
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 4/20(水)～11月下旬 大蔵村

山菜や野菜などその季節の旬の味覚とと
もに、朝市の農家の方との会話を楽しみ
に訪れる方々も多く楽しみの場となってい
ます。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

【特別企画】
平癒と再生　感謝と祈
りを

4/29（金・祝）　　　　　　　
～11/23（水・祝）

鶴岡市

【特別企画】                                          
   蜂子皇子御本尊と湯殿山御沢仏の特
別参拝を実施します。
時間：9時～16時30分
拝観料：800円

出羽三山歴史博物
館

出羽三山神社
☎0235-62-2355

白川湖カヌー＆SUP
体験

4月中旬～10月末 飯豊町

白川湖で、カヌー＆SUP体験をすることが
できます。ガイドが漕ぎ方から丁寧にお伝
えしますので、まったく経験のない初心
者、ご家族連れでも安全に楽しく体験する
ことができます。お申し込みは、いいでカ
ヌークラブの公式HPで受け付けていま
す。

白川湖
いいでカヌークラ
ブ
☎050-5832-7512

チマチョゴリ着用体験
4月～11月
金・土・日・月

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。
受付時間：11：00～16：30
料金：大人1,000円、小学生以下500円

戸沢村
モモカミの里高麗
館（道の駅とざわ敷
地内）

モモカミの里高麗
館
☎0233-72-3303

第１4回金山町フォトコ
ンテスト

4月～1月下旬 金山町
金山の魅力ある写真を撮影して入賞する
と豪華景品が当たるチャンス

金山町
金山町観光協会
☎0233-52-2111

羽黒山と庄内藩～天
宥別当事蹟・芭蕉門
弟と庄内俳壇～

6/25（土）　　　　　　　　　
～11/21（月）

鶴岡市

酒井家入部400年を記念し、羽黒山と庄内
藩がどのような関係にあったか歴史資料
から読み解きます。
開館時間：9時～16時30分※火曜日休館
（7・8月は無休）
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

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〉

【夏：6月中旬～10月中
旬】蔵王高原坊平コー
ス

【秋：10月中旬～１２月
中旬】西山コース

空色ウォーキング：10
時～12時

暮色ウォーキング：14
時～16時

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。
夏は爽やかな標高1000メートルの「蔵王
高原坊平コース」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時まで無料／前
日15時以降当日100％
◆申込締切：前日15時まで
◆最小催行人数：2名

※新型コロナウイルス感染状況により、受
入れを停止する場合がございます。

【夏】蔵王ライザレ
ストラン集合

【秋】西山コース集
合

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

駅からサイクリング～
サイクリング×トレ
ジャーハント～

6月上旬～10/31（月） 高畠町
高畠町内をサイクリングしながら宝探しを
していく新しい形のイベントです。期間開
催のためいつでも実施可能です。

受付
太陽館
道の駅たかはた

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

令 和 4 年 9 月 30 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2022年10月・11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

山形まるごと市(山寺
会場)

6月～11月の毎週土
曜・日曜・祝日

山形市
新鮮な野菜や果物はもちろん、豊富な種
類の山菜や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

第2弾たかはた風景街
道フォトコン

7/1(金)　　　　　　　　　　　
～2023/2/28(火)

高畠町

高畠町のお気に入りの風景、おすすめの
場所やイベントの写真に指定の＃を付け
てSNSに投稿すると、応募完了です。抽選
で豪華賞品をプレゼントします。

高畠町内
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

お得に！ぶらり戸沢
村の旅
周遊クーポン

7/1(金)　　　　　　　　　　
～11/30(水)

戸沢村

山形県戸沢村で使える1,500円のクーポン
券がもらえる観光キャンペーンを開催しま
す。
先着10,000名様（お1人様1セット）観光施
設や飲食店で利用可能です。

戸沢村内観光施
設・飲食店

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

人間国宝　奥山峰石
「鍛金の器展」

7/11（月）　　　　　　　　　
～12/19（月）

新庄市

本館で収蔵する、名誉市民 人間国宝・奥
山峰石氏の鍛金作品を紹介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・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

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

7/16（土）～10/16（日）
の土日祝日

鶴岡市

羽黒山五重塔をライトアップします。闇の
中に照らされ荘厳さを増した五重塔は、訪
れる人々を幽玄の世界へと誘い清浄な気
持ちにしてくれます。協力金１人500円か
ら。

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
☎0235-62-4727

第239回新庄ふるさと
歴史センター企画展
「太古への誘い　新庄
盆地の旧石器文化か
ら縄文文化の隆盛、そ
の後の時代推察」

7/25（月）　　　　　　　　　
～10/10（月・祝）

新庄市

新庄で発掘された旧石器時代から弥生時
代の石器とともに当時の人々の生活を紹
介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・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

鼠ヶ関恋する灯台イ
ルミネーション

7/30(土)　　　　　　　　　　
～10/10（月・祝）

鶴岡市

 鼠ヶ関弁天島遊歩道から鼠ヶ関灯台をイ
ルミネーションします。期間中、全6回の日
程でプロジェクションマッピングも実施しま
す。
【イルミネーション】
　点灯期間：7/30(土)～10/10(月・祝)
　点灯時間：午後6時30分～午後9時30分
【プロジェクションマッピング】
　実施日：7/30(土)、8/6(土)、13(土)、
20(土)、27(土)、10/10(月・祝)
　投影時間：午後8時より20分おきに4回開
催

鼠ヶ関灯台
温海庁舎産業建
設課
☎0235-43-4617

近岡善次郎記念室企
画展
「ＺＥＮＪＩＲＯ、憧れの
欧米を描く」

8/1（月）　　　　　　　　　　
～11/20（日）

新庄市

名誉市民 近岡善次郎氏が、長年憧れて
いた欧米諸国を巡る機会を得て、各地の
人々や風物、建物を描き歩いた作品を紹
介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・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

2022　たかはた風景
街道スマホスタンプラ
リー

8/6(土)　　　　　　　　　　　
～10/30(日)

高畠町

町内にある決められた観光地を自転車で
周り、QRコードをかざしスタンプを集めま
す。16ヵ所中4ヵ所のスタンプを集めると抽
選でたかはたブランドなどの豪華賞品をプ
レゼントします。

高畠町内
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

挑戦！上山のそば・
ラーメン全店制覇キャ
ンペーン

9/1（木）　　　　　　　　　　
～12/31（土）

上山市

「上山麺類食堂組合」加盟店で食事し、応
募券にその店のスタンプをもらい20店舗
全てのスタンプが揃ったら、加盟店にご応
募ください。
抽選で上山産高級ワインを20名様にプレ
ゼントします！
さらに、上山市内で上山産ワインを購入
し、購入店のスタンプもあるご応募の方に
は、抽選でかみのやま温泉宿泊利用券3
万円分を5名様にプレゼントします！

