍛金の世界』

7/9（金）～12/20（月） 新庄市

鍛金の技法に注目し、人間国宝 奥山峰石
氏の収蔵作品を展示します。
期間：7/9（木）～12/20（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
※11/3（文化の日）は観覧無料

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

とざわフォトコンテスト
２０２１

8/1（日）～11/30（火） 戸沢村

とざわフォトコンテスト２０２１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

「怪の連作～長沼孝
三の思想と表現」展

9/14(火)～12/26(日) 長井市

彫刻家・長沼孝三が人間や社会を風刺的
に表現した『怪』シリーズの彫塑作品を中
心に、仮面のレリーフや作家資料などを展
示。合わせて、芸術家や著名人から長沼
孝三に届いた寅年年賀状のコレクションを
紹介します。
料金:大人300円、高校生200円、小中学生
100円

長沼孝三彫塑館
一般財団法人文
教の杜ながい
☎0238-88-4151
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

大石田そば街道「おお
いしだエールスタンプ
ラリー」

応募期間
10/1(金)～12/31(金)

大石田町
大石田そば街道ほか大石田町内で使える
2,000円割引券が当たるスタンプラリー開
催中。そば街道を３店舗巡ると応募可能。

大石田そば街道加
盟１５店舗

新そばまつり事務
局（大石田町産業
振興課）
☎0237-35-2111

飯豊の木のクラフトと
グリーンウッドワーク
(滞在型リサーチ＆制
作プログラム)

●滞在期間：10/29(金)
～11/6(土)
●展示発表：11/6(土)
①10：00-12：00　②13：
00-15：00

飯豊町

「飯豊の木のクラフトとグリーンウッドワー
ク」では、飯豊山麓の中津川地区の文化
に興味を持った成瀬正憲さん(日知舎主催
/山村文化研究者)が飯豊町に滞在し、リ
サーチと制作を行います。まず、かつて飯
豊の木地師は何を作っていたのか、失わ
れつつあるモノとその歴史を探ります。そ
して、かつては木を伐りだした傍から器を
作っていたという木地師のモノづくり技術
のひとつを参考に、グリーンウッドワークを
取り入れ、新たな“飯豊の木のクラフト”を
作ることを試みます。最終日の展示・発表
では、滞在中の成果が示されます。

旧飯豊町立中津川
小学校 小屋分校
（〒999-0421 山形
県西置賜郡飯豊町
大字小屋261）

飯豊町役場　商工
観光課まで電話か
メールで
☎0238-87-0523
✉i-
kankou@town.iide.y
amagata.jp

おとなりさん紹介クー
ポンキャンペーン

10/1（金）～2022/1/3
（月）

戸沢村

1,000円以上のお支払いで500円のクーポ
ンがもらえるキャンペーンを実施します。
クーポンは配布店舗以外の取扱店で利用
でき、とってもお得に周遊観光ができま
す。
数に限りがありますので、お早めに！
詳細については、チラシ又はHPをご覧くだ
さい。

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

しょうない秋まつり
2021　スタンプラリー

10/1（金）～11/30（火） 庄内町

例年しょうない秋まつりを開催しておりまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響で
スタンプラリー形式で開催することになりま
した。
スタンプラリー参加店舗にて500円以上お
買上げで1つスタンプをゲット！3つ貯める
と応募できまして、抽選で商品券(ゆりカー
ド)が200名様に当たります！応募締切は
11/30(火)までです。
参加店舗は庄内町観光協会HPにてご確
認ください。

庄内町参加店舗
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

戸沢村さ行ってみっぺ
キャンペーン

10/1（金）～2022/1/3
（月）

戸沢村

戸沢村観光のキャンペーン対象体験プラ
ンを1,000円割引で体験できるお得なクー
ポンを利用できます。
プラン詳細については、チラシ又はHPをご
覧ください。

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

あさひむらスタンプラ
リー

10/10(日)～11/14(日) 鶴岡市

鶴岡市あさひエリアで「観る・遊ぶ・食べ
る・買う」
参加施設をまわってスタンプを２つ集め、
ご応募いただくと宿泊券や特産品が抽選
で当たる紅葉スタンプラリー。鮮やかに染
まる景色を眺めながら、あさひエリアで
ちょっと寄り道しませんか。

