
●観光キャンペーン

むらやまワイナリーめ
ぐりキャンペーン2019

～9/1（日）

●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

赤倉温泉　食まつり
8/1(木)
～9/30(月)

最上町

最上町産『最上早生』の冷たいそば茶を
使った“水かけまんま”に加え、今年は“手
打ちそば”が加わりました。各旅館ごとの
個性豊かなアレンジでふるまいます。料金
には入浴料と個室利用料（5時間）が含ま
れ、ゆっくりとくつろげる日帰りプランとなっ
ております。前日まで実施旅館にご予約く
ださい。
◎料金：5,000円（税込）
◎時間：10時～15時（食事は13時まで）

最上町赤倉温泉
赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

愛宕の火祭り 8/1(木) 米沢市

愛宕神社の例祭日である8月1日に行わ
れます。神輿と松明が愛宕山頂の神社ま
で勇壮に上ります。夕刻からは、松岬神
社で採火された御神火の松明を持った行
列が「六根清浄、身体堅固」と声をかけ市
内を練り歩きます。

愛宕神社及び地蔵
園

愛宕神社
☎0238-23-3268

米沢牛肉まつり 8/2(金) 米沢市
野外で七輪を囲み、最高級の米沢牛のす
き焼きを堪能できます。完全チケット前売
り制です。

松川河川敷
米沢市農林課
☎0238-22-5111

酒田港まつり・甚句流
し

8/2(金) 酒田市
酒田甚句に乗り、大勢の市民による踊り
パレードが繰り広げられます。飛び入り参
加も大歓迎です。

大通り商店街周辺
酒田市交流観光課
観光戦略係
☎0234-26-5759

「縄文の女神」まつり
8/3(土)
8/4(日）

舟形町

国宝「縄文の女神」他 国宝土偶のレプリ
カや土器の展示を行います。（入場無料）
また、3日(土)には映画「縄文にハマる
人々」の上映会を行います。

8/3(土) 10時～19時
◎映画「縄文にハマる人々」上映
　1回目：13時～、2回目：16時～
（前売り券 大人1,000円、当日券有）
8/4(日) 10時～17時

中央公民館
舟形町中央公民館
☎0233-32-2246

ながい水まつり・最上
川花火大会

8/3(土) 長井市

「水」をテーマにした子供から大人まで楽
しめる多彩なイベントを実施。夜の最上川
花火大会では最上川の水面が美しく彩ら
れ、毎年多くの人で賑わいます。有料席
の事前予約は7/18(木)より長井市観光協
会で受け付けております。

最上川河川緑地公
園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

おぐに夏まつり 8/3(土) 小国町
小国の夏の風物詩。ステージイベントや
千発以上の打ち上げ花火が小国の夏を
盛り上げます。

小国中学校
おぐに夏まつり実行
委員会
☎0238-62-2416

酒田港まつり・酒田花
火ショー

8/3(土) 酒田市

酒田の夜空を約12,000発の花火が美しく
彩ります。展開幅2キロメートルの超ワイド
スターマインや大空中ナイアガラは必見で
す。

最上川河川公園
酒田市交流観光課
観光戦略係
☎0234-26-5759

村山地域のワイナリーを巡るスタンプラリーと、ワイナリーでスピードくじを引いて村山地域の
特産品等が当たるキャンペーンを実施します。

詳しくは、やまがた広域観光協議会ホームページ「山形県のほっぺtourism」
https://yamagata-kouiki.info/
又はやまがた広域観光協議会(☎023-621-8441)へ

令 和 元 年 ８ 月 １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2019年8月･9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 39 回 花 笠 サ マ ー
フェスティバル・第38
回山形県観光物産市

8/4(日)
11時～19時

山形市

山形花笠まつりを華やかに盛り上げるた
め、花笠パレードの行なわれるコースを会
場にして、商店街参加の花笠サマーフェ
スティバルと県内市町村の特産品を一堂
に集めた山形県観光物産市が開催されま
す。

山形市内 国道112
号線車道区間（十
日町・本町・七日町
大通り）

山形県観光物産市
事務局
☎023-634-0762

さがえ図書館まつり
2019夏まつり

8/4(日)
9時30分

寒河江市

サイエンスショー、ワークショップ、朗読
会、リサイクル本プレゼント、さくらんぼの
都市さがえ全国俳句大会優秀作品展な
ど、夏まつりはお楽しみがいっぱいです。

寒河江市立図書館
寒河江市立図書館
☎0237-86-1662

朝日川渓流まつり 8/4(日) 朝日町

朝日川にイワナ・ヤマメ・ニジマスなどの
渓流魚を放流し、つかみどりを楽しんでい
ただくイベントです。その場で炭火焼きに
して楽しむことが出来ます。

朝日川河川公園
渓流まつり実行委員
会
☎0237-67-2113

第37回ふじしま夏まつ
り
第18回鶴岡伝統芸能
祭

8/4(日) 鶴岡市

ふじしま夏まつりでは「子どもすもう大会」
「魚のつかみ取り」「焼肉フェスティバル」
「盆踊り」などのイベントが行われます。
第18回鶴岡伝統芸能祭では藤島の獅子
踊りをはじめ、他地域の伝統芸能が一堂
に会する見ごたえのあるステージをお楽し
みいただけます。
※焼肉フェスティバルの焼肉券は前売制
で、販売は終了しました。

鶴岡市藤島体育館
北側芝生広場

ふじしま夏まつり実
行委員会
（ふじしま観光協会
内）
☎0235-64-2229

第57回山形花笠まつ
り

8/5(月)
～8/7(水)

山形市

威勢のいい掛け声と花笠太鼓の勇壮な音
色。 華やかに彩られた山車を先頭に、艶
やかな衣装と紅花をあしらった笠を手にし
た踊り手が、 山形市のメインストリートを
舞台に群舞を繰り広げます。 山形の真夏
の夜を彩る、華麗なまつりです。 今年も、
山形まなび館で「昼も楽しく花笠まつり」を
開催します。
◎昼も楽しく花笠まつり：13時30分～
◎パレード：18時～21時45分

・昼も楽しく花笠ま
つり：山形まなび館
・パレード：山形市
十日町・本町・七日
町通り～文翔館

山形県花笠協議会
☎023-642-8753

第29回天童夏まつり
8/8(木)
8/9(金)

天童市

花笠パレード・天童花駒おどりパレード・
将棋みこしをメインとしたお祭りです。
初日は花笠パレードのほかに、マーチン
グ演奏がオープニングを盛り上げます。
翌日の花駒おどりパレードは、天童独自
の花駒のばちを持った華やかな踊りで
す。花駒おどりの後は、勇壮な将棋みこし
パレードが会場を練り歩きますので、ぜひ
お越しください。

舞鶴堂交差点～わ
くわくランド西側入
口

天童夏まつり実行委
員会（天童市観光物
産協会内）
☎023-653-1680

ひがしね祭
8/10(土)
8/11(日)

東根市

伝統と新しさをミックスし、熱気に満ちた、
東根の夏を代表する祭。「動く七夕提灯行
列」、「おどりの競演」等、バラエティ豊かな
内容で観客を圧倒します。

市役所庁舎周辺
ひがしね祭実行委員
会事務局
☎0237-42-1111

勢至観音ごんぼの実
まつり

8/10(土) 高畠町

高畠町中にある勢至観音様の年に一度
の祭り。「ごんぼ」とは方言で「ごぼう」を表
しています。この日は夜になると、夜をま
ちわびた若者が集まり、トゲトゲなごぼう
の実を異性に投げ合います。その実が相
手につけば恋が実るといわれています。

高畠町　勢至観音
(一社)高畠町観光協
会
☎0238-57-3844

夏の博物館まつり
（ナイトミュージアム）

8/11(日)
18時～20時30分
（20時まで入館）

山形市
夏の博物館まつりとして、夜の博物館を楽
しんでみませんか。誰でも気軽に参加でき
るイベントを準備します。

県立博物館
県立博物館学芸課
☎023-645-1111

森と水の夏祭り 8/11(日) 山辺町

子ども流しそうめん大会、水鉄砲づくり、
森の探検会など、楽しいイベントを多数ご
用意しております。当日受付が必要なプロ
グラムもございますので、ご確認の上お越
しください。

山形県県民の森
県民の森森林学習
展示館
☎023-666-2116
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

川西夏まつり 8/11(日) 川西町
町内の美味しいものが並ぶ出店や獅子踊
りなどのイベントステージ、約3,000発の花
火など、魅力満載の夏まつりです。

川西町フレンドリー
プラザ

川西夏まつり実行委
員会
☎0238-42-6613

夏宵まつり 8/12(月) 庄内町

庄内町深川地区に伝わる「飛龍伝説」をモ
チーフに作り上げたオリジナルの「飛龍囃
子」にあわせ、景気のいい掛け声とともに
個性豊かな衣装をまとった踊り手が、華麗
な演舞を披露する真夏の夜の競演です。
今までの夏宵まつりは今年でファイナルと
なりますので、ぜひお越しください！来年
度は形を変えて開催する予定です！

庄内町余目地区
駅前～茶屋町

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

金山まつり
8/14(水)
～8/16(金)

金山町

雅やかな山車やお神輿が町を彩る金山
の夏祭り。お囃子、屋台などのほか、大花
火大会が祭りのフィナーレを飾ります。
◎14日(水)：宵まつり山車パレード 午後7
時～
◎15日(木)：本まつり・神輿渡御・屋台 午
前8時30分～11時／山車巡回 午前8時
40分～午後4時
◎16日(金)：屋台・納涼花火大会 午後7
時30分～

金山町中心部
もがみ北部商工会金
山事務所
☎0233-52-2349

★鶴岡お祭りウィーク★
荘内大祭

8/14(水)
8/15(木)

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400名で練り歩きます。
◎14日(水)：宵祭
徳川信康公例祭、歴代藩主墓前祭など
◎15日(木)：本祭
大名行列、還幸祭、盆踊り、灯篭流しなど

鶴岡公園、市街地
中心部

荘内大祭実行委員
会（荘内神社）
☎0235-22-8100

水郷大江夏まつり灯
ろう流し花火大会

8/15(木) 大江町
3ヵ所から打ち上がる約4,000発の花火は
圧巻です。最上川の水面を彩る灯ろうは
幻想的な光景です。

大江町最上川河畔

水郷大江夏まつり大
会事務局（大江町政
策推進課）
☎0237-62-2139

前森高原サマーフェス
ティバル

8/15(木) 最上町

毎年一番人気の「イワナのつかみ取り」に
挑戦しませんか！たくさんの美味しい食べ
物はもちろん、楽しいイベントが盛りだくさ
ん！夏の大自然を満喫しながら、子ども
から大人まで楽しめる催しとなっておりま
す。
◎10時～14時（イワナのつかみ取り：1回
500円、チケット販売は9時30分～）

わくわくファーム前
森高原

最上町役場 交流促
進課
☎0233-43-2111

第54回たかはた夏ま
つり「青竹ちょうちんま
つり」

8/15(木)
8/16(金)