※伝八そばやは冬季休業になります。

上山麺類食堂組合
加盟店舗

上山麺類食堂組
合（上山市商工
会）
☎023-672-2057

ドライブスタンプラリー
9/2(金）　　　　　　　　　  
～11/30（水）

東根市・尾
花沢市・村
山市・大石
田町

スマホで登録し、北村山一円に点在する
周遊ポイントでスタンプを集めるデジタル
スタンプラリーイベントです。スタンプを集
めると地域の特産品が当たる抽選に申込
できます。

北村山一円

北村山地域振興
局　北村山総務課
連携支援室　　　　　
☎0237-47-8609

ひじおりの灯
9/10（土）　　　　　　　　　
～10/16（日）

大蔵村

山形県に縁のある作家が肘折温泉に滞
在しながら制作した新作灯籠がお披露目
されます。肘折温泉の自然や景観、暮らし
や湯治文化が描かれた灯籠が温泉街を
彩ります。

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

企画展 長井の刀工と
郷土刀

9/16(金)　　　　　　　　　　
～10/23(日)

長井市

今年度発刊した長井市通史第2巻の第6
章第4節「郷土刀の刀工たち」に掲載した
資料の一部（長井ゆかりの刀工が鍛えた
刀剣や作刀に関わる秘伝書など）を展示
します。長井市に関係する新たな文化財
や市史編纂事業の成果をご覧いただけま
す。
【入場料】100円
【時間】9時～16時

長井市古代の丘資
料館

長井市古代の丘
資料館
☎0238-88-9978

秋の鳥海山大抽選会
キャンペーン

9/16(金)　　　　　　　　　　
～10/31(月)

遊佐町

対象施設(大平山荘・農林漁業体験実習
館「さんゆう」)において、1,000円以上ご利
用された方の中から抽選で遊佐町の特産
品などをプレゼントします。

大平山荘
農林漁業体験実習
館「さんゆう」

遊佐町企画課観
光物産係
☎0234-72-5886

特別展「若き日の斎藤
茂吉－上山から東京
へ－そして医学者茂
吉、長崎・海外へ向か
う」

9/16（金）　　　　　　　　　
～2023/3/31（金）

上山市

斎藤茂吉生誕140年にあたり、上山に生ま
れ幼くして上京した茂吉が斎藤家の一員
となり、やがて青年期に至り医学者へ成
長するまでの様子と、その時の心情など
を表した作品・資料を展示、紹介します。

斎藤茂吉記念館
（公財）斎藤茂吉
記念館
☎023-672-7227

蔵王ペンション村オー
プンガーデン
山の秋の庭

9/17（土）　　　　　　　　　
～10/10（月・祝）

上山市

蔵王の山々に囲まれた各ペンションで自
慢のお庭を公開しています。期間中は花
苗・雑貨等の販売、ランチやカフェの営業
も行っています。
ペンションによりお休みの日があります。
直接お問合せください。

蔵王ペンション村

ペンションブラウン
☎023-679-2970

ペンションあっぷる
☎023-679-2329

寒河江市市民文化会
館自主事業文化公演
「能舞音楽劇『義経
記』」

10/1(土) 寒河江市

デーモン閣下監修による脚本・朗読・歌、
上妻宏光さんの書き下ろし楽曲と演奏、
山井綱雄さんの独自の能舞を一体的に鑑
賞できるものです。

寒河江市市民文化
会館

寒河江市生涯学
習課文化センター
事業管理係
☎0237-86-5111

肘折温泉　秋の味覚
市

10/1（土） 大蔵村

原木なめこ等を使用した肘折特製の「きの
こ汁」や秋の味覚を取り入れた惣菜が販
売されます。時間：午前11時～午後1時30
分

肘折温泉街
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106
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上山城企画展
「歴代上山藩主の足
跡」

10/1（土）　　　　　　　　　
～10/23（日）
10/28（金）　　　　　　　　
～12/4（日）

上山市

元和8（1622）年→明治4（1871）年
能見松平氏、蒲生氏、土岐氏、金森氏、
藤井松平氏、歴代上山藩主の事績をたど
ります。
ミニ展示「再建　上山城」同時開催。

＜展示解説＞
10/2（日）・10/30（日）14：00～予約不要

上山城郷土資料館
（公財）上山城郷
土資料館
☎023-673-3660

肘折ダムライトアップ
10/1（土）　　　　　　　　　
10/15（土）

大蔵村
ＬＥＤライトから放たれた光が幻想的に彩
ります。日中とは違う雰囲気の肘折ダムを
ご覧ください。　午後７時～

肘折ダム（肘折源
泉公園）

大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

家族のふれあい事業　
自然楽校でお祭り
だ！

10/2（日） 飯豊町

遊んで作って食べて自然の家で秋を楽し
もう！クラフトコーナー、アドベンチャー
コーナー、フードコーナーで、様々な体験
活動ができます。

山形県飯豊少年自
然の家

山形県飯豊少年
自然の家
☎0238-74-2331

第14回長井1,000人い
も煮会

10/2(日) 長井市

長井1,000人いも煮会では、地元の食材が
詰まった定番の牛肉入り醤油ベースの芋
煮や馬肉入り塩ベースの創作芋煮などを
販売します。その他、長井の食やキッチン
カーの出店、じゃんけん大会などのイベン
トも開催予定です。

道の駅「川のみな
と長井」
芝生広場・イベント
広場

長井1,000人いも
煮会実行委員会　
うめや本部
☎0238-84-1785

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

10/2(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。
　・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

ぽんぽマルシェ
10/2（日）
11/6（日）

戸沢村

ワークショップや体のケアなど温泉でゆっ
くりした後に楽しめるメニューや、天然石
のアクセサリーなどかわいい雑貨が並び
ます。※詳細はSNSをご覧下さい。

戸沢村　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

第9回山形まるごとマ
ラソン

10/2(日) 山形市

城下町の風情が残る山形市中心部をまる
ごと楽しんでもらおうと、2013年に始まっ
て、今回9回目。ハーフマラソンコース、
3kmコースがあります。

山形市内

山形まるごとマラ
ソン大会実行委員
会事務局
☎023-615-1182

ギャラリー展「日々の
書・雪のさと」

10/5(水)　　　　　　　　　　
～11/27（日）

新庄市
色紙や短冊、はがきなどに「雪」をテーマ
とした言葉を書き留めた楽書の展示です。

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

豊烈神社　
例大祭

10/6(木) 山形市
御神輿渡御や、古式ゆかしい衣装をつけ
馬に乗り、紅白にわかれて行われる「古式
打毬」が奉納されます。

豊烈神社
豊烈神社
☎023-642-7108

ふれあいマルシェinセ
ブン-イレブン山形櫛
引バイパス店

10/7（金） 鶴岡市
セブン-イレブン駐車場で、障がい者施設
の商品販売会を行います。

セブン-イレブン山
形櫛引バイパス店
駐車場

県健康福祉部障
がい福祉課障が
い者活躍・賃金向
上推進室　　　　　　
☎023-630-3303

葉山登山 10/8（土） 寒河江市

「やまがた百名山」にも選定された寒河江
市の最高峰・葉山に登ります。　　　　　　　　
　※定員に達したため、募集は終了しまし
た。

葉山
さくらんぼ観光課　　
☎0237-85-1692
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

