
●観光キャンペーン

「山形日和。」冬の観
光キャンペーン

12/1（日）
～3/31（火）

やまがた冬のあった
回廊キャンペーン

12/1（日）
～3/31（火）

「おいしい食の都庄内
冬の三寒四温」観光
キャンペーン

12/1（日）
～3/31（火）

「行くぜ、東北。
SPECIAL
冬のごほうび」

12/1（日）
～3/31（火）

やまがた雛のみち
キャンペーン

2/1（土）
～5/6（水・祝）

●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鶴岡冬まつり
ライトアップ

～2/29（土） 鶴岡市

鶴岡の冬の風物詩「鶴岡冬まつり」のイベ
ントのひとつ。致道博物館（旧西田川郡役
所）・致道館が幻想的にライトアップされま
す。

致道博物館・鶴岡公園

「雪の降るまちを」鶴
岡冬まつり実行委員
会
☎0235-25-2111

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
蔵王に来てます！！
フォトテーリング

12/28（土）
～3/1（日）まで

山形市

広大な蔵王温泉スキー場にある撮影ス
ポットを＃ＺＡＯを付けてＳＮＳにアップ。
アップした方に抽選で賞品をプレゼントし
ます。

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
冬の開運回遊

12/28（土）
～3/1（日）まで

山形市

蔵王温泉スキー場ゲレンデにあるパワー
スポット（蔵王地蔵尊・蔵王大権現・蔵王
大黒天）を巡って開運！さらに抽選で賞品
をプレゼントします。

蔵王地蔵尊・蔵王大
権現・蔵王大黒天

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

結城豊太郎記念館
ふるさとのひなまつり

1/15（水)
～3/22（日)

南陽市

「ふるさとのひなまつり」と題し、市内各地
で大切に受け継がれてきた雛人形をはじ
め、市内在住の作家によるひなまつりを
テーマにした作品を展示します。

結城豊太郎記念館
結城豊太郎記念館
☎0238-43-6802

温海旬御膳
「冬のごっつぉめぐり」

1/17（金）
～2/29（土）

鶴岡市
温海地域で旬の寒鱈やカニをはじめとし
た冬のごっつぉ(ご馳走)に舌鼓。温泉旅館
では入浴付でゆっくり楽しめます。

あつみ温泉各旅館、
温海地域内実施店舗

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

江戸時代、最上川舟運による紅花等の取引をした商人が、上方等から多くの「雛人
形」を村山地域に持ち帰り、現在も旧家を中心に300年以上にわたり受け継がれていま
す。そんな雛人形や雛まつりを巡ってみませんか。温泉利用宿泊券等が当たるスタン
プラリーも実施します。

詳しくは、やまがた広域観光協議会（☎023-621-8444）へ

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

令 和 ２ 年 １ 月 31 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2020年２月･３月イベントカレンダー

置賜地域及び上山市において、「上杉雪灯籠まつり」をはじめとする雪祭り、「米沢牛」や「ワイ
ン」、「どぶろく」等の美食・美酒など、「おきたま・かみのやま」の冬の魅力をお届けします。

詳しくは、「やまがた冬のあった回廊キャンペーン」ホームページ（http://attakairou.oki-
tama.jp/）
またはやまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会事務局（☎0238-26-6046）へ

オール東北で冬の東北の魅力をPRするキャンペーン。4年目となる今年も「雪祭り&絶景」「温
泉」「グルメ」「お酒」「アクティビティ」の５つを「ごほうび」としてお楽しみいただける旅行商品や
企画をお届けします。

詳しくは、「行くぜ。東北」ホームページ（https://tohoku-tourism.jp/）
または、お近くのびゅうプラザへ。

庄内の冬の味覚「寒だら、寒ふぐ、寒ずわい」を「三寒」、そして「温泉、新酒、まつり、ひな」を
「四温」として、庄内の冬の魅力をお届けする観光キャンペーンを開催中です。