高畠町

300年以上の伝統をもつ祭り。提灯つきの
青竹を飾って「八幡神社のみこし」を送迎
したのが始まりで、青竹に赤い提灯をつけ
て沿道を飾ります。勇壮な神輿パレード、
千数百人の踊り手が踊る民踊パレードを
中心に多彩なイベントが開催されます。

高畠地区中心商店
街

(一社)高畠町観光協
会
☎0238-57-3844

湯殿山本宮祭 8/15(木) 鶴岡市 ◎時間：11時～ 湯殿山神社
湯殿山神社本宮
☎0235-54-6133

赤倉温泉　食まつり（最上町） ひがしね祭（東根市）　　　　　　　　　　　　　　　前森高原サマーフェスティバル（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

大石田まつり「最上川
花火大会」

8/16(金) 大石田町

大石田町内を流れる最上川に架かる「大
橋」の完成を祝い始まったまつりで、約90
年の歴史があります。その年に成人を迎
えた若者による「成人神輿」や神輿団体に
よる勇壮な神輿渡御が行われます。ま
た、数千の灯篭が流れる中、大型花火を
中心とした約3,000発の花火が打ち上がり
ます。観覧場所と打ち上げ場所が近く、ま
るで自分の真上で花火が開いているよう
な感覚になります。記念花火やスターマイ
ン、創造花火など変化にとんだ打ち上げ
の最後を飾るのは、日本一の町民号「20
号玉（2尺玉）10連発」。開花時の直径が
450mを超える大型花火が次々に打ち上
がる光景は感動間違いなしです。

最上川河畔
大石田まつり委員会
☎0237-35-2111

真室川まつり
8/16(金)
8/17(土)

真室川町

16日(金)は駅前での前夜祭、宵神輿、動く
灯ろう、17日(土)は真室川音頭パレード、
花火大会が行われます。
◎入場無料

真室川駅周辺
真室川まつり実行委
員会
☎0233-62-2111

肘折温泉　湯坐神社
祭り

8/16(金)
8/19(月)
8/20(火)

大蔵村

湯の神様である湯坐神社（薬師神社）の
お祭り。16日(金)は「仮装コスプレ盆踊
り」、19日(月)は「のど自慢大会」、そして
20日(火)の本祭りでは、「相撲大会」が行
われます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

諏訪神社御輿渡御行
列
(荒獅子まつり)

8/16(金)
8/17(土)

飯豊町

約200年続くこの神輿渡御行列。町の若者
が白装束に身を固め、長者の列で獅子を
舞います。時には、果敢にそして優雅に、
その舞い方から荒獅子舞いと呼ばれてい
ます。8/16(金)が夜祭り、8/17(土)が例大
祭です。（毎年8月16日、17日開催）

飯豊町萩生地区内
飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

★鶴岡お祭りウィーク★
第29回赤川花火大会

8/17(土) 鶴岡市

赤川河畔の会場の広さを生かし、約
12,000発の花火が夜空を彩ります。特別
観覧席あり。
◎19時15分　打ち揚げ開始
※櫛引総合運動公園からシャトルバス（有
料）が運行されます。その他、詳細につき
ましては赤川花火大会公式HPをご覧くだ
さい。

赤川河畔
（羽黒橋～三川橋）

赤川花火大会実行
委員会
（鶴岡青年会議所）
☎0235-64-0701

第21回まほろば河童
まつり

8/18(日) 高畠町

最上川の上流、松川が流れる糠野目地区
には最上川最終船着場があり、「松川の
河童伝説」が残されています。そんな
「かっぱ」にちなんだおまつりです。かっぱ
の神輿や山車が練り歩くほか、参加者一
丸となって作る250mの「かっぱ巻き」は圧
巻です。

高畠駅前商店街
河童まつり実行委員
会事務局
☎0238-57-3483

★鶴岡お祭りウィーク★
おぃやさ祭り

8/18(日) 鶴岡市

第15回　開催テーマ<<結笑>>
かつて鶴岡には三日三晩踊り明かす祭り
がありました。
当日は、生演奏によるおぃやさ囃や庄内
はやえ節流し踊りで、山王を舞台に甦りま
す。
同時開催の山王ナイトバザールもお楽し
みください。

山王商店街
おぃやさ祭り実行委
員会（山王会館）
☎0235-25-0613

むらやま徳内まつり
2019

8/23(金)
～8/25(日)

村山市

「むらやま徳内まつり」は、今年で25周年
を迎えます。囃子の軽快なリズムに合わ
せて、約2,000人の踊り手が華麗に舞い、
見る人の目を奪います。特設ステージで
は迫力ある演武を間近で楽しめ、豪華な
山車も魅力のひとつです。

徳内ばやし共演場
(JR村山駅東口～
楯岡商店街)

むらやま徳内まつり
実行委員会
☎0237-55-2111

ユネスコ無形文化遺
産
新庄まつり

8/24(土)
～8/26(月)

新庄市

日本が世界に誇る山・鉾・屋台行事。
8/25(日)の観覧メーン会場のS席を購入し
た方に記念品を進呈、また新米などが当
たる抽選を行います。
※有料観覧席予約は8/16(金)まで専用電
話で承ります。

新庄市内中心部、
駅前ふれあい広場
アビエス、他

新庄まつり実行委員
会（新庄商工会議所
内）
☎0233-22-6855
観覧席販売専用電
話
☎0233-22-3755
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第14回みかわまち納
涼祭

8/24(土) 三川町

三川町の夏のイベント「みかわまち納涼
祭」。総合司会に山形県すみます芸人「ソ
ラシド」を迎え、よさこい、キッズダンス、太
鼓演奏などのステージパフォーマンスや
おいしい食べ物がいっぱいのテント夜市
など、夏の夜をみんなで楽しむお祭りで
す。

三川町いろり火の
里イベント広場

三川町観光協会
☎0235-66-4656

風祭り 8/25(日) 東根市

神社の記録によると始まりは江戸時代初
期。舞は8座あり、明治に入って新たに芸
能的要素が加えられ、現在に至っていま
す。平成26年12月9日に県指定民俗文化
財に指定されました。

若宮八幡宮
東根公民館
☎0237-42-0107

おばなざわ花笠まつり
8/27(火)
8/28(水)

尾花沢市

県内の夏祭りの最後を飾る盛大な祭り
で、毎年8月27･28日に行われます。
27日は神輿や囃子屋台などの伝統行列、
28日は花笠踊り大パレードを開催します。
約3,000人の踊り手が発祥地ならではの豪
快華麗な伝統踊りを披露し、街中が花笠
一色に染まります。

尾花沢市中央駐車
場周辺

尾花沢市四大まつり
実行委員会(パレット
スクエア内)
☎0237-23-4567

瀬見まつり
8/31(土)
9/1(日)

最上町

瀬見温泉湯前神社の祭典。湯前神社の
神事や瀬見温泉ゆかりの義経・弁慶の供
養祭を行います。また、縁日や出店もある
他、義経弁慶太鼓など演芸の夕べも見ど
ころです。
◎8月31日(土)　19時～21時
◎9月1日(日)　10時～21時

最上町瀬見温泉街
瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

八朔祭（蜂子神社祭） 8/31(土) 鶴岡市

出羽三山神社の修行神事の一つで、開祖
蜂子皇子の修行を辿る秋峰の行を行って
いる山伏によって、羽黒山頂の蜂子神社
の前庭で大紫燈護摩が焚かれ、豊作と家
内安全が祈られます。この祭りは、台風が
訪れるこの季節に、実った稲が潰されな
いように風を鎮める祭りで、陰暦の8月1日
からその前夜を祭日としたので、八朔祭と
呼んでいます。

出羽三山神社三神
合祭殿前

出羽三山神社社務
所
☎0235-62-2355

くう・のむ・あそ部（べ）
フェスタ

9/1(日) 山辺町

食べる・飲む・遊ぶ・見る・聴く・彩るをテー
マに、本町通りと通りの施設・駐車場を利
用した、出店やイベントなどが盛りだくさん
のお祭りです。

山辺町本町通り
山辺町まちなか活性
化推進実行委員会
☎023-664-5620

最上祭り
9/7(土)
9/8(日)

最上町

愛宕神社　熊野大社の祭礼。神輿が町内
を練り歩き、最上音頭パレードや打ち上げ
花火、ステージショーなど見どころ満載で
す。恒例となっている仮装行列は、毎年地
区ごとに仮装が変わります。仮装するだけ
でなく、ダンスなどのパフォーマンスもある
ため、各地区のアイディアが光ります。
◎9月7日(土)：8時30分～20時30分
◎9月8日(日)：9時30分～20時30分
★大花火大会：9月7日(土)　20時～（雨天
時は8日(日)）

最上町向町商店街
最上祭り実行委員会
☎0233-25-8372

た～んとほおバルフェスタ in ひがしね
2019（東根市） 大堀秋まつり（最上町）　　　　　　　　　　　日本一の芋煮会フェスティバル（山形市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第39回ふながた若鮎
まつり

9/7(土)
9/8(日)

舟形町

名物の焼き鮎や舟形町の特産品を食べ
ながら、ステージイベントをお楽しみくださ
い。
【ゲスト歌謡ショー】
7日(土)　工藤 あやの
8日(日)　石原 詢子

アユパーク舟形
(小国川河川公園
内)

舟形町役場まちづく
り課交流促進係
☎0233-32-0844

第36回地酒と黒べこ
まつり

9/7(土) 川西町
川西生まれ川西育ちの厳選された米沢牛
と、川西町が誇る3酒蔵の自慢の地酒をご
賞味ください。

置賜公園
（川西ダリヤ園隣
り）

ダリヤの里かわにし
地酒と黒べこまつり
実行委員会（川西町
産業振興課内）
☎0238-42-6641

めざみの里まつり 9/7(土) 飯豊町

町民全員参加の楽しいイベントが満載！
飛び入り参加大歓迎のフィナーレ“めざみ
の里“WA”踊り”は大人も子供も一堂に、
心を一つに踊ります♪

町民総合センター
「あ～す」

町民総合センター「あ
～す」
☎0238-72-3111

そば花まつり 9/8(日) 村山市

「そば街道発祥の地」そして「板そばのふ
るさと」村山市。一面に広がる真っ白なそ
ば花を眺めながら、山形セレクションに認
定された「最上川三難所そば街道」のそば
職人による打ちたて・茹でたての美味しい
そばを楽しめます。
◎前売券：600円
◎当日券：700円(数量限定)

大高根地域市民セ
ンター

村山市商工観光課
☎0237-55-2111

本道寺口ノ宮湯殿山
神社例大祭

9/8(日) 西川町
本道寺の湯殿山神社において、宮司が護
摩木を焚き、参列者の所願成就を祈祷し
ます。

西川町　本道寺口
ノ宮湯殿山神社

月山朝日観光協会
☎0237-74-4119

寒河江まつり
9/13(金)
～9/15(日)