さがえちぇり～マル
シェ朝市

10/8（土） 寒河江市

軽トラックの荷台を店舗に見立てた産直
市を開催！
採りたての新鮮な野菜などを販売します。
6:30～7：30

寒河江駅前みこし
公園

寒河江駅前自由
市場運営委員会
☎0237-85-1492

全国ねぎサミット
2022inしんじょう

10/8(土)　　　　　　　　　　
10/9(日)

新庄市

深谷ねぎ、下仁田ねぎ、九条ねぎなど全
国を代表するねぎが新庄に集結します。
ねぎ販売や、ねぎに関する飲食物の出店
が行われるほか、市内高校等によるス
テージイベント、ミニSLの運行など食べて
も見ても楽しめるイベントです。
10/8（土）10：00～16：00
10/9（日）10：00～15：00

新庄駅前ふれあい
広場アビエス

全国ねぎサミット２
０２２inしんじょう実
行委員会事務局
（新庄市農林課
内）
☎0233-29-5836

TAKAHATA 
ILLUMINATION2022

10/8（土） 高畠町
町のシンボルである三重塔や歴史公園が
きらびやかに輝く夜の世界をお楽しみくだ
さい。

まほろば古の里歴
史公園

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

みちのく阿波おどり
2022 in 山形

10/8（土） 山形市
3年ぶりに開催され、約300名が山形駅前
エリアにて阿波踊りを披露します。

山形駅前エリア
みちのく阿波おど
り山形協議会

酒井家庄内入部400
年記念式典

10/8（土） 鶴岡市

酒井家庄内入部400年を記念して、庄内を
次の100年につなげる記念式典を開催。
第１部
🔸黒川能の上演🔸記念式典
🔸小・中学生歴史文化研究コンクール表
彰式🔸記念講演　講師：本郷和人氏
第２部
🔸記念座談会「未来に歴史と文化をつな
ぐために」
・開式14：30
・参加料無料（要申込）

荘銀タクト
鶴岡大ホール

酒井家庄内入部
400年記念事業実
行委員会事務局
☎0235-25-2111
（内線525,526）
FAX   0235-25-
2990

秋の収穫祭
10/8(土) 　　　　　　　　　
～10/10(月・祝)

小国町
旬のきのこや採れたての農産物などが並
びます。

道の駅　白い森お
ぐに

(有)白い森よこね
物産品直売所　　　
☎0238-62-3719

た～んとほおバルフェ
スタ
inひがしね 2022

10/8（土）
10/9（日）

東根市

ここ数年は中止となっていましたが、今年
は感染症対策を講じながら3年ぶりに開催
します。県内外の食が集結するグルメイベ
ントで、購入者限定の抽選会も実施予定
です。

東根市役所敷地内

た～んとほおバル
フェスタ実行委員
会
☎0237-41-1200

街なか賑わいフェス
ティバル2022

10/8(土) 山形市

山形市中心市街地全体で賑わいを創出
するイベントです。歩行者天国になった大
通りで、各団体が様々なイベントを開催し
ます。

山形市本町大通り
から七日町大通り
ほか

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

めざみ祭収穫祭
10/8(土)　　　　　　　　　　
～10/10(月・祝)

飯豊町
秋の収穫祭第二弾です。採れたての食材
や見どころ満載のイベントでお待ちしてい
ます。

めざみの里観光物
産館

めざみの里観光物
産館　　　　　　　　　
☎0238-86-3939

金山町産業まつり 10/9(日） 金山町 豊かな自然で金山の味覚を味わおう！
グリーンバレー神
室

金山町役場産業
課　　　　　　　　　
☎0233-52-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鮭川きのこ王国まつり 10/9（日） 鮭川村

鮭川村のおいしいきのこが勢ぞろい。きの
このつかみ取りは必見。きのこ即売会の
ほか、収穫体験、植菌体験、きのこ鍋セッ
トを販売。

もがみ中央農協鮭
川販売センター

鮭川村菌茸生産
組合連絡協議会
（事務局：鮭川村
産業振興課）
☎0233-55-2111

酒井家庄内入部400
年記念「荘内大祭」

10/9（日） 鶴岡市

酒井家参勤交代の大名行列を、子どもか
ら大人まで総勢約500名で練り歩きます。
10:00　御旅所祭
11:00　荘内藩伝承大名行列・四百年記念
祝賀行列 出発

鶴岡公園、市街地
中心部

荘内大祭奉行所
（荘内神社社務所
内）
☎0235-22-8100

酒井家庄内入部400
年記念 「にぎわい市」

10/9（日） 鶴岡市

記念式典や庄内大祭に合わせて、イベン
ト広場を開催。
◎内容
・庄内の食、お土産品の販売
・ステージイベント
◎開催時刻：10：00～16：00

鶴岡公園疎林公園

鶴岡市観光物産
課　　　　　　　　　　
☎0235-35-1301
鶴岡青年会議所　　
☎0235-24-0377

来園者600万人達成
記念！秋まつり

10/9(日) 山辺町

ツリークライミングや縄文の女神ろうそくづ
くり体験など当日受付で参加可能なイベン
トの他、事前申し込みの気球搭乗体験な
どイベントが盛り沢山。また、来園者600万
人記念達成記念大抽選会も行われます。

山形県県民の森
森林学習展示館
☎023-666-2116

天童秋まつり
10/9(日)　　　　　　　　　　
～11/27(日)

天童市

優雅な菊の花を展示し、美しさを競い合う
【菊花展】。紅葉を見ながらベテランガイド
とともに歩く【面白山登山】。天童高原産の
純粋な「でわかおり」を使用した手打ちそ
ばを味わえる【天童高原新そばまつり】な
ど、様々なイベントで皆様を歓迎いたしま
す。今年は新たに「天童の秋」をテーマと
した写真を募集する【秋まつりフォトコンテ
スト】を実施します。

西沼田遺跡公園、
天童高原、わくわく
ランド、天童公園
(舞鶴山)

天童秋まつり実行
委員会事務局
☎023-654-1111

Live in harmony with 
Yamagata ”いいもの
山形”展示販売会

10/9（日）　　　　　　　　　
10/10（月・祝）

山形市

日々の暮らしと調和し、暮らしを豊かにす
る「やまがたのいいもの」の魅力を再発
見。作り手の心と技が磨き上げてきた
品々を、目で見て体感し、購入できる展示
販売イベントを開催します。あわせて、作
り手の想いに触れ、創作できる体験ワー
クショップを開催します。
10/9は10:00～17:00、
10/10は10:00～16:30