詳しくは、「やまがた庄内観光サイト」（https://mokkedano.net/）
または庄内観光コンベンション協会（☎0235-68-2511）へ。

スキー、雪遊びなどの「スノーツーリズム」のほか、冬こそ行きたい名湯秘湯や「やまがた雪フェ
スティバル」、「蔵王樹氷まつり」をはじめとする雪祭り、「米沢牛」や「寒鱈汁」、県産酒をはじめ
とする美食・美酒など、「白銀のやまがたで、美食美酒の旅。」をPRする冬の観光キャンペーン
です。

詳しくは、「やまがたへの旅」ホームページ（https://yamagata-winter.jp/）
またはやまがた観光情報センター（☎023-647-2333）へ
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

寒そばまつり
1/19（日）
～2/29（土）

鶴岡市

朝日地域産十割そばをお楽しみください。
◎営業時間　11時～16時30分
◎料金　チケット販売　1,500円
◎内容 十割そば・豚しゃぶ鍋・ミニ天ぷ
ら・小鉢

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村
そば処大梵字

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村 そば処
大梵字
☎0235-53-3413

第５回やまがた雪フェ
スティバル

1/31（金）
～2/2（日）

寒河江市

シンボル雪像の展示をはじめ､雪と光のイ
ルミネーション､冬花火ショーやアーティス
トライブ､ご当地グルメが楽しめる雪中屋
台など､昼から夜まで､子どもから大人ま
で､見て､体験して､山形の冬を満喫できる
イベント盛りだくさんです。チェリーランドや
JR寒河江駅から無料シャトルバスも運行
します。

最上川ふるさと総合
公園

雪 祭 り 実 行 委 員 会
（寒河江市さくらんぼ
観光課）
☎0237-86-2111

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
1,000人松明滑走＆冬
のＨＡＮＡＢＩ

2/1（土） 山形市

蔵王温泉名物「松明滑走」にみんなで参
加してみませんか。同時開催、冬のＨＡＮ
ＡＢＩもあわせてお楽しみください。
申込は蔵王温泉観光協会ＨＰから（参加
料1,000円、記念品代・保険料）
◎時間：受付18時～、松明滑走20時～

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

第17回
ながい雪灯り回廊ま
つり

2/1（土） 長井市
寒い冬の夜に各商店街通りや道路沿いに
ほんのりと明るい雪灯りが灯されます。

中心市街地、市内商
店街沿道、野川まな
び館、道の駅川のみ
なと長井　他

ながい雪灯り回廊ま
つり実行委員会事務
局（長井市観光協会）
☎0238-88-5279

なんよう雪灯かりまつ
り

2/1（土） 南陽市

赤湯温泉街や駅周辺など市内各所で、南
陽高校生手作りのろうそくを灯します。ゴ
スペルコンサート等、各種イベントも開催
します。

えくぼプラザ
JR赤湯駅
赤湯駅前商店街
しんまち商店街
赤湯温泉街

南陽市観光協会
☎0238-40-2002

しらたか雪紅（あか）り 2/1（土） 白鷹町

今年で2年目となる白鷹町の冬のイベン
ト。『日本の紅（あか）をつくる町』白鷹町の
冬にも紅（あか）が灯ります。あたたかい
ふるまいも行われます。

白鷹町内

日本の紅（あか）をつ
くる町連携推進本部
事務局
☎0238-85-6126

春日神社　王祇祭
2/1（土）
2/2（日）

鶴岡市

春日神社の御神体を上座、下座それぞれ
の当屋に迎え、一年の実りを祈る神事で、
当屋と神社で郷土芸能の粋といわれる黒
川能が奉納上演されます。

黒川地区の当屋、春
日神社

黒川能保存会
☎0235-57-5310

西部雪まつり 2/2（日） 米沢市

かがり火や竹あかりで幻想的な雰囲気に
包まれます。その他さいと焼きやアコー
ディオンとピアノの演奏が行われます。
※雪灯篭・雪像・雪ぼんぼりは中止。雪上
運動会は屋内体育館へ変更。