寒河江市

「寒河江八幡宮例大祭」：900年の歴史を
誇る寒河江市のお祭り、寒河江祭りの中
心が寒河江八幡宮の例大祭です。毎年
9/15に合わせ、氏子の町巡り行列や子供
神輿の市内渡御、社殿での神事挙行など
が行われます。
「奴町巡り」：寒河江八幡宮奴保存会によ

る天と大地の恵みに感謝する意味が込め
られているという八幡宮の神事。町内を奴
が練り歩きます。
「神輿の祭典」：今年で37回目を迎え「輝
～新章開幕～」のテーマのもと約4,000名
の担ぎ手が観客を魅了する。約40基の神
輿が寒河江駅前神輿会館前に「ソイヤソ
イヤ」「ドッコイドッコイ」の威勢のいい掛け
声とともに集まると、会場の熱気は一気に
最高潮に達します。
そのほか、御神輿、古式・作試し流鏑馬、
ふるさと芸能まつり、奴町巡り、臥龍太鼓
町巡りなどが行われます。

JR寒河江駅前・寒
河江八幡宮・境内
他・市内各所

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111
※神事については寒
河江八幡宮へお問い
合わせください
寒河江八幡宮
☎0237-86-6258

月山ワインまつり実
行委員会
（事務局：庄内たがわ
農協企画管理部）
☎0235-64-3000

鶴岡公園

秋の気配を感じながら月山ワインやぶどう
ジュースを楽しむイベント。地域特産物の
販売コーナーもあり、大勢で楽しめます。
◎前売り券：大人券 2,000円、子供券(20
歳未満) 700円
◎当日券：大人券 2,500円、子供券(20歳
未満)1,000円
※前売り券、当日券ともに月山ワイン、
ジュース飲み放題、場内売店で使用でき
る食事券付
◎時間：正午～14時30分（11時30分 受付
開始）
◎イベント内容：月山ワイン、ぶどうジュー
ス飲み放題、物販コーナー（軽食他）、月
山ワインの販売コーナー
◎主な前売券取扱所：
・JA庄内たがわ本所・各支所
・産直んめ農マルシェ
・JA鶴岡本所
・産直あさひ・グー
・出羽商工会
・鶴岡市朝日庁舎産業建設課
・グランドエル・サン
※その他取扱所については事務局までお
問合せください

鶴岡市9/8(日)月山ワインまつり
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

た～んとほおバルフェ
スタ in ひがしね 2019

9/13(金)
～9/15(日)

東根市

13日の前夜祭「BBQ」からはじまり、肉をメ
インとしたイベントが今年も開催されます。
肉の祭典では、県内外で提供されている
「肉」を絡めたメニューがいっぱい！また、
ドイツビールやクラフトビールなどが出展
するオクトーバーフェスト×ひがしねも同
時開催します。

東根市
市民体育館駐車場
ほおバル特設会場

た～んとほおバル
フェスタ実行委員会
☎0237-41-1200

第49回かみのやま温
泉全国かかし祭

9/14(土)
～9/23(月)

上山市

上山の秋の風物詩「全国かかし祭」。毎年
テーマをもとに出品者の思いの詰まった
ユーモアなかかしが会場いっぱいに大集
合します。上山市の物産品が勢ぞろいす
るフードコートも出店。

市民公園
（一社）上山市観光
物産協会
☎023-672-0839

秋のバラまつり
9/14(土)
～9/30(月)

村山市

東沢バラ公園は、初秋に2度目の見頃を
迎えます。秋のバラは、小ぶりながらも色
鮮やかに咲き、園内は初夏の時とは一味
違う落ち着いた雰囲気に包まれます。澄
み切った秋空の下、可憐に咲くバラをご覧
ください。

東沢バラ公園
村山市商工観光課
☎0237-55-2111

谷地どんがまつり
9/14(土)
～9/16(月)

河北町

国指定重要無形民俗文化財「林家舞楽」
の奉奏や、御神輿渡御・御神輿還御な
ど、3日間にわたって様々な行事が行われ
ます。最終日には、全国奴まつり、提灯屋
台や屋台巡演の最後を飾る囃子屋台の
競演が行われ、祭りのフィナーレを飾りま
す。是非お越しください。

谷地八幡宮（露店
出店）・どんがホー
ル周辺

谷地どんがまつり実
行委員会
☎0237-72-3787

大堀秋まつり
9/14(土)
9/15(日)

最上町

豊年万作を祈願するお祭り。神輿や仮装
山車、鼓笛隊パレードをはじめ、学童相撲
大会など見どころ満載！夜は演芸ショー
が祭りを盛り上げ、打ち上げ花火も行わ
れます。
◎時間：9時～21時(両日共通)

最上町大堀駅周辺

大堀秋まつり実行委
員会(大堀地区公民
館）
☎0233-44-2820

赤湯温泉
ふるさと祭り

9/14(土)
9/15(日)

南陽市
1日目は3基の神輿が、2日目は「暴れ獅
子」が町を練り歩きます。

赤湯温泉街通り
赤湯温泉ふるさと祭
り実行委員会
☎0238-43-3466

安久津八幡神社秋ま
つり

9/14(土)
9/15(日)

高畠町

14日神輿渡行、15日延年の舞、流鏑馬開
催。小学生の男子児童による延年の舞
は、豊作、天下泰平などを祈願した舞で、
県指定の無形民俗文化財指定です。

安久津八幡神社
安久津八幡神社
☎0238-52-5990

余目まつり
9/14(土)
～9/16(月)

庄内町

庄内三大まつりのひとつで、3日間で開催
されます。15日(日)の大名行列では、神輿
や昔ながらの衣装を身にまとった氏子が
掛け声をかけながら町を練り歩きます。勇
ましい甲冑姿や小学生のかわいらしい奴
振りが見られます。

庄内町八幡神社境内
庄内町観光協会
☎0234-42-2922

第31回日本一の芋煮
会フェスティバル

9/15(日) 山形市

山形名物の芋煮を直径6.5mの大鍋で約3
万5千食分を作ります。里芋、牛肉、こん
にゃく、ねぎ、味つけ醤油、日本酒など、
地元産の食材にこだわったおいしさもス
ケールもまさに日本一の芋煮会です。

馬見ヶ崎川河川敷
日本一の芋煮会フェ
スティバル事務局
☎023-622-0141

第41回ふるさと秋祭り
「踊り山車」

9/15(日) 上山市

2台の山車の上で踊り手が優雅な舞を披
露しながら市内を練り歩きます。日没後、
山車の提灯に灯りがつくと、昼とは違った
幻想的な雰囲気が楽しめます。

中部地区公民館前
出発

（一社）上山市観光
物産協会
☎023-672-0839

大江の秋まつり 9/15(日) 大江町
町内八幡神社の例大祭に合せて開催さ
れる秋の一大イベント。JR左沢駅前にて
パレードが行われます。

大江町JR左沢駅
前

大江町観光物産協
会
☎0237-62-2139

下山添八幡神社例大
祭

9/15(日) 鶴岡市
古くから伝承される御神子舞・天狗舞・獅
子舞・奴振りのほか、流鏑馬が奉納されま
す。

下山添
櫛引庁舎産業建設
課
☎0235-57-2115
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

めざみ祭収穫祭 9月中旬 飯豊町
秋の味覚がいっぱい♪のめざみの収穫
祭。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

白鷹町誕生65周年記
念 第43回白鷹鮎まつ
り

9/21(土)
～9/23(月)

白鷹町

町内最大のおまつりです。鮎の塩焼きを
はじめ、白鷹の秋の味覚が大集合しま
す。
魚のつかみどりやザリガニ釣りなど親子
でお楽しみください。

道の駅白鷹ヤナ公
園あゆ茶屋

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

とれたて！お魚市
「紅エビまつり」

9/21(土) 鶴岡市

鼠ヶ関港で水揚げされた旬の紅エビを、エ
ビ汁やエビ丼、かき揚げなどのエビづくし
で味わえます。ほかにも、「札セリ体験」
「分け魚つめ放題」などの販売イベントも
あります。

漁協念珠関支所市
場内

鼠ヶ関地域協議会
「蓬莱塾」
☎0235-44-2112

富沢祭 9/22(日) 最上町

富山馬頭観音の祭礼。小学生による奉納
相撲やお祭りパレード、そして東善院境内
のステージで行われる恒例の素人演芸大
会は特に必見です。
◎時間：7時30分～20時30分

最上町富沢地区内
富沢祭り実行委員会
(石山)
☎0233-45-2220

しらたか工芸体験まつ
り

9/22(日)
9/23(月)

白鷹町

第43回白鷹鮎まつりと同時開催。和紙漉
きや陶芸など白鷹町深山地区ならではの
工芸体験ができます。秋の田舎を実感く
ださい。

いきいき深山郷の
どか村

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

おもしぇちゃフェス 9/22(日) 庄内町

お店のおもてなし、まちかどライブや飲食
コーナーなど楽しいイベント盛りだくさんで
す。
まちなかを歩いて商店街を満喫してくださ
い。

庄内町茶屋町周辺
の中心市街地エリ
ア

おもしぇちゃあまるめ
実行委員会（商工観
光課商工労働係）
☎0234-42-0138

第40回朝日町ワイン
まつり

9/23(月) 朝日町

朝日町特産のおいしいワインを存分に楽
しめるイベント。青空のもと、バーベキュー
を一緒に味わうことが出来ます。ほか、ぶ
どう踏み競争などのお楽しみイベントも満
載。前売りチケット制になります。

朝日町
創遊館芝生広場

ワインまつり実行委
員会
☎0237-67-2113

第8回なせばなる秋ま
つり

9/28(土)
9/29(日)

米沢市

上杉鷹山の「なせばなる」のチャレンジ精
神を後世に伝えていくため、様々なイベン
トを行います。見どころは江戸時代の米沢
で実際に行われていた無人販売「棒杭
市」や、米沢牛の牛丼や芋煮など地元の
美味しいものが集結する「米沢どん丼まつ
り・交流物産展」などです。

松が岬公園・伝国
の杜周辺

なせばなる秋まつり
実行委員会
☎0238-22-9607

2019スカイフェスティ
バルIN南陽

9/28(土)
9/29(日)

南陽市

一般の方々がスカイスポーツを間近に親
しむ企画として、パラグライダーが一日中
次々とテイクオフする様子が見られる「ア
キュラシー競技会」を開催します。また、露
店やイベントも開催し、大人も子どもも楽し
めます。

南陽スカイパーク

2019スカイフェスティ
バルＩＮ南陽実行委
員会
☎0238-43-2927

第10回キッズ☆フェス
タ

9/29(日)
10時～14時

新庄市
キッズフリーマーケットをはじめ、毎年大
人気！お化け屋敷など多彩なイベント満
載です。

新庄市民プラザ
新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

酒と肴と鼠ヶ関　サワ
ラまつり

9/29(日) 鶴岡市

漁業のまち鼠ヶ関で、庄内の地酒と旬の
魚料理を味わえます。
（漁獲量や天候によって内容が変更にな
ることがあります。）

マリンパークねず
がせき（予定）

あつみ観光協会
☎0235-43-3547
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●イベント
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
（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、手作りのゆべ
し、漬物なども並びます。