朝日地域
あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

遊覧船 in長井ダム百
秋湖

10/15(金)～11/7(日) 長井市

長井ダムながい百秋湖にて、今年も秋の
遊覧船を運航します。周囲の山々が美しく
紅葉する中、1周約45分かけてゆったりと
進む癒しの船旅はいかがでしょうか。
1日5便運航。大人(中学生以上):2,500円、
子ども(3歳～中学生):1,500円、幼児(0～2
歳):無料、貸切料金:60,000円。【完全予約
制】
乗船予約及び詳細についてはやまがたア
ルカディア観光局へお問い合わせ、または
ホームページをご確認ください。

長井ダム(ながい百
秋湖)

一般社団法人やま
がたアルカディア
観光局
☎0238-88-1831
専用受付電話
☎090-9534-6004

上山城企画展「古写
真・古看板・絵葉書で
振り返る　上山の
“ちょっと”昔の風景
展」

10/16（土）～12/5（日）

※木曜休館
上山市

昔懐かしい上山の風景展を開催します。
上山城収蔵資料の他、皆さんから募集し
た写真も展示します。

上山城
上山城
☎023-673-3660

5 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

２０２１　旬だ!!!寄って
け　とざわＭＵＲＡ市

10/16(土)～11/7(日)
の土日

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：白糸の滝ドライブイン・いきいきラン
ドぽんぽ館・高麗館（11/7のみ）
時間：１０：００～１５：００

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

まちなかぶらっとラン
チラリー

10/1（金）～11/30(火) 米沢市

「まちなかぶらっとランチマップ2021」に掲
載されている参加店で食事をし、参加店備
え付けの応募ハガキに異なる4店舗の
シールを集めると豪華賞品に応募できま
す。ランチマップアプリ画面またはパンフ
レットを注文時に見せると嬉しい特典が付
くことも！

米沢市内参加店舗
米沢市産業部商
工課
☎0238-22-5111

宝珠山ライトアップ・光
のロードスタート

10/24（日）～11/7（日） 山形市
奥之院までライトアップで光のロードを実
施。

宝珠山・門前町商
店街

山寺観光協会
☎023-695-2816

米沢おいしいもの巡り
スタンプラリー

11/1(月)～12/19(日) 米沢市

「米沢どん丼まつり」「麺くいヨネザワ」「お
店で牛肉まつり」「地酒まつり」「よねざわ
魚（toto）感謝祭」「秋の収穫市」それぞれ
のイベントの対象店舗で500円（税込）ごと
にもらえるシールを集め、抽選に応募する
と豪華景品が当たる連携イベントスタンプ
ラリーを開催します。

米沢市内参加店舗
四季のまつり委員
会
☎0238-22-9607

隠れ蕎麦屋の里しら
たか新そば旬そば
キャンペーン

11/1（月）～2022/2/27
（日）

白鷹町
キャンペーン参加店で蕎麦を食べると、抽
選で「そばお食事券」または「しらたかそば
通てぬぐい」が当たります。

熊屋、千里庵、そ
ばきり八寸、のどか
村、宝思そば

（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

弓矢・勾玉・石器を作
ろう

11/3（水・祝） 高畠町
勾玉は滑石というやわらかい石、石器は
頁岩という石を使って自分で作れます。弓
矢は作った後実際に使ってみましょう！

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

農大市場 11/3（水・祝） 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

藤島イルミネーション
2021

11/3（水・祝）～
2022/1/10（月・祝）

鶴岡市

イルミネーション点灯
時間：期間中毎日16：30～21：30まで(点灯
初日のみ18：00～)
抽選で10組を点灯の瞬間に招待します。
点灯の様子をインスタで生配信します。
今年のテーマは「＃星に願いを」です。
星座や惑星のイルミネーションも登場しま
す。