霞城セントラルアト
リウム

山形県県産品流
通戦略課
☎023－630-3316

上山藩立藩40０周年・
上山城築城40周年記
念講演会
「上山藩初代藩主　能
見松平家と杵築藩時
代の治世について」

10/9（日） 上山市

能見松平家10代の事績と、杵築の歴史文
化について語っていただきます。
講師：一瀬勇士　氏（杵築市教育委員会）　
10：00開始予定

上山城郷土資料館
（公財）上山城郷
土資料館
☎023-673-3660

けやきの森のおまつり 10/9（日） 上山市

市民公園が一日だけおまつりの村になり
ます！キッチンカーやワークショップ、ハン
ドメイド雑貨・お菓子などの販売、フリー
マーケットなどを予定しています。当日は
カセ坊、かみのやま湯たろうも遊びに来る
よ！
小雨決行、荒天中止。

上山市民公園（上
山市役所東側）

KEYAKIの森実行
委員会
問合せは公式
Instagramより

新米・芋煮祭り 10/9（日） 戸沢村

道の駅とざわにある産直施設「農楽市」に
て、新米・芋煮祭りを開催します。通常の
販売に加え、新米おにぎり、芋煮、玉こん
にゃくの販売を行います。
時間：10：30～14：30

戸沢村　とざわ農
楽市

とざわ農楽市
☎0233-72-2242
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第13回みちのくダム湖
サミットin長井

10/12(水) 長井市

東北6県の直轄管理ダムの活力ある水源
地域の創出に向け、観光・学習など交流
の場として、積極的に利活用を推進する
ための意見交換や情報交換（基調講演、
地域の活動団体による活動報告、パネル
ディスカッション等）を行います。
【入場料】無料
【時間】13時30分～17時（開場：12時）

長井市民文化会館 
大ホール

東北ダム事業促
進連絡協議会管
理研究部会(事務
局:長井市地域づく
り推進課)
☎0238-82-8005

ふれあいマルシェinセ
ブン-イレブン山形十
日町4丁目店

10/14（金） 山形市
セブン-イレブン駐車場で、障がい者施設
の商品販売会を行います。

セブン-イレブン山
形十日町4丁目店
駐車場

県健康福祉部障
がい福祉課障が
い者活躍・賃金向
上推進室　　　　　　
☎023-630-3303

第28回 黒川・ 蠟燭能 10/15（土） 鶴岡市
蠟燭能は、ろうそくの灯がゆらめく幻想的
な空間で上演される黒川能です。

春日神社拝殿
黒川蠟燭能実行
委員会 　　　　　　　
☎0235‐57‐5310

おいでマルシェ 10/15（土） 飯豊町

どんでん平ゆり園の広場でのんびりゆっ
たり。お洒落な雑貨やおいしいフードがた
くさん出店するマルシェの開催です。フ
リースペースはタープテントやレジャー
シートの持ち込みもできます。

どんでん平ゆり園
北側

(一社)飯豊町観光
協会
☎0238-86-2411

日和山クラフト・アート
フェア2022in酒田

10/15(土)　　　　　　　　　
10/16(日)

酒田市
山形県内外のクラフト・アート作家による
展示即売会を開催します。

酒田市日和山(や
すらぎの塔前広
場、下日枝神社境
内)

酒田市交流観光
課観光戦略係
☎0234-26-5759

つるおか大産業まつり
2022

10/15（土）
10/16（日）

鶴岡市

基幹産業である農林水産業と商工業を広
く皆様に紹介するイベントです。
農林水産物及び加工品の展示販売、地
元企業の製品の展示と実演など
10/15日（土）10：00～15：00　
10/16日（日） 9：30～14：30

小真木原公園、小
真木原総合体育
館、朝暘武道館

鶴岡市役所農政
課　　　　　　　　　
☎0235-35-1295

令和4年やまがた環境
展

10/15(土)
10/16(日)

山形市

循環型社会の形成及びカーボンニュート
ラルの実現をめざし、多数のブースによる
展示など環境について楽しく学べる企画
満載で開催します。

山形国際交流プラ
ザ(山形ビッグウイ
ング)

やまがた環境展実
行委員会
☎023-630-2302

第70回山形県農林水
産祭「山形県林業まつ
り」「秋の食彩まつり」

10/15（土）
10/16（日）

天童市
山形のおいしい食べ物や加工品、木工品
の販売のほか、木工体験など楽しさ満載
でお待ちしております。

山形県総合運動公
園特設駐車場

山形県林業まつり
実行委員会
☎023-666-4800
山形県農林水産
祭実施協議会
☎023-630-3085

新庄味覚まつり 10/15（土） 新庄市
新庄・最上の自慢の味が集まります！
秋の味覚を思う存分味わってください。
時間：10時～14時

市内各所

新庄味覚まつり実
行委員会事務局
（新庄市商工観光
課内）
☎0233-22-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

羽州街道楢下宿
古民家カフェ＆リヤ
カー市

10/16（日） 上山市

羽州街道の宿場町・楢下宿にある古民家
が、期間限定のカフェになります！昔懐か
しい茅葺屋根と囲炉裏のある古民家で、
ごゆっくりお寛ぎください。
リヤカー市も同時開催！季節の野菜や手
作り品を販売します。

＜メニュー＞
ばあちゃん特製　季節の野菜入り　楢下
宿カレー＆プチケーキ・コーヒーセット（限
定30食）　ほか予定　　　　　　　　　　　　　　　
11：00～14：00予定

楢下宿　大黒屋

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

長井マラソン2022 10/16(日) 長井市

長井マラソンは山形県内唯一のフルマラ
ソン大会です。フルマラソン、ハーフマラソ
ンの2種目からコースを選択し、雄大な飯
豊・朝日連峰の山並みを望みながら、田
園地帯等を走り抜けます。詳細は長井マ
ラソン2022公式サイトをご覧ください。

長井市置賜生涯学
習プラザ
光洋精機アスリート
フィールド長井（長
井市陸上競技場）

長井マラソン大会
実行委員会事務
局（長井市健康ス
ポーツ課スポーツ
推進室内）
☎0238-82-8009

摩耶山閉山祭　秋の
登山会

10/16（日） 鶴岡市
紅葉の摩耶山をお楽しみください。先着
100人にきのこ汁の振舞いがあります。
◎集合時間：午前8時30分

越沢　「まやのやか
た」集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

第11回 湊酒田つや姫
ハーフマラソン大会

10/16(日) 酒田市
全国から集まったランナーが酒田のまち
を駆け抜けます。

酒田市光ケ丘陸上
競技場（スタート・
ゴール）

酒田市スポーツ振
興課スポーツ振興
係
☎0234-43-6651

クラシックカーレビュー
2022　IN　高畠

10/16（日） 高畠町

全国からクラシックカーが高畠町に集結し
ます。今年は新型コロナウイルス感染症
対策のため入場券販売のみとなります。
クラシックカーの展示や高畠小学校鼓笛
隊・ジャズ演奏などの催しも予定していま
す。

高畠町中心商店街
高畠町商工会
☎0238-52-0576

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

10/16(日)
11/20(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

かほくほくほくまつり 10/16(日) 河北町

河北町の商工業団体が一堂に会する産
業イベントが、2年ぶりに開催されます。町
自慢の物産品や飲食物の販売のほか、
バナナのたたき売りなどのイベントも予定
しております。午前9時～午後3時