西部コミュニティセン
ター及び周辺

西部コミュニティセン
ター
☎0238-22-5758

雪の里まつり 2/2（日） 新庄市

地域住民が雪や雪国文化とのふれあいを
通して、雪の里情報館に対していっそう親
しみを抱いていただけるようにします。
◎時間：9時30分～12時30分
◎入場：無料

雪の里情報館
雪の里情報館
☎0233-22-7891

第44回ひがしね雪ま
つり

2/2（日） 東根市

毎年恒例の「ひがしね雪まつり」が、さくら
んぼ東根温泉を会場に開催されます。さ
まざまな催し物をご用意しております。
お祭りに参加して温泉で疲れを癒し、新年
の幸福を呼び込みましょう。
是非ご家族でいらしてください。

さくらんぼ東根温泉
成田不動尊周辺

東根温泉協同組合
☎0237-42-7100

みかわ・あったか冬ま
つり

2/2（日） 三川町

令和2年2月2日（にゃんにゃんにゃんの
日）の開催日にちなみ、｢食であったか、猫
であったか｣をテーマに、猫の里親さがし
会や猫モチーフの小物づくりのワーク
ショップを中心にイベントを行います。各店
自慢のあったかい食べ物もたくさんご用意
します。

三川町いろり火の里
なの花ホール

三川町観光協会
☎0235-66-4656

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

奥おおえ柳川温泉雪
まつり

2/8（土） 大江町

大江町の西にある奥おおえ柳川温泉にて
開催されます。温かいおもてなしに加え、
冬の夜空を彩る花火をお楽しみ下さい。
（花火：2/8（土） 19時予定）

大江町
奥おおえ柳川温泉

奥おおえ柳川温泉
☎0237－64－2151

たかはた冬まつり
まほろば冬咲きぼた
んまつり

2/8（土）
～2/11（火・祝）

高畠町

わらで作られたこもの中で、見事なぼたん
の花が咲き競います。白い雪の中でのお
花見をお楽しみください。夜はライトアップ
され、幻想的な空間が広がります。

高畠町太陽館
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

まんだらの里雪の芸
術祭

2/8（土） 山辺町

まんだらの里に浮かぶ光と炎が、幻想的
な世界に導く多彩な雪の祭典です。雪の
造形コンテストや真冬の打ち上げ花火、ス
カイライト（スカイランタン）の打ち上げ、地
元に伝わる民話の語り、民話劇など。防
寒対策を万全にしてお楽しみください。

作谷沢ふれあい自然
館

作谷沢ふれあい自然
館
☎023-666-2121

上杉雪灯篭まつり
2/8(土)
2/9(日)
※プレ点灯2/7(金)

米沢市

雪灯篭と雪ぼんぼりに灯りが灯され、会場
は幻想的な雰囲気に包まれます。戦没者
の御霊に献灯する鎮魂祭や、冬のおいし
い食べ物が大集合するテント村物産展な
ど、見どころ満載です。
※雪灯篭基数41基。創作雪像コンテスト
は中止。新たなイベントとしてアイスキャン
ドルを演出。

上杉神社境内・松が
岬公園一帯

上杉雪灯篭まつり実
行委員会
☎0238-22-9607

御賽神祭 2/8(土) 寒河江市

平塩地区の除災招福の伝統行事。松の
木で男根を模った御神体を彫り、入魂後
塞の神に（神社参道の東はずれにある
石）供え、集まった人々にまかれます。当
日の早朝、一山衆徒が集まり切り出してき
た松の木で、長さ5、6寸（約16～20㎝）の
男根を作ります。拾った人には福が訪れ
ると伝えられ、激しく奪い合う姿は圧巻で
す。
◎御神体争奪：20時30分

平塩熊野神社
平塩 熊野 神社 宮司
☎0237-86-0165

第49回新庄雪まつり
2/8（土）
2/9（日）

新庄市

新庄の冬の一大イベント！雪を楽しむ催
しがいっぱいです。雪上でのカルタやス
ポーツで体もぽかぽか。冬の味覚も楽し
めます。
2/8（土） 10時～20時
2/9（日）　9時～15時