藤島歴史公園Hisu
花

藤島庁舎総務企
画課
☎0235-64-2111

秋のマイナスイオン体
感と紅葉の高瀬峡ト
レッキングバスツアー
～打ちたて新そばラン
チ～

11/3(水・祝) 遊佐町

■時間:8:00～15:00(日帰り)
■旅行代金:お一人様 4,500円(税込)
■募集人数:15名(最少催行人数 10名)
　※山形県在住の方限定といたします。
<内容>
・高瀬峡トレッキング(約2.5時間)
・胴腹滝
・しらい自然館(昼食)
・三崎公園
・道の駅鳥海 ふらっと

集合・解散/JR遊佐
駅

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

グリーンウッドワーク
で作る木のクラフト

11/3（水・祝）9：00～
17：00

飯豊町

身近な場所で伐ったばかりの生木をナイフ
などで削り、生活の道具を作り出す“グ
リーンウッドワーク”。近年人気を集めてい
るこの木工技術を、講師が分かりやすく教
えます。飯豊町の広葉樹の木を削りだし
て、オリジナルのスプーンを作ってみませ
んか。

参加費／1,050円（昼食・保険代）
定　員／10名（先着順）

旧飯豊町立中津川
小学校 小屋分校
（〒999-0421 山形
県西置賜郡飯豊町
大字小屋261）

飯豊町役場　商工
観光課まで電話か
メールで
☎0238-87-0523
✉i-
kankou@town.iide.y
amagata.jp

大石田そば街道プレミ
アム付きクーポン

利用期間
11/6(土)～
2022/1/31(月)

大石田町
３０％プレミアム付きの大石田そば街道プ
レミアムクーポン券発売中。残りわずか、
お早めに。

大石田そば街道加
盟１５店舗

新そばまつり事務
局（大石田町産業
振興課）
☎0237-35-2111

大石田町「新そばを楽
しむ会」

11/6（土） 大石田町
令和３年度は恒例の新そばまつりを山形
県民５００名限定、完全予約制で行いま
す。

大石田町　クロスカ
ルチャープラザ桂
桜会館

新そばまつり事務
局（大石田町産業
振興課）
☎0237-35-2111

さがえちぇり～マル
シェ2021

11/6(土)
6:30～7:30

寒河江市

採りたての新鮮な野菜や果物などを販売。
軽トラックの荷台を店舗に見立てた産直市
「さがえちぇり～マルシェ」が開催されま
す。

寒河江駅前みこし
公園

商工推進課
☎0237-85-1492

肘折ダムライトアップ 11/6（土） 大蔵村

今秋に肘折ダムへの初のライトアップが始
まり、ＬＥＤライトから放たれた光が幻想的
に彩ります。日中とは違う肘折ダムをご覧
ください。
点灯時間：19:00～21:00

肘折温泉街（肘折
源泉公園）

肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

紅花衣装特別展
11/6(土)～
11/7(日)

山辺町

日本遺産に認定された「山寺が支えた紅
花文化」の構成文化財である元禄紅花染
め着物を展示します。退色しやすいことか
ら常設展示は行っていないため、年に一
度の貴重な機会となっております。ぜひご
鑑賞ください。

山辺町ふるさと資
料館

山辺町ふるさと資
料館
☎023-664-5033

特別展　元禄紅花染
め着物と屏風展

11/6(土)～
11/7(日)予定

山辺町

日本遺産に認定された「山寺が支えた紅
花文化」の構成文化財である元禄紅花染
め着物を展示します。退色しやすいことか
ら常設展示は行っていないため、年に一
度の貴重な機会となっております。ぜひご
鑑賞ください。