河北町民体育館駐
車場及びその周辺

かほくほくほくまつ
り実行委員会
☎0237-73-2122

いもこ列車
一般公開日

10/16(日) 河北町
一般公開日には、数量限定で記念品をご
用意しております。午後1時～3時

河北中央公園
河北町都市整備
課
☎0237-73-2114

道の駅「あつみ」しゃり
ん　新米販売会

10/16(日) 鶴岡市
新米の販売会を行います。
◎時間：午前10時～午後3時

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

8 

https://www.tsuruokakanko.com/
https://www.tsuruokakanko.com/
https://www.tsuruokakanko.com/
https://www.tsuruokakanko.com/
https://www.tsuruokakanko.com/
https://www.tsuruokakanko.com/
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ペンションスイス

マイナスイオン×ヨガ
×ランチ
期間限定コラボイベン
ト

10/18までの毎週火曜
日（除外日あり）

10/4、10/11、10/18

上山市

ペンションスイスのお庭で、ヨガ教室とラン
チのセットで心も体も元気にリフレッシュ！
ヨガの後にはオーナー・とめさんのランチ
セットもついています。
眺望と大地のエネルギーを感じ、心も体も
大喜び！
雨天時には室内にて椅子ヨガとヨガにつ
いてのお話になります。

時間／10：00～13：00
参加料金／初回お一人様4,500円、2回目
以降4,000円、最終日5,000円（BBQ・ドリン
ク付き）
予約／開催日の前の週の火曜日、10名
様まで

ペンションスイス
ペンションスイス
☎023-679-2129

第10回全国「道の駅」
シンポジウムin飯豊

10/21(金) 飯豊町

道の駅「第3ステージ」の中間年となる今、
各道の駅が「生活」や「観光」などの拠点と
して、いかにして地域全体の活性化に質
する取り組みを行っていくべきか。これら
のテーマを改めて考え、共に議論すること
を目的に、基調講演やパネルディスカッ
ションを開催します。めざみの里観光物産
館では「道の駅まつり」も同時開催しま
す。

シンポジウム：飯豊
町町民総合セン
ター「あ～す」

道の駅まつり：めざ
みの里観光物産館

第10回全国「道の
駅」シンポジウムin
飯豊実行委員会
事務局
☎03-5621-3188

第22回真室川町大収
穫祭

10/22（土） 真室川町
3年ぶりの開催となります。地域の特産品
の販売が行われます。

真室川町中央公民
館大ホール

真室川町認定農
業者連絡協議会
事務局
☎0233-62-2052

関川しな織まつり
10/22（土）　　　　　　　　　
10/23（日）

鶴岡市

しな織製品の展示・販売、コースター織体
験、糸づくり作業の実演、ステージアトラク
ション、地元産農産物の販売を行います。
時間：10月22日(土)午前10時～午後4時
　　　　10月23日(日)午前9時～午後3時

関川しな織セン
ター周辺

関川しな織セン
ター　　　　　　　　　
☎0235-47-2502

いいでワイルド＆アド
ベンチャー　～秋キャ
ンプ～

10/22（土）　　　　　　　　
10/23（日）

飯豊町
季節に応じた自然体験活動やテント生活
などの宿泊体験を行います。

山形県飯豊少年自
然の家

山形県飯豊少年
自然の家
☎0238-74-2331

ブナの森リトリートツ
アー

10/22(土)　　　　　
10/26(水)

小国町

リラックス効果、ストレスホルモン減少な
ど、森林浴の効果が科学的に認められた
癒やしの森で、森林浴をお楽しみいただ
けます。

温身平

一般社団法人　や
まがたアルカディ
ア観光局　　　　　　　
☎0238-88-1831

まるごとさけがわ鮭ま
つり

10/23（日） 鮭川村
地元生産者による季節の野菜の販売や、
メインイベントの豪快な鮭のつかみ取りな
ど楽しい企画が盛りだくさんです。

鮭の子公園

鮭まつり実行委員
会
（もがみ北部商工
会鮭川事務所内）
☎0233-55-2032

天童秋まつり（天童市） フラワー長井線まつり（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

フラワー長井線まつり 10/23(日) 長井市

フラワー長井線まつりを３年ぶりに開催し
ます！
まつり当日は、１乗車100円のワンコイン
列車、メイン会場（宮内駅、長井駅、荒砥
駅）のスタンプを集めると山鉄グッズがも
らえるスタンプラリー、長井線全線開通
100周年のロゴ決定投票を実施します。
その他、各会場でマルシェやワークショッ
プ、写真展などを開催し、沿線で１日楽し
むことができる企画で皆さまをお待ちして
います。

宮内駅、長井駅、
荒砥駅ほか

フラワー長井線ま
つり実行委員会
（事務局：山形鉄
道株式会社）
☎0238-88-2002

温海嶽閉山祭　　　　　　
紅葉のブナの森登山
会

10/23（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、温海温泉林業セ
ンターへ移動し、芋煮の振舞いと温泉入
浴があります。
◎集合時間：午前7時30分
◎参加費：大人1,500円
◎申込み：10月18日（火）まで先着50名

温海温泉熊野神社
拝殿前集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

新そば食べ放題付き
彩りの六十里越街道
を歩く

10/23(日) 鶴岡市

ブナ林の紅葉を楽しみながら湯殿山神社
本宮を目指し、トレッキング後はそば処大
梵字の新そばを食べ放題で味わいます。　
・時間：午前8時～午後5時　
道の駅「月山」・月山あさひ博物村駐車場
集合
・参加費　4,500円（ガイド料、保険料、湯
殿山参拝料、参拝バス代、新そば食べ放
題代金など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・定員：先着25名
・コース：田麦俣～細越峠～湯殿山本宮
（参拝）
・持ち物：昼食・雨具・飲み物・タオル・着
替え・山歩きできる服装・靴

六十里越街道
（鶴岡市田麦俣）

㈱月山あさひ振興
公社
☎0235-53-3411

庄内あさひ新そばま
つり2022
in産直あさひ・グー（予
約制）

10/23(日)
10/30(日)

鶴岡市

・時間　午前10時30分～/午前11時30分
～/午後12時30分～　
　　
・ざるそば、山菜なめこそば、天ぷらそば
セットの提供
・料金　各1,000円（各時間限定50食）

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

観音岩トレッキング 10/23（日） 高畠町

町二井宿地区にある観音岩の秋の景色
を楽しみながらトレッキングを行います。
最後には、世界に類を見ない大きさの線
彫延命観音も見ることができます。
（参加者は県内在住の方に限定していま
す。）

観音岩
二井宿地区公民
館　　　　　　　　　
☎0238-52-1001

道の駅「あつみ」しゃり
ん　日本海お魚フェア

10/23(日) 鶴岡市
※詳細調整中
◎時間：午前10時～午後3時

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

第241回新庄ふるさと
歴史センター企画展
「生きる民具、民藝へ
の潮流（仮）　」

10/28(金）　　　　　　　　　
～2023/1/31（火）

新庄市

本館で収蔵する生活民具のほか、県内各
所よりお借りした民具を展示紹介し、歴史
や文化を学び、芸術性を見出します。
期間：10/28(金）～2023/1/31（火）
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