最上中央公園（かむ
てん公園）

新庄雪まつり実行委
員会
☎0233-22-6855

大山新酒・酒蔵まつり 2/8(土) 鶴岡市

鶴岡市大山地区は歴史ある酒造りの街
で、現在も４軒の酒蔵が名酒を造り続けて
います。各蔵で心ゆくまで新酒・名酒を試
飲できたり、旬の郷土料理を肴に「大山新
酒を楽しむ会」が開催されたりと、大山の
酒に惚れた愛酒家が集う人気のまつりで
す。

大山地区
大山新酒・酒蔵まつ
り実行委員会
☎0235-33-2117

こけし雪だるま祭り・
雪中宝探し 2/9（日） 山形市

山形をテーマにしたものやキャラクターを
形作ったものなど、一般参加の雪像コンテ
ストが開かれ、これにあわせて「雪中宝さ
がし」（無料）が開催されます。
◎時間：9時～

山寺・宝珠橋公園
山寺観光協会
☎023-695-2816

やまのごっつぉまつり

2/9（日）
3/1（日）
3/22（日）

鶴岡市

朝日地域の食材をふんだんに使った懐か
しいおふくろの味がたくさん並び、すべて１
皿１００円のバイキング！梵字川の冬景
色を眺めながらのお食事となります。
◎場所　産直あさひ・グー
◎時間　10時30分～14時まで

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

旧青山本邸ひなまつ
り

2/11（火・祝）
～4/5（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

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

松ヶ岡冬まつりWeek
2/11(火・祝)
～2/16（日）

鶴岡市
大蚕室のライトアップや、迫力ある甲冑雪
合戦などが行われるほか、松ヶ岡焼きで
楽しむ新酒を味わう会などもあります。

松ヶ岡本陣、本陣の
山周辺

松ヶ岡雪まつり実行
委員会事務局
☎0235-64-1331

第14回新庄こども語り
まつり

2/15（土） 新庄市

市内小学校のこどもたちによる新庄に伝
わる民話の語りの発表
◎時間：13時30分～15時30分
◎費用：参加費無料

新庄ふるさと歴史セン
ター　お祭りホール

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

寒河江雛まつり

第１会場　料亭　慈恩
寺陣屋　3/1(日)～4/5
（日）　第２会場　古澤
酒造資料館　3/1（日）
～5/6（水）
協賛会場
寒河江八幡宮参集殿
2/15（土）～4/5（日）

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河江
市には、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体以上が鑑賞できます。また「古澤酒
造」では古い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、試飲
コーナーも楽しめます。
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。

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(入場
無料、試飲コーナーあ
り)
寒河江八幡宮参集殿
(無料)

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

如月恋ひなまつり 2/15（土） 河北町

雪上宝探しや雪だま的あてゲームなどの
ミニゲーム、紅花関連の体験や温かい飲
食物の販売などを行います。西村山のゆ
るキャラ達も大集合しますので、ぜひ触れ
合ってください。また、イルミネーションは
2/1（土）～2/16（日）まで点灯しておりま
す。また、イベント当日と、イルミネーション
点灯期間の17：00～19：00は入館料無料
ですので、ぜひお気軽に足をお運びくださ
い。

河北町紅花資料館
河北町紅花資料館
☎0237-73-3500

月山あさひ雪まつり 2/16（日） 鶴岡市

道の駅「月山」を会場に、雪あそびやいろ
り端体験など昔の雪国文化体験や、朝日
地域の山の幸満載の鍋など、「冬」を思
いっきり楽しむイベントです。
※開催については検討中ですので、詳しく
はお問い合わせください。