産地直売所たかせ
山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

白糸の滝ライトアップ

通年
金、土、祝日前
【お盆特別点灯】
8/12(月)
～8/16(金)

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～22時

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産協
会
☎0233-72-2110

あつみ温泉朝市
4/1(月)
～11/30(土)

鶴岡市
期間中毎朝開催します（5時30分～8時30
分）。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

あつみ温泉体験工房
「遊ったりや」

4/20(土)
～11/24(日)

鶴岡市

期間中の土・日・祝日に開店します（10時
～16時15分）。平日でも予約があれば開
店しますのでご相談ください。しな布のし
おり作り・ビーズストラップ作りの各体験の
ほか、しな織製品などの展示・販売等もあ
ります。

あつみ温泉「遊った
りや」

出羽商工会温海支
所
☎0235-43-2411

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」

4/27(土)
～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。
※運航日・乗船方法及び乳幼児の乗船に
ついては要問合せ

ながい百秋湖
野川まなび館
☎0238-87-0605

国宝羽黒山五重塔内
部特別拝観

4/27(土)
～11/30(土)

鶴岡市

平成から令和へと御世替りの年にあたり、
これを奉祝し羽黒山五重塔内部を一般の
方に公開します。
◎公開時間：8時30分～16時30分
◎拝観料：大人500円・共通券700円（羽黒
三所大権現の秘仏との共通券）

羽黒山五重塔
出羽三山神社
☎0235-62-2356

羽黒三所大権現の秘
仏公開

4/27(土)
～11/30(土)

鶴岡市

覚諄別当が山麓修験者に託した羽黒三
所大権現の秘仏公開です。
◎公開時間：8時30分～16時30分
◎拝観料：大人300円・共通券700円（羽黒
山五重塔内部特別拝観との共通券）

羽黒山山頂儀式殿
出羽三山神社
☎0235-62-2356

源流の森OPEN
4/29(月)
～11/30(土)

飯豊町

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

肘折温泉　名物朝市
4月下旬
～11月下旬

大蔵村

肘折温泉の朝は、朝市のお母さんたちと
お客さんの明るいやり取りから始まりま
す。春の山菜に始まり、自家製の野菜や
きのこなど、その季節の旬の味覚、お母さ
んたち手作りの惣菜がずらりと並びます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

山形まるごと市（高瀬
第2会場 軽トラ市）

5月～10月
（第2・第4日曜）

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

置賜三十三観音御開
帳

5/1(水)
～10/31(木)

置賜地方

御開帳期間は、普段見ることのできない
観音様を拝観することができます。置賜三
十三観音観音は、かつて、置賜の地を治
めた上杉藩の重臣・直江兼続公の後室お
船の方は観音信仰篤く、領地内で観音巡
礼ができるよう、三十三の霊場を定めた
のが始まりと伝えられています。花巡りや
湯巡りとあわせてお楽しみください。

置賜地方
21番 小野川観音
☎0238-32-2929
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

赤倉温泉朝市
5/5(日)
～11/3(日)
(毎週日曜)

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。（6時～7時30分）

赤倉温泉　まじゃれ
茶や周辺

赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

月山フラワートレッキ
ング

6月～8月 西川町

月山は標高2,000mに満たない山ですが、
日本海からの季節風をまともに受けるた
め3,000m以上の山でないと見られないよ
うな、たくさんの高山植物に出会えます。6
月から7月に見られる、雪の傍らに高山植
物の咲く様子は雪田植生と呼ばれ、学術
的にも大変貴重な現象と言われていま
す。見どころスポットは、姥ヶ岳山頂、そし
て、金姥、柴灯森、牛首、月山山頂にかけ
てのルート。晴天時には、姥ヶ岳や山頂か
ら、遠く日本海まで望むことができます。

月山山麓
月山朝日ガイド協会
☎0237-74-5130

獅子舞 6月～9月中旬 飯豊町

町内各所で豊年祈願、仏の供養として踊
ります。地区によって微妙に踊りが違うと
ころも、さすが！歴史を感じます。詳しくは
観光協会までお問い合わせください。

町内各所
飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

瀬見温泉日曜朝市
6/2(日)
～10/27(日)
(毎週日曜)

最上町

最上町・東法田地区の農家さんによる日
曜朝市です。採れたて野菜や郷土食が販
売され、品物には移り行く東北の旬が並
びます。6時頃～なくなり次第終了です。

瀬見温泉地内
瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

プライム企画展「華の
やまがた－花き産業、
その美の創造－」
(1回目)

6/22（土）
～9/23（月）

山形市

この展示会は本県花き生産の現状や歴
史、またそれにまつわる産業や文化、科
学的視点からベニバナ赤色色素の研究も
紹介します。同時に展示期間に出荷時期
を迎える山形県産の花きを飾り、実際の
生花に触れることができる新たな試みに
も挑戦します。

山形県立博物館
山形県立博物館
☎023-645-1111

やまがた満喫！収穫
日和(夏)

7月～9月
村山地域
各市町

夏の野菜、果物などを、気軽に農園で収
穫体験できます。
参加者の皆様に、新鮮な野菜や果物の収
穫を体験していただくことや、収穫した作
物を美味しく味わってもらうことを通して、
山形の季節を肌で感じ、満喫していただ
ける企画となっています。
※参加農園などの詳細については、やま
がた広域観光協議会HP「山形県のほっぺ
tourism」をご確認ください。

村山地域の各農園
やまがた広域観光協
議会
☎023-621-8441

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(月)
～10/19(土)

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1,000m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

ZAOたいらぐら集
合

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

小国川鮎釣り解禁 7/1(月)～ 舟形町
舟形町を横断する、清流小国川での鮎釣
りが解禁となります。

最上小国川

(遊漁券・おとり鮎な
どについて)
小国川漁業協同組
合
☎0233-32-2892
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

定期船とびしま海の日
子ども無料キャンペー
ン

7/1(月)
～8/31(土)
※8/9(金)～
8/15(木)を除く

酒田市
定期船「とびしま」で保護者が同伴して酒
田～飛島を往復する場合、子ども（小学生
以下）の料金が無料になります。

定期航路事業所
酒田市定期航路事
業所
☎0234-22-3911

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村　夏季特別
企画展
化石水族館～水性生
物多様性のふしぎを
ひもとく～

7/6(土)
～10/14(月)

鶴岡市

◎時間：9時～17時
◎入館料：大人（高校生以上） 700円、小
中学生 500円、3歳以上小学生未満 200
円
※カブトムシ園も入場できます

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

プライム企画展展示
解説会

7/7(日)
7/28(日)
8/25(日)

山形市

プライム企画展担当者が展示資料につい
て、様々なエピソードを交えて解説しま
す。なお、初心者向けのフラワーアレンジ
メントも行います。

山形県立博物館
山形県立博物館
☎023-645-1111

湯野浜海水浴場海開
き

7/12(金)
～8/18(日)

鶴岡市

温泉郷の長い海岸線に広がる県内最大
規模の海水浴場です。広くきれいな浜辺、
遠浅の海には魅力がいっぱい。サーフィ
ン・シーカヤックなどのマリンスポーツも盛
んな人気のスポットです。トイレ、シャワー
棟、駐車場（有料）完備。

湯野浜海水浴場
湯野浜温泉観光協
会
☎0235-75-2258

肘折夜市
8/10(土)
9/14(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10件ほど連なり、昔なつか
しい映像や写真、パン、蜂蜜、生活雑貨な
ど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。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

月山カブトムシ園
オープン！

7/13(土)
～8/16(金)

鶴岡市

毎年夏限定でオープンするカブトムシ園。
2アールの敷地にカブトムシの生息環境を
再現して放虫し、実際にカブトムシにさ
わったり観察したり、遊びながら学習する
ことができます。
◎時間：10時～16時
◎料金：大人（高校生以上） 700円、小中
学生 500円、3歳以上小学生未満 200円
※カブトムシ園の入場券で文化創造館も
入館できます
※15名以上団体割引あり

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
交流農園

月山あさひ振興公社
☎0235-53-3411

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

7/13(土)～10/27
（日）の土日祝日
及び8/13(火)～
8/16(金)

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。
また、8月10日(土)～18日(日)は夜間参拝
限定の御朱印を行います。

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
☎0235-62-4727

鼠ヶ関キャンプ場開設
7/13(土)
～8/18(日)

鶴岡市
夕陽に輝く弁天島を眺める、見晴らしのよ
いキャンプ場。磯釣りや磯遊びなどもおす
すめです。

鼠ヶ関キャンプ場
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

飛島海水浴場オープ
ン

7/13(土)
～8/18(日)

酒田市
日本海に浮かぶ小さな島の海水浴場。海
水浴はもちろん、釣りやダイビングスポット
としても注目されています。

飛島海水浴場
飛島観光協議会
☎0234-96-3800

マリンパークねずがせ
き海開き

7/14(日)
～8/18(日)

鶴岡市

川砂利を敷き詰めた濁りの少ない海水浴
場で、環境省の「快水浴場百選」にも選定
されています。近くには磯遊びのできる人
工磯浜もあり、家族連れにも人気です。ト
イレ、シャワー、更衣室のほか、有料で駐
車場を完備しています。

マリンパークねず
がせき

鼠ヶ関自治会
☎0235-44-2112

宮海海水浴場オープ
ン

7/14(日)
～8/15(木)

酒田市
鳥海山と風車が一望できる抜群のロケー
ション。すぐそばの酒田北港護岸は東北
有数の釣りスポットです。

宮海海水浴場
宮海海水浴場実行
委員会
☎090-1057-6119
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

由良海水浴場海開き
7/19(金)
～8/18(日)

鶴岡市

白山島と夕日のコントラストが美しく、きれ
いな砂浜がつづく由良は、快水浴場百選
に選定されています。お手軽にキャンプが
できるように水道などの設備もばっちり。
また、白山島内にある海の釣堀では気軽
に釣りを楽しむことができます。トイレ、
シャワー（有料）、駐車場（有料）完備。

由良海水浴場
由良温泉観光協会
☎0235-73-2250

月山あさひサンチュア
パーク　オートキャン
プ場
夏やすみ自然教室

7/20(土)
～8/18(日)

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！！
【夏やすみ自然教室】
・炭火で焼き上げるまきまきパン焼き体験
・中台池のブナ林散歩
・大人から子供まで楽しめるスポーツ体験

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

加茂レインボービーチ
海開き

7/20(土)
～8/18(日)

鶴岡市

クラゲで有名な加茂水族館に隣接する海
水浴場。磯場もあり、海草や貝類等の生
物観察といた磯遊びのほか海水浴もでき
ます。トイレ、シャワー棟、駐車場完備。

加茂レインボー
ビーチ

加茂地区自治振興
会
☎0235-33-3023

三瀬海水浴場海開き
7/20(土)
～8/18(日)