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ちいさくうねる市 10/29(土） 最上町

赤倉温泉に今年の4月に誕生したune（う
ね）には、温泉に滞在しながら仕事ができ
るコワーキングスペースや、喫茶、木製の
おもちゃを揃えた「こどもの遊び場」があり
ます。10/29土曜日には小さなマルシェも
開催。

赤倉温泉une
(旧お湯トピアもが
み）

une  (山崎）
☎080-3256-1134

庄内あさひ新そばま
つり2022
in大梵字

10/29(土) 鶴岡市
・時間　午前10時30分～午後3時30分
・天ざるそば、大盛ざるそばの提供
・料金　各1,000円（限定150食）

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

鼠ヶ関港　とれたて！
お魚市「エビ・カニ祭
り」

10/29（土） 鶴岡市

産地直送のエビ汁・カニ汁の販売を行い
ます。
◎時間：午前9時30分～午後2時
※詳細調整中

鼠ヶ関港
山形県漁協念珠関
支所市場内

鼠ヶ関地域協議会
「蓬莱塾」（鼠ヶ関
自治会内）
☎0235-44-2112

発掘された山辺町の
遺跡展記念イベント

10/29(土) 山辺町

縄文時体験イベント、ギャラリートーク及び
石器製作の実演の3イベントが開催されま
す。各イベントは参加料無料となっており
ます。また、隣接のふるさと交流センター
「あがらっしゃい」に1日限定の駄菓子屋さ
んもオープンします。

山辺町ふるさと資
料館

公益財団法人山
形県埋蔵文化財
センター　　　　      
☎023-672-5301

越沢新そばまつり
10/29（土）　　　　　　　　　
10/30（日）

鶴岡市

完全予約制で越沢三角そば特別メニュー
特産品販売を行います。両日ともに250食
限定となります。
◎時間：午前9時～午後3時
◎メニュー：越沢三角そば特別メニュー
◎料金：1,300円
◎申込み：あつみ観光協会☎0235-43-
3547まで

越沢「まやのやか
た」

まやのやかた
☎0235-47-2430

出羽街道路乃茶屋
「キラリ」紅葉まつり

10/29（土）　　　　　　　　　
10/30（日）

鶴岡市
旬の山の幸を販売します。
時間：午前10時～午後4時

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

大石田町新そばまつ
り

10/29（土）　　　　　　　　　
10/30（日）

大石田町
大石田ならではの「来迎寺在来」を使用し
た新そばを提供。チケットは前売り１枚
1,300円でそば2杯食べられます。

大石田町クロスカ
ルチャープラザ「桂
桜会館」

大石田町そばの
里推進協議会事
務局（町産業振興
課内）　　　　　　　
☎0237-35-2111

県民の森　森の案内
人養成研修

10/29（土）　　　　　　　　　
10/30（日）

山辺町
体験活動の指導者として活動する「森の
案内人」の養成研修を行います。

県民の森
県民の森 森林学
習展示館
☎023-666-2116

山寺マルシェ
10/29(土)
10/30(日)

山形市

宝珠橋から門前仲通りのエリア400mが歩
行者天国となり、さまざまなマルシェが集
います。山寺を観光しながら、グルメ、
ワークショップをお楽しみください。

山寺門前町内
山寺観光協会
☎023-695-2816

めざみ祭収穫祭
10/29(土)　　　　　　　　　
～11/3(木・祝)

飯豊町
秋の収穫祭第三弾の大収穫祭です。採れ
たての食材や見どころ満載のイベントでお
待ちしています。鍋まつりも開催します。

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

農楽市の朝市 10/30(日) 戸沢村

旬の野菜や最上伝承野菜の最上赤ニン
ニク、エゴマ油などの加工品等を販売いた
します。
※500円以上お買い上げで福引できます。
先着50名様までハズレなし。
会場：とざわ農楽市
時間：9時～12時（無くなり次第終了）

戸沢村　とざわ農
楽市

とざわ農楽市
☎0233-72-2242

庄内カレー食べくらべ 10/30（日） 三川町
庄内地域約15店舗の飲食店のカレーの
食べくらべが楽しめるイベントを2年振りに
開催します（申込み必要）。

なの花ホール
三川町観光協会　　
☎0235-66-4656

鮭のつかみどり大会 10/30(日) 遊佐町 詳細未定 月光川
遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

ゆきさとオーガニック
マルシェ

10/30（日） 新庄市

農薬不使用・化学肥料不使用で作られた
野菜やお米、長く使いたいと思える手しご
と品などが並ぶ、地球にやさしいマルシェ
です。
時間：10：00～15：00
主催：雪調の会

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

第11回ながい百秋湖
まつり

10/30(日) 長井市

長井ダム見学や野川まなび館での体験型
ワークショップ、地場産品の屋台出店、そ
の他、長井ダム周辺で楽しめる様々なイ
ベントを開催します。

長井ダム、野川ま
なび館ほか

長井ダム水源地
域ビジョン推進会
議(事務局:長井市
地域づくり推進課)
☎0238-82-8005

ふるさとむら宝谷新そ
ばまつり

10/30（日） 鶴岡市
宝谷産新そば・芋煮・きのこ汁などの食べ
物販売等が行われます。

ふるさとむら宝谷

ふるさとむら宝谷
☎0235-57-4415
櫛引庁舎産業建
設課　　　　　　　　　
☎0235-57-2114

第64回奥の細道羽黒
山全国俳句大会(本大
会)

10/30(日) 鶴岡市

芭蕉ゆかりの聖地　出羽三山に伊藤伊那
男先生をお迎えし俳句大会を開催しま
す。
時間：10時開会(受付：8時30分～)
場所：いでは文化記念館
会費：2,000円(投句料・昼食)
選者：伊藤伊那男先生・対馬康子先生※
対馬先生は選句のみ選者

いでは文化記念館

「奥の細道」羽黒
山全国俳句大会
実行委員会事務
局　(出羽三山神
社内)
☎0235-62-2355

新そば・秋の味覚まつ
り

10/30（日） 尾花沢市

味わい深い細野そば、豊かな自然が育ん
だきのこ・イワナのほか、お酒・ジュースな
ども提供します。参加費は2,500円（先着
50名）。予約なしでも打ち立ての新そば
（500円）が食べられます。ぜひご家族皆
様でお越しください。午前11時から午後2
時までの開催です。

ほその村かあちゃ
ん広場　農家レスト
ラン「蔵」（尾花沢
市大字細野552番
地）

尾花沢市常盤地
区公民館　　　　　　
☎0237-28-2122

道の駅「あつみ」しゃり
ん　新そばまつり

10/30(日) 鶴岡市
※詳細調整中
◎時間：午前10時～午後3時

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」
しゃりん
☎0235-44-3211

秋まつり 10月下旬 小国町

秋の味覚をたっぷりお届けします。小国高
校生と山形大学生がコラボし、道の駅新メ
ニューの開発と販売を行います。小国町
の紅葉を楽しみながらおいでください。

道の駅　白い森お
ぐに

道の駅四季のイベ
ント実行委員会　　　
☎0238-62-2416
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ブナの森温身平　ミニ
ツアー