山辺町ふるさと資
料館

山辺町ふるさと資
料館
☎023-664-5033

山形県民限定　金俣
の"新そば”そば打ち
体験

11/6(土)・11/7(日) 遊佐町

挽きたての新そば粉を使って、そば打ち体
験をします。一人前を試食し、三人前を持
ち帰りお家で食べます。
■人数:各回7名(最少催行人数 4名)
■時間:各回10:30～12:00
■金額:各回2,200円
■持ち物:エプロン・マスク

四季の森 しらい自
然館

鳥海山おもしろ自
然塾推進協議会
☎0234-72-2069

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

11/7(日) 鶴岡市

朝日地域のお母さんたち自慢の料理をバ
イキングでお楽しみください。梵字川も紅
葉に包まれ見頃を迎えます。
　・午前10時30分～午後2時
　・1皿につき100円
　・テイクアウトのみ：お持ち帰りの上お召
し上がりください。

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

大人のための夜の図
書館vol.28「秋・冬の星
座を楽しもう」

11/10（水） 川西町

空気が澄み渡り、星空が美しい季節となり
ました。同じように見える星も、実は毎日
違っているそうです。「星のソムリエ」井上
晃一さんをお招きし、星の見方をわかりや
すく伝授していただきます。

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

7 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

光のプロムナード
11/19(金）～1/10（月・
祝）
16：00～23：00

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.n
anokamachi.com/

天童市農畜産物販売
会

11/13（土） 天童市

天童産の果物や牛肉、米、野菜の直売を
はじめ、交流都市である茨城県土浦市の
れんこん、群馬県館林市のうどん、北海道
網走市の海産物などの特産品が勢ぞろ
い。天童牛を購入していただいた方には秋
の農作物プレゼントも実施いたします。

天童市農協本所広
場

天童市経済部農
林課
☎023-654-1111

山形県民限定　金俣
の"新そば”そば打ち
体験

11/13(土)・11/14(日)
※14日は満員

遊佐町

挽きたての新そば粉を使って、そば打ち体
験をします。一人前を試食し、三人前を持
ち帰りお家で食べます。
■人数:7名(最少催行人数 4名)
■時間:10:30～13:00
■金額:2,200円
■持ち物:エプロン・マスク

四季の森 しらい自
然館

鳥海山おもしろ自
然塾推進協議会
☎0234-72-2069

重要文化的景観シン
ポジウム・パネル展

シンポジウム
11/13(土)
15:00～18:30

パネル展
11/12(金)～14(日)
9:00～17:00
(14日は15:00まで)

長井市

全国4都市(宇治市・金沢市・葛飾区・大江
町)を招いて、重要文化的景観に関するシ
ンポジウムを開催します。長井市の取り組
みの紹介や、各都市の事例などが聞ける
貴重な機会です。また、参加都市の紹介
や「こどもが見た長井の文化的景観」を
テーマにしたパネル展を同時開催します。
シンポジウムは定員:300人、参加料:無
料、事前要申込。申込方法:長井市観光文
化交流課まで電話またはメールで氏名・住
所・連絡先をお知らせください。パネル展
は入場料:無料、事前予約不要。
詳細は長井市ホームページをご覧くださ
い。

長井市民文化会館

長井市観光文化
交流課文化交流
室
☎0238-82-8017

子ども演劇定期公演
「さざわぐち山と仲間
の話」

11/21（日） 川西町

子ども演劇教室は、演劇に親しむことで表
現する大切さを学んでいます。今回の定期
公演「さざわぐち山と仲間の話」は創作民
話で、町内外から参加している小中学生
21人のメンバーが精一杯演技を披露しま
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

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

11/21(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。
時間：10時～15時

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

元気回復祈念花火 11/21(日) 米沢市

約1000発の花火が米沢の夜空を彩りま
す。新型コロナウィルス感染症対策のため
打ち上げ場所近辺での観賞はご遠慮いた
だきます。

松川河川敷
米沢商工会議所
☎0238-21-5111

やまがた音と光のファ
ンタジア2021　イルミ
ネーション点灯

点灯式
11/26(金)17：15～
イルミネーション点灯期
間
11/26(金)～
2022/2/14(月)17:30～
22:00
※点灯開始時間が早ま
る時期がありますの
で、詳細についてはお
問い合わせください。