鶴岡市

奇岩怪岩の変化に富んでおり、岩ででき
た自然の飛び込み台もある海水浴場で、
山々の自然に囲まれ、磯場もある浜辺
は、家族連れでも楽しめる海岸として人気
です。トイレ、シャワー棟、駐車場（有料）
完備。

三瀬海水浴場
三瀬観光協会
☎0235-73-3035

小波渡海水浴場海開
き

7/20(土)
～8/18(日)

鶴岡市

三瀬から南へ約2.5km、海沿いのトンネル
を越えると、国道のすぐそばに小波渡海
水浴場が広がります。見晴らし良く、遊泳
区域内に岩場や磯場があり、お子様連れ
の家族が安心して、充実した自然の海水
浴を楽しめます。トイレ、シャワー（有料）、
駐車場（有料）完備。

小波渡海水浴場
小波渡観光協会（こ
ばと荘）
☎0235-73-2252

浜中あさり海水浴場
オープン

7/20(土)
～8/17(土)

酒田市
北は鳥海山の稜線、南は庄内砂丘のど真
ん中にある海水浴場。近くにキャンプ場も
あります。※潮干狩りはできません

浜中あさり海水浴
場

浜中海水浴場実行
委員会
☎0234-92-3004

酒田港クルーズ
7/20(土)
～8/24(土)
毎週土曜日

酒田市
定期船「とびしま」で酒田港を周遊するク
ルージングです。日本海に沈む夕陽を海
の上から眺めてみませんか。

定期航路事業所
酒田市定期航路事
業所
☎0234-22-3911

陸上教室
（短距離走コース）

7/23(火)
～8/6(火)
16時30分～17時
30分
(全3回)

山形市

小学生中・高学年を対象に短距離走の基
礎を学ぶスポーツ教室を開催します。腕
の振り方や足の上げ方、早く走るための
アドバイスなど、陸上の専門家が指導しま
す。
◎募集対象：小学校4～6年生

山形あかねヶ丘陸
上競技場

（公財）山形市体育
協会事務局
☎023-644-4850

やまがた百名山写真
展 in おいしい山形空
港

7/24(水)
～8/25(日)

東根市
平成30年度「やまがた百名山」写真コンテ
ストの入賞作品を中心とした県内巡回写
真展です。

おいしい山形空港
県みどり自然課
☎023-630-3174

ひじおりの灯
7/26(金)
～9/16(月)

大蔵村

夏の夜、温泉街に灯籠が点々と灯りま
す。「ひじおりの灯」の灯籠絵はアーティス
トが肘折に滞在し取材を行って制作しま
す。肘折温泉の自然や景観、くらしや湯治
文化がさまざまに描かれた「肘折物語」を
お楽しみください。灯籠絵の制作者による
トークイベントも予定しています。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

山寺宝珠山ライトアッ
プ・光のロード

7/27(土)
～8/25(日)

山形市
山寺宝珠山のライトアップを行ないます。
秋の紅葉時期にも行なわれます。

山寺宝珠山・門前
町商店街

山寺観光協会
☎023-695-2816

川西ダリヤ園
8/1(木)
～11/4(月)

川西町

650種、10万本のダリアの花が咲き誇る日
本最大級のダリア園です。開園期間中
は、ダリアのアレンジ展やラジオの生中継
等、園内で様々なイベントを開催します。

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

菅原白龍を訪ねて
7/30(火)
～9/29(日)

長井市
幕末から明治にかけて活躍した郷土の画
人である菅原白龍を、新たな元号を迎え
た今、再び紹介します。

旧丸大扇屋
文教の杜ながい
☎0238-88-4151

宿題ひろば
7/31(水)
～8/2(金)
9時～16時

新庄市
山大生が小学生の宿題の支援を行いま
す。

新庄市民プラザ
ギャラリー

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

山形まるごと市（山寺
会場）

8月
(毎週日・祝)
※8/31(土)も開催
9月
(毎週土・日・祝)

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

山形まるごと市（蔵王
温泉会場）

8月～9月
(毎週日曜)

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、蔵王名
物稲花餅や湯花などのお土産も人気で
す。

蔵王温泉高湯通り
（山口餅屋・能登屋
駐車場）

山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

パッチワーク作品展 8月上旬～ 新庄市

パッチワーク教室”やまぼうし”の作品を
展示しています。
◎入館：無料
◎開館時間：9時～17時
◎休館日：毎週月曜日

雪の里情報館
1階ギャラリー

雪の里情報館
☎0233-22-7891

かけっこ運動教室
（児童コース）

8/1(木)
8/8(木)
16時30分～17時
30分
（全2回）

山形市

小学生低学年を対象に短距離走の基礎
を学ぶスポーツ教室を開催します。腕の
振り方や足の上げ方、早く走るためのアド
バイスなど、陸上の専門家が指導します。
◎募集対象：小学校1～3年生

山形県あかねヶ丘
陸上競技場

（公財）山形市体育
協会事務局
☎023-644-4850

子ども郷土料理教室
①8/1(木)
②8/9(金)
9時～12時

新庄市

小学生が対象の料理教室です。メニュー
は、しょうゆぶかし、もぎりみず汁、あんみ
つ。
◎参加費：無料

新庄市民プラザ3
階調理実習室

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

とざわフォトコンテスト
2019

8/1(木)
～11/30(土)

戸沢村

「戸沢村の情景をあなたのフィルターで
…」とざわフォトコン2019開催します。今年
はインスタグラム部門を新設しました。み
なさん戸沢村に、来て、見て、撮って！ぜ
ひご応募ください、お待ちしています。

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(木）
～10月中旬

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。

市内観光ぶどう園
南陽市観光協会
☎0238-40-2002

米沢納涼水上花火大
会

8/2(金) 米沢市

松が岬公園のお堀を舞台に花火が打ち
上げられます。100連発を中心に、大小の
花火が楽しめます。堀に映し出される夜
空の輝きを見つめながら、夏祭りの雰囲
気を味わってください。

松が岬公園
置賜日報社
☎0238-22-7250

プライム企画展
記念イベント②
「はじめてのフラワー
アレンジメント」

8/3(土)
午前の部：10時～
12時
午後の部：13時30
分～15時30分

山形市

小学生初心者向けにフラワーアレンジメン
ト体験を行います。山形県産の花きを用
い、県立天童高校華道部のみなさんが指
導します。（入館料のほかに材料費500円
が必要です）

県立博物館
県立博物館学芸課
☎023-645-1111

一夜限りのうまいもの
横丁・よるのどうぶつ
えん

8/3(土) 河北町

役場敷地内に町内の名物や飲食店の出
店が連なり、河北町の美味しい食べ物を
味わうことができます。児童動物園では動
物とのふれあい体験を始めとした様々な
企画を行います。

河北町児童動物
園・河北町役場

かほく地域青年会議
所
☎0237-73-4166
河北町役場　商工観
光課
☎0237-73-5162

お仕事体験イベント
「キッズ☆ドリーム
ワークinプラザ

8/3(土)
10時～13時

新庄市
小学生親子を対象としたお仕事体験イベ
ントを行います。
※要予約（費用無料）

新庄市民プラザ大
ホール他

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

四ヶ村棚田ほたる火コ
ンサート

8/3(土) 大蔵村

日本の棚田百選「四ヶ村の棚田」を会場
に行われるイベント。約1,200本のほたる
火がともる棚田に、オカリナの澄んだ音色
が響きわたります。一夜限りの幻想的な
世界をお楽しみください。
◎時間：17時15分～19時30分

大蔵村四ヶ村地区
棚田特設会場

大蔵村産業振興課
☎0233-75-2105

令和元年度
『月山神社登山参拝ツ
アー』

8/3(土) 庄内町
日本百名山のひとつである「霊峰月山」
の、雄大な自然と可憐な高山植物に出合
う旅に出かけてみませんか。

庄内町立川総合支
所

庄内町立川総合支
所立川地域振興係
☎0234-56-2213

プライム企画展記念イ
ベント③

8/4(日) 山形市

「世界で一つ！紅花で染める皮細工」と題
して、小学生向け皮細工体験を行いま
す。紅花の色素で皮を染めて、オリジナル
キーホルダーをつくります。

山形県立博物館
山形県立博物館
☎023-645-1111

おくのほそ道　山刀伐
峠越え体験ツアー

8/4(日) 尾花沢市

江戸時代の俳人 松尾芭蕉の足跡を辿る
体験ツアーです。芭蕉の衣装に身を包
み、深緑の山刀伐峠ブナ林を登れば、自
ずと芭蕉のこころに出会えます。
◎参加費：4,000円(昼食代、芭蕉衣装一
式、記念品、資料、バス代、資料館入館
料、保険加入料等)
◎申込締切：7/19(金)

【受付】尾花沢市文
化体育施設　サル
ナート
(尾花沢市若葉町
一丁目4番27号)

奥の細道山刀伐峠
越え体験ツアー実行
委員会(事務局:宮沢
地区公民館)
☎0237-22-0433

第10回全日本すいか
割り選手権大会

8/4(日) 尾花沢市

夏スイカ生産量日本一の尾花沢市で開催
されます。3人1組で参加料は1チーム
3,000円。参加者募集中！その他にもすい
かの色あてクイズ・たね飛ばし・ボーリン
グ・ヨット体験など楽しいイベントが盛り沢
山です！

尾花沢市徳良湖松
林特設会場（スイカ
フェもとなりくん 裏）
尾花沢市大字二藤
袋1316-31

日本すいか割り推進
協会　担当：三浦
☎090-1068-8681

白い森おぐに湖体験 8/4(日) 小国町
パークゴルフ、カヌー、ツリーイングなど
様々な体験ができる森や湖に存分に親し
めるイベントです。

水源の郷交流館

小国町役場総務企
画課
☎0238-62-2264
横川ダム管理所
☎0238-65-2363

杉沢比山
8/6(火)
8/15(木)
8/20(火)

遊佐町

鳥海山の山伏神楽で比山神楽と呼ばれ、
熊野神社が鳥海山で修行する山伏の宿
坊として栄えた鎌倉時代から伝わってい
ると言われています。地域の住民が連綿
と受け継ぎ、衣装、面、小道具なども、そ
の時代時代に修復、新調しながら、ほぼ
オリジナルの形を継承していると言われて
います。趣のある神社の境内で、夕刻か
らの暗がりの中で舞われる様は、観客を
否応なしに幽玄の世界に誘います。国指
定重要無形民俗文化財に指定されていま
す。

杉沢熊野神社境内
遊佐町教育委員会
教育課
☎0234-72-5892

ちぇり～マルシェ
夏！盆踊りマルシェ／
朝市

8/9(金)
16時～21時
8/10(土)
6時30分～7時30
分

寒河江市

寒河江市と近郊の特産品が一堂に揃う
「さがえ ちぇり～マルシェ」は、9日(金)に
「盆踊りマルシェ」、10日(土)に「朝市」が開
催されます。「盆踊りマルシェ」は駅前みこ
し公園の中央にやぐらを組み、提灯を飾る
昔ながらのスタイルで盆踊りが楽しめるイ
ベントです。また、翌日には採れたての野
菜等が並ぶ朝市もございますので、両日
ともにぜひお越しください。