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村

月山あさひ雪まつり
実行委員会
☎0235-53-2120

大堀地区鍋まつり 2/16（日） 最上町

町内から出店する様々な鍋を堪能するこ
とができます。最上町の美味しいもの販
売、楽しいイベント企画も行われます。
◎時間：11時～13時30分

大堀地区公民館前特
設会場

大堀地区鍋まつり実
行委員会
☎0233-44-2820

神室雪まつり 2/16（日） 金山町

純白のパウダースノーに覆われた神室ス
キー場で、ミニゲームや大抽選会を行い
ます。餅のふるまいほか、夜には打ち上
げ花火が雪面を彩り、幻想的な美しさで
す。

神室スキー場
グリーンバレー神室
管理センター
☎0233-52-2240

おいしい山形空港ウイ
ンターフェスティバル
2020

2/22（土） 東根市

日ごろより山形空港をご利用いただいて
いる皆様に感謝の気持ちを込めて、「おい
しい山形空港ウインターフェスティバル
2020」を開催します。親子でおいしい謎解
きゲームや、パイロット＆キャビンアテンダ
ントなりきり撮影コーナー、滑走路走行体
験など、多数のイベントを予定していま
す。

おいしい山形空港
東根市観光物産協会
☎0237-41-1200

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

大堀地区鍋まつり（最上町） 中津川雪まつり（飯豊町） 
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

城下町やまがた雛ま
つり

2/22（土)
～3/15（日）

山形市

時代雛から近代的なお雛様やつり雛を展
示している施設をめぐりながらの街歩きも
人気です。体験イベントや、プレゼントが
当たるスタンプラリーも楽しめます。

山形市中心市街地
山形市都市振興公社
☎023-631-0831

中津川雪まつり 2/22（土） 飯豊町

ライトアップされた雪像、火柱１５ｍのさい
ぞう笑いを囲んでのフォークダンスetc。そ
して、感動のスカイランタン。地元民が一
丸となって、中津川の冬をあったか～く盛
り上げます。
※規模を縮小して実施する可能性があり
ます。

旧中津川小中学校
中津 川地 区公 民館
☎0238-77-2020

富沢地域 雪まつり
2/22（土)
2/23（日)

最上町

前夜祭では、雪灯籠やろうそくを入れた
ペットボトルを加工したランタンを竿に吊る
し、その灯りが風で揺れる風景「雪蛍」を
楽しめます。会場を温かく包み込み、冬の
夜空に大輪の花火が打ち上げられます。
会場では、温かくて美味しいふるまい屋台
の他、様々なイベントの企画があります。
◎22日前夜祭18時～（花火19時30分～）
◎23日10時～13時

もがみ中央農業協同
組合 富沢米倉庫周
辺特設会場

富沢地域雪まつり実
行委員会
☎0233-45-2527

春待ち音楽祭
2/22（土）
2/23（日）

川西町

ビッグバンドジャズ、ロック、コーラス、
フォーク等さまざまなジャンルの音楽を楽
しめる音楽祭です。入場無料ですので、ぜ
ひお気軽にご来場ください。

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

白鷹スキー場まつり 2/23（日） 白鷹町

雪に親しむ各種イベントや、餅つき、パラ
グライダーによる空からの贈り物など楽し
いイベントを準備してお待ちしております。
※積雪状況により開催できない場合があ
ります。

白鷹町営スキー場
白鷹町教育委員会
☎0238-85-6147

米のふる里
新酒まつり2020in庄内
町

2/23（日）
11時～16時

庄内町

日本一おいしい米の里である庄内町で、
地元酒蔵や老舗醤油屋、酒店で、蔵出し
新酒や郷土料理を味わいながら酒談義を
してみませんか。
◎料金：前売り券2,200円（清酒券8枚、料
理券2枚）※「夏子の酒」イラスト入り記念
おちょこ付（限定300人）、当日券2,500円
◎チケット：クラッセ、ほっとホームほか蔵
めぐりの会場となっている店
◎イベント：
・11時～13時　蔵めぐり
・13時～14時 漫画「夏子の酒」作者 尾瀬
あきら氏によるトークショー
・14時～14時30分　音楽ライブ
・14時30分～15時 尾瀬あきら氏によるサ
イン会（即売会にて本購入者限定）
・11時～16時 尾瀬あきら氏セレクト「亀の
尾」のお酒を楽しめます。
※各会場をめぐるシャトルバスを運行しま
す。