寒河江市

音と光が織りなす幻想的なイルミネーショ
ンが寒河江の冬を彩ります。メイン会場の
最上川ふるさと総合公園内では、光の森
をテーマに、光の花や木が音楽に合わせ
て様々な色に輝き、みなさんを魅了しま
す。また、サブ会場である寒河江駅前交流
センター、大江町テルメ伯陵、朝日町、河
北町、西川町の各道の駅にもイルミネー
ションが設置されますのでご覧ください。な
お、このイベントでは、フォトコンテストやス
タンプラリーも行いますので、たくさんの方
のご参加をお待ちしております。

最上川ふるさと総
合公園他

さくらんぼ観光課
☎ 0237-85-1692

親子でガラス玉を作ろ
う

11/27（土） 高畠町
古墳から出土したガラス玉の加工方法の
一つの「巻き付け技法」を体験します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

2021青少年のための
科学の祭典 in 山形

11/27（土） 山形市
小中学生が楽しめる工作や科学実験がた
くさん体験できます。今年は事前予約制で
開催します。

霞城セントラル
アトリウム、産業科
学館

やまがた科学・産
業体験実行委員
会（山形県工業戦
略技術振興課）
☎023-630-2192

PABLO ZIEGLER
JAZZ TANGO
ENSEMBLE

12/4（土） 川西町

2018年グラミー賞受賞。タンゴの革命児ア
ストル・ピアソラ五重奏団の最後のピアニ
スト‘‘パブロ・シーグレル‘‘。極上のス
テージをご堪能ください。

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

コースターを作ろう 12/4（土） 高畠町
縄文・古代の技術をカラムシからとった繊
維を使ってアンギン台やミニ機織機でコー
スターをつくります。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

古代風ブレスレットを
作ろう

12/4（土） 高畠町
古代から人々の生活で使われてきたアサ
の紐を編んで自分だけのブレスレットをつ
くります。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

蔵王温泉スキー場開
き

12/11(土） 山形市
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

花 笠 高 原 ス キ ー 場
オープン

12/11（土） 尾花沢市

ナイター設備完備、花笠高原スキー場が
12月11日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）。ボード大好き作業員
が、熟練の技術で圧雪する極上のバーン
をお楽しみください！

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

湯殿山スキー場安全
祈願祭

12/11(土) 鶴岡市
・午前10時～安全祈願祭
・滑走可能時リフト無料開放
・ふるまい餅あり

湯殿山スキー場
湯殿山スキー場
☎0235-54-6450

山形県最上町赤倉温
泉スキー場開き

12/11（土）プレオープン
12/18（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。
12/18（土）フルオープンでは本格的なシー
ズンインを記念してリフト券が無料で
す！！！
リフト運行時間　8：30～16：00（プレオープ
ン祭事は9：00～）

山形県最上町赤倉
温泉スキー場

山形県最上町赤
倉温泉スキー場
☎0233-45-2901

黒伏高原スノーパーク
「ジャングル・ジャング
ル」オープン

12/11（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

朗読俱楽部「星座」
『午後の朗読会vol.5』

12/12（日） 川西町

結成から3年を迎えた朗読俱楽部「星座」
の第5回定期公演です。出演は県内各地
から通う小学生から70代までの16人のメン
バー。『深沢の客』（作 最上一平 演出
野々下孝）他1本。

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

学業成就祈願法要
12/12（日）10：00～11：
00

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。（参加料：3,000円）

山寺・根本中堂
山寺観光協会
☎023-695-2816

武禘式・川中島合戦
Live Stage

12/17（金） 米沢市

米沢上杉まつりで開催されていた武禘式
及び川中島合戦が、今年は舞台版として
再編集し開演されます！事前予約制での
観劇のほか、YouTube生配信も行われま
す。