山形県寒河江市本
町一丁目寒河江駅
前みこし公園

寒河江市商工推進
課
☎0237-86-2111

海開き（庄内地方） 　　ひじおりの灯（大蔵村）　　　　　　　　　四ヶ村棚田ほたる火コンサート（大蔵村）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

雪の里夏雪体験ツ
アー

8/9(金） 新庄市

雪冷熱利用施設や雪氷防災研究所の見
学及び体験、アイスクリーム作りなどの具
体的活動を通して、雪や氷の各種現象の
不思議に触れ関心を高めるとともに「科学
する目」を養います。 また、館内展示の観
覧等を通し、本館の設立趣旨の中核に触
れ、雪害救済運動（雪害問題の政治的解
決）における新庄のかかわりについて理
解を深めます。
◎時間：13時～16時30分（予定）
◎費用：無料
◎定員：40名（小学生3～6年生とその保
護者）
◎参加申込：7/9（火）～ 電話のみ。FAX
やメールは不可。（定員になり次第締め切
ります）

「JA雪室貯蔵庫」
「雪氷防災研究セ
ンター」
「雪の里情報館」

雪の里情報館
☎0233-22-7891

玉簾の滝ライトアップ
8/9(金)
～8/18(日)

酒田市
落差63メートル幅5メートルにわたり、豪快
に流れ落ちるさまは壮観です。

玉簾の滝
酒田市交流観光課
観光戦略係
☎0234-26-5759

カヌーde最上川下り
（8月コース）

8/10(土)
8/11(日)
8/12(月)
※全3回

寒河江市

未経験者向けのカルチャースクール「カ
ヌーde最上川下り」を開催します。
全3回で基礎から簡単な川下りまで行いま
す。
60代の方も多数参加されており、泳げなく
ても参加できるスクールです。
カヌー等必要な用具はこちらで用意します
ので、濡れても良い服装でご参加くださ
い。
◎費用：1名15,000円（3回分）

グリバーさがえ水
面広場及び周辺最
上川

グリバーさがえ管理
事務所
☎0237-85-1158

いもこ列車一般公開
日

8/11(日)
9/15(日)
13時～15時

河北町

一般公開日には記念品をご用意しており
ます♪
数に限りがございますので、ご了承くださ
い

河北中央公園
河北町都市整備課
☎0237-73-2114

第20回黒川能アマ
チュア写真コンテスト
作品展示

8/11(日)
～9/1(日)

鶴岡市
黒川能や黒川の祭りの風景を題材に作品
募集して、展示を行います。

王祇会館
王祇会館
☎0235-57-5310

歴史街道でタイムス
リップ～六十の詣で弐
～

8/11(日) 鶴岡市

◎集合場所：月山あさひ博物村文化創造
館　午前8時（解散予定時間午後5時）
◎コース：田麦俣～細越峠（昼食）～湯殿
山神社本宮
◎参加費：3,500円（弁当代、参拝・祈祷
料、ガイド料、等）
◎持ち物：飲み物、雨具、山歩きできる服
装と靴
◎定員：25名（先着順）
※最少催行人数：10人
◎申込期限：8/4(日)

田麦俣～湯殿山神
社本宮

あさひむら観光協会
（月山あさひ振興公
社内）
☎0235-53-3411

いろいろなスポーツ体
験スクール

8/12(月)
10時～12時

山形市

小学生を対象にスポーツ体験スクールを
開催します。「トランポリン」「バドミントン」
「ハンドボール」の3種目に挑戦できる内容
盛りだくさんの体験教室です。
◎募集対象：小学校1～6年生

山形県体育館
（公財）山形市体育
協会事務局
☎023-644-4850

大相撲村山場所 8/12(月) 村山市

市制65周年記念事業として、村山市では
61年ぶりとなる地方巡業が開催されます。
迫力のある取り組みを是非ご覧ください。
◎チケット販売場所：村山市役所
◎販売時間：午前9時から午後5時(平日)

村山市民体育館
大相撲村山場所実
行委員会事務局
☎0237-55-2111

国宝「縄文の女神」解
説会

8/13(火) 山形市

国宝土偶「縄文の女神」について、担当研
究員が詳細な解説を行います。解説パネ
ルだけでは紹介しきれない「なるほど」ネ
タを聞くことができる貴重な機会です。

山形県立博物館
山形県立博物館
☎023-645-1111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第40回山形大花火大
会

8/14(水)
19時～21時

山形市

たくさんの色鮮やかな花火が打ち上げら
れ、夏の夜を彩る、山形最大級の花火大
会。今年のテーマは「輪 歴史とご縁をか
さねがさね」です。

須川河畔　反田橋
付近

山形大花火大会実
行委員会
☎023-632-8665

かねやま夜空市 8/14(水) 金山町

金山まつりの宵まつりと同時開催されま
す。「米粉たこやき」、「かねやま餃子」、
「でか玉こんにゃく」など、町内事業者及び
団体が出店予定です。マルコの蔵を夜の
山車が通過する予定は、20時頃です。

マルコの蔵前広場
金山町産業課
☎0233-52-2111

TSUNOKAWA
Summer Party 2019

8/14(水) 戸沢村

角川地区の精鋭たちが、角川から元気を
発信します！
美味しいものや楽しいことをたくさん準備
してお待ちしています。

戸沢村南部地区地
域振興センター
（旧角川小中学校）

角川元気プロジェクト
gp.tunokawa@gmail.c
om

岩魚つかみどり大会 8/14(水) 小国町
プールで泳ぐ岩魚のつかみ取り大会で
す。水とふれあうことのできる涼しいイベ
ントです。

白い森ショッピング
センターアスモ

おぐに夏まつり実行
委員会
☎0238-62-2416

中獅子おどり 8/14(水) 飯豊町
豊年満作を祝う踊りで「踊り宿」を中心にし
て伝えられてきました。獅子頭をかぶり、
笛吹を先頭に唄って踊っています。

飯豊町中地区
飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

椿念仏踊り 8/14(水) 飯豊町

先祖の霊を慰める目的で踊られる椿念仏
踊り。奴や毛やり、四ツ竹など踊り手が列
を成して踊ります。「面すり」の動きがたま
らなく面白いですよ！

飯豊町椿地区内
白椿地区公民館
☎0238-72-2242

綱木獅子踊り 8/15(木) 米沢市

言い伝えは古く、平家の落人がお家再興
を願って踊ったのが始まりと言われていま
す。「関東肥挟踊り」「角田中村踊り」「十
七下り」の3演目で構成され、3頭の獅子
が静かに、しかし力強く舞います。

円照寺
綱木獅子踊り保存会
☎0238-38-5623

梓山獅子踊り
8/15(木)
8/16(金)

米沢市

梓山獅子踊りとは、万世町梓山に古くから
伝わる民俗芸能です。県の無形民俗文化
財に指定されています。男性的な激しい
動作で「豪快活発」と称される上組の踊り
は16日に、女性的な優雅な立ち振舞で
「優美華麗」と称される下組の踊りは15日
に奉納されます。

上組：法将寺
下組：松林寺

上組：
☎0238-28-0635
下組：
☎0238-28-0766

小松豊年獅子踊
8/16(金)
8/27(火)

川西町

小松豊年獅子踊は、平安時代に起源を持
つ郷土芸能です。3匹の獅子や、華やかな
衣装をまとった花笠、早乙女の踊りが見
物です。中でも獅子が火の輪をくぐる「狂
い獅子」の豪快さは見る人を魅了します。

川西町小松地区内
川西町生涯学習課
☎0238-44-2843

戸沢花胡蝶歌舞伎 8/16(金) 鶴岡市
毎年8月16日に開催。戸沢集落の住民に
よる戸沢花胡蝶歌舞伎の上演です。

戸沢自治公民館
鶴岡市温海庁舎産
業建設課
☎0235-43-4617

kitokito MARCHE
心躍る誘惑の香る黄
色

8/18(日) 新庄市

色 を テー マ に 開 催 す る 2019 年 の マ ル
シェ。8月は黄色がテーマです。作り手と
の出会いも醍醐味のひとつ。どのような出
会いが待っているか会場でのお楽しみで
す。
◎時間：10時～15時

新庄市エコロジー
ガーデン

新庄市商工観光課
☎0233-22-2111

庭月観音灯ろう流し
8/18(日)
18時～

鮭川村

仏式としては東日本随一の灯ろう流し。鮭
川をゆったりと流れる灯ろうの幻想的な風
景をお楽しみください。
◎参加費無料
※灯ろうを制作する場合は、1体につき
2,000円（午前8時より本堂にて受付）

庭月観音
鮭川河畔

庭月観音
☎0233-55-2343

虚空蔵尊灯篭流し 8/23(金) 高畠町
耕福寺虚空蔵尊祭礼の際、先祖の供養
のため数百もの灯篭が最上川に流されま
す。

高畠町糠野目地区
(一社)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

第8回　悠久の里　慈
恩寺コンサート　日野
皓正クインテット

8/24(土)
18時 開場
19時 開演

寒河江市

◎入場料：前売り券3,000円 当日券4,000
円
◎チケット発売日：6/24(月)午前10時～
※前売り券完売の場合は、当日券はあり
ません
※当日は2歳～5歳までの託児所を開設し
ます。希望の方は8/9(金)までお申し込み
ください。

本山慈恩寺本堂前
（悪天候時は市民
文化会館）

寒河江市文化セン
ター
☎0237-86-5111

タキタロウツアー
大鳥池登山

8/24(土) 鶴岡市

◎コース：泡滝ダム～大鳥池　往復
◎集合場所：鶴岡市朝日庁舎
◎集合時間：午前7時(18時解散予定)
◎持ち物：飲み物・タオル・雨具 など
◎料金：2,800円(昼食代・保険料・ガイド料
など)
◎定員：先着20名（8/16(金) 申込締切）
◎申込先：あさひむら観光協会

朝日連峰泡滝ダム
～大鳥池

あさひむら観光協会
（月山あさひ振興公
社内）
☎0235-53-3411

朝市広場DEひるいち
2019
（クラフト＆アイス）

8/24(土) 鶴岡市

月に一度のひるいち、8月のテーマは「ク
ラフト＆アイス」。冷や汁の振る舞いもあり
ます。
◎11時～15時

あつみ温泉朝市広
場

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

道の駅「あつみ」しゃり
んオープン28周年行
事
「夕陽能」

8/25(日) 鶴岡市

しゃりんオープン記念行事。
当日は午前9時から抽選会やステージイ
ベンが行われ、午後5時30分からは「夕陽
能」と題して県指定無形民俗文化財「山戸
能（やまとのう）」を夕陽を背に上演しま
す。