■主会場：新産業創
造館クラッセ
■蔵めぐり会場：鯉川
酒造、やまと桜、ハナ
ブサ醤油、うめかわ、
後藤初太郎商店

米のふるさと新酒ま
つり実行委員会（庄
内町観光協会）
☎0234-42-2922

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

富沢地域 雪まつり（最上町） 

春待ち音楽祭（川西町） 

5 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

金峯山雪灯篭祭 2/27（木） 鶴岡市

雪灯篭祭は金峯山の山開きに合わせて
行われます。ライトアップされて浮かび上
がる大黒様の雪像や、参道に並ぶ大人ほ
どの背丈の雪灯篭が、神秘的で幽玄な雰
囲気を醸し出します。

金峯山中の宮
金峯神社
☎0235-23-7863

２０２０旧柏倉九左衛
門家ひなまつり

3/1（日）
～3/8（日）

中山町

メイン会場の「旧柏倉九左衛門家住宅」は
2019年9月に国指定文化財に指定されま
した。最上川舟運によって上方よりもたら
された、雅な古今雛や享保雛が飾られ、
期間中は様々な催しが開催されます。

旧柏倉九左衛門家住
宅他

2020旧柏倉九左衛門
家ひなまつり実行委
員会
☎023-662-2235

「蔵王樹氷まつり２０２
０」
冬の働く車大集合！

3/1（日） 山形市

スキー場ならでは、冬ならではの働く車
（圧雪車・スノーモービル等）が集合しま
す。当日は、子供1日リフト券2,500円が無
料になります。
◎時間：10時～15時

蔵王温泉スキー場竜
山ｹﾞﾚﾝﾃﾞ

山形市観光協会
☎023-647-2266
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

灯々祭 3/1（日） 最上町

「雪を愉しむイベント」としてスタートした
灯々祭。雪で作った約1,000個のランタン
がやさしく灯り、この時期にしか見られな
い幻想的な風景を作り出します。ランタン
制作から点灯まで参加すれば、“見るだ
け”とはまた違った達成感と感動を味わう
ことができます。静けさの中にあたたかく、
やさしく灯るランタンは必見です。
◎17時点灯予定

最上町愛宕山
灯々 祭実 行委 員会
☎0233-43-2233

かみのやまの雛祭り

3/3（火）
～4月上旬予定
※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（火）～4/5（日）
蟹仙洞：3月上旬～4月上旬予定
武家屋敷「旧曽我部家」と古民家「楢下宿
山田屋」：3/20（金・祝）～3/29（日）※地
元ボランティアの方がお客様に湯茶接待
のおもてなしを行います。

上山城、蟹仙洞、武家
屋敷（旧曽我部家）、
楢下宿（山田屋）

上山市観光課
☎023-672-1111
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

第15回市民プラザま
つり

3/4（水）
～3/8（日）

新庄市

【展示部門】
日時：3/4(水)～8日(日) 9時～17時　【発
表部門・その他部門】
日時：3/8(日) 10時～16時　※第15回を記
念して饅頭を配布します。

新庄市民プラザ大
ホール他

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

あつみ温泉
摩耶山新酒まつり

3/7（土） 鶴岡市

清酒「摩耶山」は、温海地域越沢地区にそ
びえ立つ摩耶山麓の湧水・郷清水の名水
で栽培された米でつくられたお酒です。こ
こでしか味わえない、地産地消の限定酒
「摩耶山」と温海地域の美味しいものを楽
しむイベントです。

あつみ温泉
朝市広場

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

市民音楽祭 3/14(土) 寒河江市

寒河江市音楽祭は、今年で２２回目を迎
えます。マーチングバンド、合唱、吹奏楽
の音楽で春を呼び込みます。是非ご覧く
ださい。
◎開場14：30～ 開演15：00～
◎入場料500円（中学生以下無料）