10月日曜・祝日 小国町

アテンダントが温身平を案内します。歩き
やすい遊歩道は、子どもや体力に自信が
ない方でもお楽しみいただけます。所要時
間：１時間程度

温身平
小国町観光協会　　
☎0238-62-5130

勾玉・弓矢・石器をつ
くろう

11/3(木・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、弓矢は竹を加工し
て作ります。（事前予約が必要です。）

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

第12回やまのべ・まる
ごと・フェスティバル

11/3(木・祝) 山辺町

3年ぶりの開催となる今年は、例年の規模
で開催します。町内の名産品やグルメの
ほか、友好都市の茨城県日立市のお店も
出店します。また、体育館内でのステージ
イベントも行われます。

山辺町町民総合体
育館とその周辺

やまのべ・まるご
と・フェスティバル
実行委員会　　　　　
☎023-664-5939

農大市場 11/3（木・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

2022青少年のための
科学の祭典山形大会
in やまぎん県民ホー
ル

11/3（木・祝） 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。

やまぎん県民ホー
ル

やまがた科学・産
業体験実行委員
会（山形県産業技
術イノベーション
課）
☎023-630-2192

庄内あさひ新そば御
膳2022（予約制）

11/3(木・祝)　　　　　　　　
～12/4(日)

鶴岡市

・時間　午前11時～午後4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）予約なし
の場合は1,600円

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

藤島イルミネーション
2022

11/3（木・祝）　　　　　　　
～2023/1/9（月・祝）

鶴岡市

庄内最大級約150,000個の電球がおりな
す幻想的な世界をお楽しみください。
・点灯時間　16：30～21：30
今年のテーマは、#遊べるイルミネーショ
ン、#おいしいイルミネーションです。
11/3（木・祝）点灯開始イベント「Hisu花de
ないと2022」を開催します。遊んで楽しい
イルミネーションやおいしいキッチンカー
の出店があります。
・時間：15：00～20：00

藤島歴史公園 Hisu 
花

藤島歴史公園
「Hisu 花」ワーク
ショップ（鶴岡市藤
島庁舎総務企画
課）　　　　　　　　　
☎0235-64-2111

源流の森　炭焼き楽
校

11/3（木・祝）　　　　　　　
～11/6（日）

飯豊町
地域に伝わる伝統の手法で、白炭作りを
学びます。

源流の森
源流の森センター
☎0238-77-2077

YAMAGATAにこにこ
マルシェ

11/5(土)　　　　　　　　　　
11/6（日）

山形市
障がい者施設の商品販売会を行います。
その他楽しい催しも予定しています。

やまぎん県民ホー
ル前イベント広場

県健康福祉部障
がい福祉課障が
い者活躍・賃金向
上推進室　　　　　　
☎023-630-3303

さがえちぇり～マル
シェ朝市

11/5（土） 寒河江市

軽トラックの荷台を店舗に見立てた産直
市を開催！
採りたての新鮮な野菜などを販売します。
6:30～7：30

寒河江駅前みこし
公園

寒河江駅前自由
市場運営委員会
☎0237-85-1492
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

新米・きのこ祭り 11/5（土） 戸沢村

道の駅とざわにある産直施設「農楽市」に
て、新米・きのこ祭りを開催します。通常の
販売に加え、新米おにぎり、きのこ汁、玉
こんにゃくの販売を行います。
時間：10：30～14：30

戸沢村　とざわ農
楽市

とざわ農楽市
☎0233-72-2242

第２回自然大好き！
いいでクラブ

11/6（日） 飯豊町
季節に応じた自然体験活動やクラフト活
動を行います。

山形県飯豊少年自
然の家

山形県飯豊少年
自然の家
☎0238-74-2331

ふじしま秋まつり 11/6(日） 鶴岡市

「つや姫の里の収穫祭」と題して行われる
秋まつりでは、今年初開催となる「鶴岡ご
はん日本一」の決勝大会、「JA庄内たが
わ藤島支所秋まつり」、「日本藁文化大
祭」、「米俵投げ大会」など、食や農に関し
た様々な催しが行われます。

鶴岡市藤島体育館
ふじしま秋まつり
実行委員会
☎0235-64-2229

源流の森　森林の収
穫祭

11/6（日） 飯豊町
紅葉狩り、きのこの収穫・植菌、炭焼き体
験など、晩秋の源流の森を楽しみます。

源流の森
源流の森センター
☎0238-77-2077

眺海の森森林教室
「紅葉の森を楽しもう」

11/6（日） 酒田市
紅葉狩の散策、しいたけ植菌体験が実施
されます。※ほだ木1人1本プレゼント

眺海の森
眺海の森　森林学
習展示館
☎0234-62-3323

芭蕉333周年記念
赤倉温泉モルック大
会

11/6（日） 最上町

芭蕉が奥の細道の旅に出て333年。ス
ポーツと歴史を組み合わせたイベントとし
て「芭蕉333周年記念赤倉温泉モルック大
会」を企画しました。皆さんの参加をお待
ちしております。
時間　9：00～12：00
会場　わらべ唄の宿　湯の原　屋内グラン
ド
募集人数　　　12チーム（先着順）
参加料     　　 1チーム 2,000円（当日集
金）
申込締切　　　10月30日（日）

詳しくは、赤倉温泉観光協会ホームペー
ジをご覧ください。

赤倉温泉
わらべ唄の宿
湯の原

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

とざわ旬の市　2022　  
-秋-

11/6（日） 戸沢村

とざわ旬の市には、戸沢村の秋の味覚が
勢ぞろいします。食べてよし！買ってよ
し！ご家族そろってぜひおこし下さい！
開催時間：10：00～14：30
会場：戸沢村中央公民館特設会場　入場
無料

戸沢村中央公民館
特設会場

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

戸沢村新そばまつり 11/6（日） 戸沢村

戸沢村産のそば粉を使用した採れたて、
打ちたて、茹でたての新そばが味わえま
す。
当日販売のみ：500円
開催時間：10：00～14:30
会場：戸沢村中央公民館特設会場

戸沢村中央公民館
特設会場

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

戸沢村芸文祭 11/6（日） 戸沢村

戸沢村の伝統芸能などのお披露目となり
ます。　
入場無料　開催時間：10：00～14:30
会場：戸沢村中央公民館特設会場　入場
無料

戸沢村中央公民館
特設会場

戸沢村教育委員
会
戸沢村芸術文化
協会
☎0233-72-2304

白鷹町産業フェア 11/6(日) 白鷹町

白鷹町の産業が集合します。野菜や果
物、米沢牛など農畜産物やSHIRATAKA 
RED商品の販売、町産業に関する展示な
ど様々企画を準備しています。

白鷹町役場・中央
公民館

白鷹町産業フェア
2022実行委員会
☎0238-85-6136
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