道の駅「あつみ」
しゃりん

道の駅「あつみ」しゃ
りん
☎0235-44-3211

庄内釣りシンポジウム 8/25(日) 酒田市

県内外から釣り好きが集い、庄内の釣り
の魅力を再発見します。先着300人に記
念品配布、抽選会で景品プレゼントがあり
ます。

酒田市公益ホール
（東北公益文科大
学内）

酒田市交流観光課
交流事業係
☎0234-26-5809

全日本カート選手権 8/25(日） 庄内町

全長1,063メートル、東北最大級のJAF公
認国内常設レーシングカートコース。トップ
レーサーが腕を競う迫力満点のレースを
観戦できます。

庄内町余目地区
カートソイレユ最上
川

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

ダイヤモンド・プリンセ
ス寄港

8/30(金) 酒田市
外航クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセ
ス」が酒田港に寄港します。

酒田北港古湊ふ頭
酒田市商工港湾課
港湾振興係
☎0234-26-5758

カヌーde最上川下り
（9月コース）

8/31(土)
9/7(土)
9/14(土)
※全3回

寒河江市

未経験者向けのカルチャースクール「カ
ヌーde最上川下り」を開催します。
全3回で基礎から簡単な川下りまで行いま
す。
60代の方も多数参加されており、泳げなく
ても参加できるスクールです。
カヌー等必要な用具はこちらで用意します
ので、濡れても良い服装でご参加くださ
い。
◎費用：1名15,000円（3回分）

グリバーさがえ水
面広場及び周辺最
上川

グリバーさがえ管理
事務所
☎0237-85-1158

やまがた百名山写真
展 in 金山町

8/31(土)
～9/23(月)

金山町
平成30年度「やまがた百名山」写真コンテ
ストの入賞作品を中心とした県内巡回写
真展です。

金山町街角交流施
設　マルコの蔵

県みどり自然課
☎023-630-3174

温泉ドクターアドバイ
ス

9月、10月
(第1・第3日曜)

大蔵村

肘折温泉では、温泉ドクター（温泉療養専
門医）が正しい入浴方法や療養のアドバ
イスを行っています。膝や腰が痛い方や
手術後の方、健康増進を図りたい方はお
気軽にお申し込みください。無料で相談で
きます。宿からの送迎も無料で行っており
ます。

肘折いでゆ館
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

御所山市民登山 9/1(日) 東根市

県立自然公園に指定されている船形連峰
御所山により多くの皆さんから親しんでも
らうために実施します。東根山岳会の皆さ
んがガイドをしてくれるため、初心者の方
も安心して登ることができます。市民登山
となってはおりますが、市外の方も参加可
能ですので、ぜひご参加ください。

県立自然公園・船
形連峰御所山
（標高1,500m）

東根市経済部商工
観光課
☎0237-42-1111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

大井沢湯殿山神社火
渡り神事

9/7(土) 西川町

旧大日寺大井沢湯殿山神社例大祭の前
夜に行われ、物体を全く違う姿に変えてし
まう火を素足で渡ることにより、心の迷い
が消滅し、大きな力を授かり願いを叶える
ことができると伝えられています。

旧大日寺大井沢湯
殿山神社

月山朝日観光協会
☎0237-74-4119

あつみ温泉野外能楽
「せせらぎの能」

9/7(土) 鶴岡市

あつみ温泉朝市広場に特設舞台を設け、
国指定重要無形民俗文化財である櫛引
地域の「黒川能」と、県指定無形民俗文化
財である「山戸能」を上演します。秋の音
と幽玄な舞台、伝統芸能のコラボレーショ
ンをお楽しみいただけます。

あつみ温泉「朝市
広場」

あつみ温泉魅力づく
り推進委員会
☎0235-43-2024

奥の細道鳥海ツー
デーマーチ

9/7(土)
9/8(日)

遊佐町

社団法人日本ウォーキング協会が主催す
る日本マーチングリーグの公式大会とし
て、「神の棲む山鳥海山。聴こう山の囁
き、波の高鳴り、大地の鼓動。」をテーマ
に、平成5年から当遊佐町で開催していま
す。日本全国からウォーカーが集まり、旧
交を温めながら、わが町の町民と一緒に
なって初秋の自然を満喫してウォーキン
グを楽しみます。

遊佐町民体育館前
広場（主会場）

奥の細道鳥海ツー
デーマーチ事務局
☎0234-72-4114

プライム企画展
記念イベント④
「フラワーアート～植
物画を描く～」

9/8(日)
10時～12時

山形市
講師に(有)杉崎ボタニカルアート工房の杉
崎紀世彦・杉崎文子氏を迎え、植物画を
描く体験をしていただきます。

県立博物館
県立博物館学芸課
☎023-645-1111

プライム企画展
記念講演会「曽祖父、
牧野富太郎を語る」

9/8(日)
13時30分～15時

山形市
講師に練馬区立牧野記念庭園記念館学
芸員の牧野一浡氏を迎え、講演していた
だきます。

県立博物館
県立博物館学芸課
☎023-645-1111

岩根沢三山神社太々
神楽

9/8(日) 西川町

国の重要文化財である岩根沢三山神社
の神前で年1回行われる太々神楽は、明
治初年頃に福島県伊達地方より伝えられ
たとされ、町の無形文化財に指定されて
います。

岩根沢三山神社
月山朝日観光協会
☎0237-74-4119

第20回トトロの里マラ
ソン大会

9/8(日)
9時～
※受付は8時～

鮭川村

さわやかな風の中を駆け抜けると、大会
の由来にもなっているトトロに姿が似てい
る「小杉の大杉」が見えてきます。気持ち
のいい汗をかき、鮭川村の豊かな自然を
楽しむことができます。
◎参加料：高校生以上2,000円、中学生以
下1,000円
※8/16(金)までの事前申込

鮭川村曲川・中渡
地区

鮭川村中央公民館
☎0233-55-3051

赤倉温泉　豆名月・栗
名月

豆名月9/13(金)
栗名月10/11(金)

最上町

赤倉の子ども達の間で脈々と残り続ける
秋の風習です。ロウソクの灯りにゆれる赤
倉の温泉街を、「豆っこ（栗っこ）煮ぃたが
わ？」と訪ね歩き、茹でた枝豆やお菓子を
頂く子ども達だけの季節の楽しみを、赤倉
にお泊りいただいたお客さまにおすそ分
け。
◎赤倉温泉にご宿泊のお客さま限定50名
様
◎参加料：一組1,000円、名月セット付（名
月バック&マップ）
◎時間：16時頃～21時頃まで

最上町赤倉温泉内
赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

御所山市民登山（東根市）

TSUNOKAWA
Summer Party 2019
（戸沢村） 赤倉温泉　豆名月・栗名月（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

YBCラジオ公開生放
送

9/14(土) 川西町

川西ダリヤ園でラジオの公開生放送を行
います。ダリアの魅力や、川西町の様々
な情報をお伝えします。また放送内では、
制限時間内にダリアを美しく表現できるか
を競う「ダリアアレンジバトル」を同時開催
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

フローリストアレンジ
展

9/14(土)
9/15(日)

川西町
川西町にゆかりのあるお花屋さんが、そ
れぞれのテーマに沿って手がけたダリア
のアレンジメントを展示します。

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

六十里越街道　歴史
旅～　『ゆどの詣で』
全行程を歩く～

9/14(土)
～9/16(月)

鶴岡市

松根～志津温泉（西川町）まで六十里越
街道を歩きませんか。（1日・2日間だけの
申し込みも可）
◎コース：
1日目：松根～注連寺・大日坊（拝観）～田
麦俣（終了予定：17時30分）
2日目：田麦俣～蟻腰坂～湯殿山奥の院
特別祈祷（終了予定 17時）
3日目：湯殿山有料道路料金所前～大岫
峠～志津温泉（終了予定 16時）
◎集合場所・時間：月山あさひ博物村大
駐車場　午前8時（3日間共通）
◎持ち物：昼食・飲み物・雨具(3日間共
通）、着替え（3日目のみ）
◎料金：1日目 3,000円、2日目 3,800円、3
日目 2,300円
◎定員：先着25名（9/6(金) 申込締切）
◎申込先：あさひむら観光協会

松根～田麦俣～湯
殿山～西川町志津

あさひむら観光協会
（月山あさひ振興公
社内）
☎0235-53-3411

第3回東村山
AGASUKEマルシェ

9/15(日) 山辺町
今年のテーマは肉祭り。うまい、おもしゃ
い、マルシェもいっぱいのイベントです。今
年は高校生がイベントを盛り上げます。

山辺町ショッピング
プラザベル屋上

山辺青年会議所
☎023-664-8164

第14回東日本チェン
ソーアート競技会・森
の文化祭・森カフェ

9/15(日)
9/16(月)

金山町

大小何台ものチェンソーを使って、丸太か
ら木彫作品を作り上げる大会です。会場
には木の香りがあふれます。森の文化祭
同時開催。

遊学の森
遊学の森「木もれび
館」
☎0233-64-3305

第70回高畠ロードレー
ス兼第40回まろほば
マラソン大会

9/15(日) 高畠町
日本陸連公認コースを走る、ハーフ・10キ
ロと、5キロ・3キロのコース設定のマラソン
です。

高畠町内
高畠町　町営体育館
☎0238-52-4490

JR東日本
駅からハイキング
～天保から伝わる「余
目まつり」と秋の余目
歴史探訪～

9/15(日) 庄内町

上記の余目まつりの歴史をたどるハイキ
ングとなります。出発は余目駅です。町の
魅力を歩いて発見しませんか？皆様のご
参加をお待ちしております。

庄内町余目駅～八
幡神社境内

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

ダリヤアレンジメント
講座

9/16(月) 川西町
色彩豊かなダリアを使い、世界に一つだ
けのアレンジメントを作ります。

川西ダリヤ園
川西町観光協会
☎0238-54-1515

MSCスプレンディダ寄
港

9/16(月) 酒田市
過去最大（全長330メートル、約13万8千ト
ン）の外航クルーズ船「MSCスプレンディ
ダ」が酒田港に初寄港します。

酒田北港古湊ふ頭
酒田市商工港湾課
港湾振興係
☎0234-26-5758

第66回東北ダリヤ名
花展

9/21(土)
～9/23(月)

川西町
国内最大規模のダリアの品評会です。ダ
リアの愛好者達が自信作のダリアを出展
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

第3回ツール・ド・みち
のくおとぎ街道 グル
麺ライド

9/22(日)

南陽市
高畠町
白石市
七ヶ宿町

山形県高畠町、南陽市、宮城県七ヶ宿
町、白石市の4地域をサイクリングで巡り、
ご当地麺を食べ尽くす、「麺をテーマにし
たグルメロングライド」イベントです。今年
度は元プロロードレーサーの土井雪広氏
がゲストライダーで参加します。
21日(土)には、高畠町内を回るグルグル
ライドがあり、さらに前夜祭としてグル麺ナ
イトがあります。