寒河江市市民文化会
館

寒河江市生涯学習課
☎0237-86-5111

段々ロングなひなまつ
り

3/18（水)
～3/22（日）

村山市

ホールを囲むように設置された約50mの
雛壇に並んだおよそ5,000体の雛人形は
迫力満点です。匠の技が光る雛人形の
他、市内園児の可愛らしい手作り雛人形
もぜひご覧ください。

甑葉プラザ(甑葉ホー
ル)

村山市ひなまつり実
行委員会
☎0237-55-2111

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天元台高原
SNOWフェスティバル

3/20（金・祝） 米沢市

シーズン感謝デーのこの日は、ランチセッ
ト券ご購入のお客様はロープウェイとリフ
トが無料になります。その他、スキー場で
働く車の集合や、リフト券争奪じゃんけん
大会を開催するなど、イベント盛りだくさん
です。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

大江のひなまつり
3/27（金）
～3/29（日）

大江町
最上川の舟運文化によってもたらされた
時代雛を、趣きのある建物の中で堪能す
ることができます。

大江町内５会場
大江のひなまつり実
行委員会
☎0237-62-2139

瀬見温泉 春の宴「ひ
なまつり」

3/29（日）
～4/5（日）

最上町

享保(きょうほ)雛(びな)や現代雛など、江
戸時代から現代までの時代を彩る人形が
飾られます。会場は華やかな雰囲気に包
まれています。
◎時間：10時～16時（最終日は午前中の
み）

瀬見公民館（旧瀬見
小学校）

瀬見 温泉 旅館 組合
☎0233-42-2123

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

灯々祭（最上町） 瀬見温泉 春の宴「ひなまつり」（最上町） 
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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

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22時

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

やまがた満喫！収穫
日和(秋・冬)

10月～3月
村山地域
各市町

野菜などを、気軽に農園で収穫体験でき
ます。
参加者の皆様に、新鮮な野菜などの収穫
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

第9回愛と義のまち
エッセイコンテスト作
品募集

10/1（火）
～2/21（金）

米沢市

「親切にされたちょっといい話」、「世のた
め人のため義を感じたエピソード」、「心に
残る米沢での体験談」のいずれかを題材
としたエッセイを募集します。受賞作品に
は米沢牛などの賞品を差し上げます。詳
しくは「米沢観光ナビ」ホームページを御
覧ください。

米沢市

米沢市観光キャン
ペーン推進協議会
（米沢市産業部観光
課内）
☎0238-22-5111

スワンスケートリンク
11/16（土）
～3/29（日）

酒田市
山形県内唯一の屋内スケート場です。天
候を気にせずにスケートを楽しむことがで
きます。

酒田市体育館
酒田市スポーツ振興
課施設係
☎0234-43-6658

最上峡芭蕉ライン観
光　こたつ舟

12/1（日）
～３月末

戸沢村

降り積もった雪と澄み切った空気が水墨
画のような幽玄な景色を生み出す最上
峡。足元ぬくぬくの「こたつ舟」で舟中弁当
等おいしい食事（要予約）を楽しみながら
最上峡の風情を堪能しませんか。
◎こたつ舟定期船：10時50分　12時50分
14時50分
◎乗船料金：大人2,500円　こども1,250円
◎弁当1320円より（要予約）
ＵＲＬ　http://www/bif/co/jp/

戸沢村古口86-1
最上峡芭蕉ライン観
光

最上峡芭蕉ライン観
光
☎0233-72-2001

かんじき＆スノー
シュー体験ツアー

12/3（火)
～2/29(土)

米沢市

標高1350ｍの白銀の天元台をスノー
シューやかんじきなどお好みのアイテムで
歩きます。山形五名峰や米沢盆地の大パ
ノラマをお楽しみください。いも煮のサービ
スもあります。
◎期間中毎日開催（定員20名、最小催行
2名）
◎アルブ天元台9時50分集合、11時30分
解散
◎参加料：大人3,000円、小学生2,500円
（ガイド料、ロープウェイ往復料、レンタル
料、保険料込）参加前日17時まで要予
約。