源流の森　ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽ
を作ろう！

11/12（土）
11/13（日）

飯豊町
各日、自然の素材を使ってクリスマスリー
スを作ります。

源流の森
源流の森センター
☎0238-77-2077

おおえの物産味覚ま
つり

11/13（日） 大江町
大江町のうまいものが一同に会する、食
欲の秋にふさわしい一大物産イベントで
す。

大江町町民ふれあ
い会館

地域振興課
☎0237-62-2139

金俣“新そば”そば打
ち体験

11/13(日) 遊佐町

挽きたての金俣新そば粉を使って、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。（一人で四
人前を打ちます）

しらい自然館

鳥海山“おもしろ
自然塾”推進協議
会
☎0234-72-2069

電動糸のこ教室 11/13(日) 遊佐町

電動糸のこを使って、木工体験をします。
子供も大人も楽しめる教室です。自分の
作りたいものでも、課題作りでも自由で
す。初心者の方には丁寧に指導します。

しらい自然館

鳥海山“おもしろ
自然塾”推進協議
会
☎0234-72-2069

アツアツやきいもパー
ティー

11/19（土） 飯豊町 焼きいも体験を行います。
山形県飯豊少年自
然の家

山形県飯豊少年
自然の家
☎0238-74-2331

第43回朝日町産業ま
つり

11/19（土）　　　　　　
11/20（日）

朝日町

朝日町の産業が勢揃いするお祭り。りん
ごの品評会、即売会も行われるほか、地
場産の果物や、加工品などの販売もあ
り、朝日町の魅力を存分に味わえます。

朝日町町民体育館
及び周辺会場

第43回朝日町産
業まつり運営委員
会（朝日町総合産
業課）
☎0237-67-2113

甲子大黒天例祭 11/19(土) 米沢市

米沢藩主上杉家代々の御祈祷所である
甲子大黒天の例祭です。山伏による特別
祈祷が奉修され、古来より伝わる神斧や
宝剣、法弓、そして「天地四方一切清浄之
秘法」により、家族皆んなが大黒さまのよ
うな笑顔で毎日を過ごすことができるとい
われています。

小野川温泉甲子大
黒天

甲子大黒天
☎0238-32-2929

ズブシロ・チャレンジ・
プロジェクト「スティー
ルパンをたたいてみよ
う！」

11/23(水・祝) 川西町

スティールパンはカリブ海の南端に浮か
ぶ島トリニダード・トバゴ共和国で誕生した
楽器です。南国をイメージさせる透明で繊
細な音色を味わってみませんか。親子で
の参加大歓迎です。

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

「郷土yamagataふるさ
と探究コンテスト」最終
審査会

11/23（水・祝） 山形市

「やまがた教育の日」関連事業として、小
学生・中学生・高校生が、授業や地域活
動で、自分の住む地域について主体的に
学んだ成果を発表するコンテストの最終
審査会を開催します。

遊学館及びオンラ
イン（Zoom）

教育庁教育政策
課
☎023-630-2692

ライネキブチウ 11/26(土) 川西町
バンドの歌とおしゃべり。身体的パフォー
マンス、ナンセンスな短歌解説などなど。
素敵な5人のバラエティーショー。

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

ガラス玉をつくろう 11/26（土） 高畠町
古墳から出土したガラス玉の観察と、ガラ
ス玉の加工方法の一つ「巻き付け技法」
の体験です。（事前予約が必要です。）

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

白い森芸術祭 11月上旬～１月下旬 小国町
小国町の文化・芸術が盛りだくさんのイベ
ントです。歌舞伎や芸能・民謡、町民作品
展などが行われます。

小国町内
小国町教育委員
会　　　　　　　　　
☎0238-62-2141

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、手作りのお菓
子、漬物を常時用意しています。

産地直売所　たか
せ

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

山形まるごと市(高瀬
第2会場 軽トラ市)

5月～10月の毎週日曜
日

山形市
採れたて野菜や山菜、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

山形まるごと市(蔵王
温泉会場)

7月～10月第2週目まで
の日曜日

山形市
採れたて野菜やジャム等の加工品のほ
か、蔵王名物稲花餅や湯花などのお土産
も人気です。

緑屋駐車場
山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

夜の町歩きを楽しめる
ように！
金山町街並みライト
アップ

通年 金山町

夜も安心して町歩きを楽しんでもらえるよ
うにとの願いを込め、ライトアップを町民一
体となって行っています。暖かいオレンジ
のライトは金山町の魅力をより引き出しま
す。

金山町中心部
金山町役場産業
課　　　　　　　　　
☎0233-52-2111

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
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令和4年9月30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 10/1(土)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

10/8(土)18:00～
B.LEAGUE
2022-23

VS　アルティ―リ千葉
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

10/9(日)14:00～
B.LEAGUE
2022-23

VS　アルティ―リ千葉
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 10/9(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　水戸ホーリーホック
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

10/22(土)18:00～
B.LEAGUE
2022-23

VS　越谷アルファーズ 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

10/23(日)14:00～
B.LEAGUE
2022-23

VS　越谷アルファーズ 南陽市民体育館
(株)パスラボ　　　　
☎023-664-3646

モンテディオ山形 10/23(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　徳島ヴォルティス
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

10/26(水)19:00～
B.LEAGUE
2022-23

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

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー
レ

10/29(土)

2022-23 
V.LEAGUE 
DIVISION2 
WOMEN

VS　千葉ロサンゼルス
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

10/30(日)

2022-23 
V.LEAGUE 
DIVISION2 
WOMEN

VS　リガーレ仙台
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

11/19(土)18:00～
B.LEAGUE
2022-23

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

11/20(日)14:00～
B.LEAGUE
2022-23

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

11/26(土)18:00～
B.LEAGUE
2022-23

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

11/27(日)14:00～
B.LEAGUE
2022-23

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

●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

山形交響楽団ドリーム
コンサート

10/16(日)15:00～　　　　
(14:00開場）

山形市
朗読：木村 多江　　　　　　　　　　　　　　　　　
指揮：工藤 俊幸　　　　　　　　　　　　　　　　　
司会：板垣 幸江

山形市民会館　大
ホール

山形市民会館　　　
☎023-642-3121

第304回　定期演奏会

10/22(土)19:00～         
(18:00開場）                
10/23(日)15:00～　　　　
(14:00開場）

山形市
指揮：原田 慶太楼　　　　　　　　　　　　　　　
ピアノ：阪田 知樹

山形テルサホール
山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

"やまがたオペラフェ
スティバル"オープニ
ングスペシャルコン
サート～オペラな世界
へようこそ～

11/8(火)19:00～　　　　　
　(18:00開場）

山形市 指揮：粟辻 聡
やまぎん県民ホー
ル

やまぎん県民ホー
ル　　　　　　　　　　　
☎023-664-2204

第305回　定期演奏会

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

山形市
指揮：阪 哲朗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ピアノ：藤田 真央

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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