伝国の杜ホール
四季のまつり委員
会
☎0238-22-9607

羽黒山スキー場オー
プン

12/18（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月18日午後か
ら無料開放します。
12月19日～令和4年1月7日までの期間
は、１日券が格安で購入できます。(12月
29日～令和4年1月3日を除く)

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

櫛引たらのきだいス
キー場オープン

12/18(土) 鶴岡市

カラー照明によるナイターが自慢です。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。そして、ゲレンデ下の
ソリ乗り場では就学前幼児が十分楽しめ
ます。平日はナイターのみの営業ですが、
土日と祝祭日・年末年始は終日ご利用い
ただけます。
また、隣接するほのかたらのきだいには、
食堂や休憩所もございますので、小学校
や子ども会行事等でのご利用もお待ちし
ています。

櫛引たらのきだい
スキー場

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

年越しそば打ち体験 12/19(日) 遊佐町

金俣そば粉を使って、自分で”年越しそば”
を打つためのそば打ち体験をします。一人
前を試食し三人前をお家で食べます。
■人数:7名(最少催行人数 4名)
■時間:10:30～13:00
■金額:2,200円
■持ち物:エプロン・マスク

四季の森 しらい自
然館

鳥海山おもしろ自
然塾推進協議会
☎0234-72-2069

花笠高原スキー場子
供の日

12/19（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

樹氷ライトアップ

12/25(土)～
2022/2/28(月)
期間中限定45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

12/25（土）～
2022/2/28（月）期間中
限定45日間
17:00,18:00,19:00

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、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
※事前予約 が必
要です。

鐘楼すす払い・お供え
餅つき会

12/30（木）
10：00～鐘楼すす払
11：00～お供え餅つき
会

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。

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 12/30(木)・12/31(金) 鶴岡市

朝日地域産そば粉を使ってのそば打ち体
験。3人前のそばができあがります。
・料金　お一人1,500円
・申込期限　12月25日

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山寺大晦日除夜の鐘 12/31（金）23：30～ 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、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。

山寺山門前鐘楼
山寺観光協会
☎023-695-2816

上山市内スキー場
オープン情報

12月中旬～下旬 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月中旬　予定】

蔵王猿倉スキー場
【12月下旬　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

遊覧船in長井ダム百秋湖（長井市） 赤倉温泉スキー場（最上町）
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令 和 3 年 11 月 1 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 11/3(水・祝)14:00～
2021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

モンテディオ山形 11/14(日)14:00～
2021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

㈱モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 11/21(日)14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

ＶＳ　ＦＣ町田ゼルビア
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 12/5(日)13:00～
2021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

演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

平澤海里 J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンの
ためのソナタとパル
ティータ全曲シリーズ

11/13(土)14:00～ 山辺町
ヴァイオリン　平澤　海里
ヴィオラ　山中　保人
チェロ　久良木　夏海

囃館
噺館
☎080-1815-0188

第297回定期演奏会

11/20（土）19:00～
（18:00開場）
11/21（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　阪　哲朗
ヴァイオリン　辻　彩奈

山形テルサホール
山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

山響ハートフルコン
サートin朝日町

12/9(木)19:00～
(18:15開場）

朝日町

指揮　佐々木　新平
管弦楽　山形交響楽団
吹奏楽　朝日中学校吹奏楽部
ソプラノ　今井　倭子

朝日町エコミュージ
アムコアセンター
創遊館

朝日町教育委員
会教育文化課
☎0237-67-2118
文翔館
☎023-635-5500

親子ふれあいコン
サート

12/11(土)15:00～
(14:00開場）

酒田市

歌のおねえさん　吉野 直子
指揮　工藤　俊幸
お話　板垣 幸江
管弦楽　山形交響楽団

酒田市民会館「希
望ホール」

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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