南陽市
高畠町
白石市
七ヶ宿町

ツール・ド・みちのくお
とぎ街道実行委員会
☎0238-52-4482

高畠町商工観光課
☎0238-52-4482
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

プライム企画展
展示解説会＆フラ
ワーアレンジメント⑤

9/23(月)
10時～12時

山形市

プライム企画展の展示担当者が展示資料
について直接解説します。展示資料にま
つわる様々なエピソードを聞くことができ
ます。また、山形県産の花きを中心とした
生花を用いた、初心者向けのフラワーア
レンジメント体験を行います（入館料のほ
かに材料費500円が必要です）

県立博物館
県立博物館学芸課
☎023-645-1111

「長井小町の会」第14
回発表会　昔語りのつ
どい

9/28(土) 長井市
語り部「長井小町の会」による発表会。地
域で語り継がれてきた話や、心温まる昔
話などを会員それぞれが口演します。

旧丸大扇屋
（一財）文教の杜なが
い
☎0238-88-4151

朝市広場DEひるいち
2019
（パン＆焼菓子まつ
り）

9/28(土) 鶴岡市

月に一度のひるいち、9月のテーマは「パ
ン＆焼菓子まつり」。秋のスープの振る舞
いもあります。
◎11時～15時

あつみ温泉朝市広
場

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

蔵王ペンション村オー
プンガーデン～山の
秋の庭～

9/29(日)
～10/6(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。

蔵王ペンション村
ペンションステラ
☎023-679-2320

真室川音頭全国大会 9/29(日) 真室川町

真室川音頭は全国的にも親しまれている
民謡です。この真室川音頭を通して交流
と町の活性化を図るため、真室川音頭全
国大会を実施します。
◎入場料：無料
◎受付期間：8/16(金)まで
◎参加費：ジュニアの部 1,000円、シニア・
一般の部 2,000円

真室川町中央公民
館

第33回真室川音頭
全国大会事務局
☎0233-62-2111

ながい1000人いも煮
会

9/29(日) 長井市

山形の秋と言えばいも煮。長井の1,000人
いも煮会では、色々な味のいも煮をご用
意してお待ちしています！いも煮の他にも
地元グルメや、“競技用けん玉の生産量
日本一”の長井らしいけん玉パフォーマン
スなど盛り沢山。今年の秋は地元食材に
こだわったいも煮の食べ比べはいかがで
すか？

あやめ公園北側
野川河川敷駐車場

ながい1000人いも煮
会実行委員会（株式
会社うめや本部）
☎0238-87-1785
長井市商工観光課
☎0238-87-0827

ダイヤモンド・プリンセ
ス寄港

9/30(月) 酒田市
外航クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセ
ス」が酒田港に寄港します。

酒田北港古湊ふ頭
酒田市商工港湾課
港湾振興係
☎0234-26-5758
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●花火関連(再掲)
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

米沢納涼水上花火大
会

8/2(金) 米沢市

松が岬公園のお堀を舞台に花火が打ち
上げられます。100連発を中心に、大小の
花火が楽しめます。堀に映し出される夜
空の輝きを見つめながら、夏祭りの雰囲
気を味わってください。

松が岬公園
置賜日報社
☎0238-22-7250

ながい水まつり・最上
川花火大会

8/3(土) 長井市

「水」をテーマにした子供から大人まで楽
しめる多彩なイベントを実施。夜の最上川
花火大会では最上川の水面が美しく彩ら
れ、毎年多くの人で賑わいます。有料席
の事前予約は7/18(木)より長井市観光協
会で受け付けております。

最上川河川緑地公
園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

おぐに夏まつり 8/3(土) 小国町
小国の夏の風物詩。ステージイベントや
千発以上の打ち上げ花火が小国の夏を
盛り上げます。

小国中学校
おぐに夏まつり実行
委員会
☎0238-62-2416

酒田港まつり・酒田花
火ショー

8/3(土) 酒田市

酒田の夜空を約12,000発の花火が美しく
彩ります。展開幅2キロメートルの超ワイド
スターマインや大空中ナイアガラは必見で
す。

最上川河川公園
酒田市交流観光課
観光戦略係
☎0234-26-5759

川西夏まつり 8/11(日) 川西町
町内の美味しいものが並ぶ出店や獅子踊
りなどのイベントステージ、約3,000発の花
火など、魅力満載の夏まつりです。

川西町フレンドリー
プラザ

川西夏まつり実行委
員会
☎0238-42-6613

第40回山形大花火大
会

8/14(水)
19時～21時

山形市

たくさんの色鮮やかな花火が打ち上げら
れ、夏の夜を彩る、山形最大級の花火大
会。今年のテーマは「輪 歴史とご縁をか
さねがさね」です。

須川河畔　反田橋
付近

山形大花火大会実
行委員会
☎023-632-8665

金山まつり
8/14(水)
～8/16(金)

金山町

雅やかな山車やお神輿が町を彩る金山
の夏祭り。お囃子、屋台などのほか、大花
火大会が祭りのフィナーレを飾ります。
◎14日(水)：宵まつり山車パレード 午後7
時～
◎15日(木)：本まつり・神輿渡御・屋台 午
前8時30分～11時／山車巡回 午前8時
40分～午後4時
◎16日(金)：屋台・納涼花火大会 午後7
時30分～

金山町中心部
もがみ北部商工会金
山事務所
☎0233-52-2349

水郷大江夏まつり灯
ろう流し花火大会

8/15(木) 大江町
3ヵ所から打ち上がる約4,000発の花火は
圧巻です。最上川の水面を彩る灯ろうは
幻想的な光景です。

大江町最上川河畔

水郷大江夏まつり大
会事務局（大江町政
策推進課）
☎0237-62-2139

大石田まつり「最上川
花火大会」

8/16(金) 大石田町

大石田町内を流れる最上川に架かる「大
橋」の完成を祝い始まったまつりで、約90
年の歴史があります。その年に成人を迎
えた若者による「成人神輿」や神輿団体に
よる勇壮な神輿渡御が行われます。ま
た、数千の灯篭が流れる中、大型花火を
中心とした約3,000発の花火が打ち上がり
ます。観覧場所と打ち上げ場所が近く、ま
るで自分の真上で花火が開いているよう
な感覚になります。記念花火やスターマイ
ン、創造花火など変化にとんだ打ち上げ
の最後を飾るのは、日本一の町民号「20
号玉（2尺玉）10連発」。開花時の直径が
450mを超える大型花火が次々に打ち上
がる光景は感動間違いなしです。

最上川河畔
大石田まつり委員会
☎0237-35-2111

真室川まつり
8/16(金)
8/17(土)

真室川町

16日(金)は駅前での前夜祭、宵神輿、動く
灯ろう、17日(土)は真室川音頭パレード、
花火大会が行われます。
◎入場無料

真室川駅周辺
真室川まつり実行委
員会
☎0233-62-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

★鶴岡お祭りウィーク★
第29回赤川花火大会

8/17(土) 鶴岡市

赤川河畔の会場の広さを生かし、約
12,000発の花火が夜空を彩ります。特別
観覧席あり。
◎19時15分　打ち揚げ開始
※櫛引総合運動公園からシャトルバス（有
料）が運行されます。その他、詳細につき
ましては赤川花火大会公式HPをご覧くだ
さい。

赤川河畔
（羽黒橋～三川橋）

赤川花火大会実行
委員会
（鶴岡青年会議所）
☎0235-64-0701

最上祭り
9/7(土)
9/8(日)

最上町

愛宕神社　熊野大社の祭礼。神輿が町内
を練り歩き、最上音頭パレードや打ち上げ
花火、ステージショーなど見どころ満載で
す。恒例となっている仮装行列は、毎年地
区ごとに仮装が変わります。仮装するだけ
でなく、ダンスなどのパフォーマンスもある
ため、各地区のアイディアが光ります。
◎9月7日(土)：8時30分～20時30分
◎9月8日(日)：9時30分～20時30分
★大花火大会：9月7日(土)　20時～（雨天
時は8日(日)）

最上町向町商店街
最上祭り実行委員会
☎0233-25-8372

大堀秋まつり
9/14(土)
9/15(日)

最上町

豊年万作を祈願するお祭り。神輿や仮装
山車、鼓笛隊パレードをはじめ、学童相撲
大会など見どころ満載！夜は演芸ショー
が祭りを盛り上げ、打ち上げ花火も行わ
れます。
◎時間：9時～21時(両日共通)

最上町大堀駅周辺

大堀秋まつり実行委
員会(大堀地区公民
館）
☎0233-44-2820
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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
8/11(日)
19:00～

2019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(山形県総合
運動公園内)

(株)モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形
8/24(土)
19:00～

2019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(山形県総合
運動公園内)

(株)モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形
8/31(土)
19:00～

2019明治
安田生命
J2リーグ

VS 横浜FC
NDソフトスタジアム
山形(山形県総合
運動公園内)

(株)モンテディオ山形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

9/21(土)
18:00～
9/22(日)
13:00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 福島ファイヤーボンズ
山形市総合スポー
ツセンター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 9/29(日)
2019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(山形県総合
運動公園内)

(株)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

カルメン
8/11(日)
14:00～

天童市

山形オペラ協会の皆さんと山形交響楽団
の演奏でオペラを上演。
指揮：佐藤 寿一
総監督・演出：藤野 祐一
キャスト：山形オペラ協会
管弦楽：山形交響楽団
合唱：山形オペラ協会、山形大学YCM、天
童少年少女合唱団

天童市市民文化会
館

天童市市民文化会
館
☎023-654-1511

ユアタウンコンサート
2019　米沢公演

8/21(水)
19:00～

米沢市

”二人の天才…モーツァルト＆メンデルス
ゾーン”
指揮・三ツ橋 山響初登場。
指揮：三ツ橋 敬子
ヴァイオリン：松田 理奈

伝国の杜　置賜文
化ホール

山響チケットサービス
☎023-625-2204

第279回　定期演奏会

8/31(土)
19:00～
9/1(日)
15:00～

山形市

トルヴェール・クヮルテット＆山響 夢の共
演！
2017年カダケス国際指揮者コンクールの
覇者コエーリョがいち早く登場して「悲愴」
を！
指揮：ヌーノ・コエーリョ
サクソフォン四重奏：トルヴェール・クヮル
テット
※両日ともＡ席は販売終了しました

山形テルサ
山響チケットサービス
☎023-625-2204

出羽三山シンフォニー
9/22(日)
14:00～

鶴岡市

テーマは「巡り～千年の昇華～」
今年も日本遺産「出羽三山」を舞台に、国
内では大変希少な屋外でのオーケストラ
演奏が開催されます。風の音、鳥の声とと
もに、山形交響楽団の演奏をお楽しみくだ
さい。
指揮：永峰 大輔
管弦楽：山形交響楽団

出羽三山神社
（三神合祭殿前広
場）
※雨天時会場：
鶴岡市羽黒体育館

山響チケットサービス
☎023-625-2204

●プロスポーツ試合情報(県内版)

●山形交響楽団演奏会(県内版)
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