天元台高原
天元台高原
☎0238ｰ55-2236

第５回ドカ雪・大雪割
キャンペーン

12/14（土）～3/8（日）
【除外日12/29～1/4】

大蔵村

日本有数の豪雪地帯ならではのキャン
ペーン。気象庁の肘折アメダス計測情報
に基づき、翌日の宿泊料や入浴料が割引
になります。さらに宿泊日前日15時の積
雪量が446cm以上や24時間降雪量が100
㎝以上になると、期間中1回のみ、翌日の
宿泊が無料に！今年の冬も肘折温泉に
ご注目ください。詳しくはお問合せ下さい。

肘折温泉郷
大蔵村観光協会
☎0233-76-2211

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①12/14（土）・15（日）、
1/4（土）･5（日）・18
（土）、
2/1（土）･2（日）・15
（土）･16（日）、3/1（日）
②シーズン中
③1/9～3/26までの毎
週木曜日
④1/12（日）・26（日）・
2/9（日）・23（日）
⑤3/8（日）･22（日）

山形市

①スキーこどもの日：小学生以下のお子
様に限り、ナイターにも使用できる全山共
通１日券通常2,500円→1,000円になりま
す。
②感謝の贈り物：リフトシニア券(60才以
上)購入者に200円コーヒー券をプレゼント
します。(シーズン券購入者を除く。）
③レディースデー：全山共通１日券通常
5,000円→4,000円になります。
④甘酒サービス：各会場先着100名に
熱々の甘酒を振舞います。11時～。
⑤玉こんサービス：各会場先着100名に
熱々の玉こんを振舞います。11時～。

蔵王温泉スキー場
④、⑤上の台・パラダ
イス・中森・横倉・大
森・黒姫の各ゲレンデ

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

樹氷ライトアップ
12/28(土)
～2/29(土)

山形市

期間中限定47日間！
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。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。
◎時間：17時～21時

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

12/28（土）
～2/29（土）

山形市

期間中限定47日間！
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。
※事前予約が必要です。
◎時間：17時、18時、19時、20時
◎料金：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

蔵王温泉スキー場
じゅっきースノーパー
ク

シーズン中
～３月中旬頃まで

山形市

蔵王温泉のゆるキャラ「じゅっきーくん」が
プロデュースしたキッズスペースを新設し
ます。家族みんなで気軽に雪遊びを楽し
もう！

蔵王温泉スキー場
大森ゲレンデ
中森ゲレンデ、上の台
(サンライズ)

蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328
蔵王ロープウェイ山
麓駅
☎023-694-9518

空色・暮色（そらいろ・
くれいろ）ウォーキング

1/4（土）
～3/31（火）

【空色】
集合9：50／スタート
10：00／終了12：00

【暮色】
集合13:20／スタート
13:30／終了15:30

上山市

「クアオルト健康ウォーキング」とい
う健康増進等のために頑張らないで運
動効果を高めるガイド付きウォーキン
グです。
葉山温泉街からほど近い里山を、専門
ガイドと楽しく歩きませんか。恋人の
聖地に認定された「花咲山展望台」か
ら眺める、雪化粧した上山市内や蔵王
連峰は絶景です。
服装は温かくして、脱ぎ着しやすい格
好で、長靴がおススメ。約2時間、雪
の感触、澄んだ空気、そして絶景…時
間を忘れて自然の中で過ごしてみませ
んか。
※参加料が必要です。
※2名様～

葉山案内看板前
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

寒風干し鮎
1/6（月）頃
～1ヶ月程度

白鷹町

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

あゆ茶屋
あゆ茶屋
☎0238-85-5577

瀬見温泉　お楽しみ抽
選会

1/6（月）
～4/26（日）

最上町

【特賞】3万円宿泊利用商品券【1等】5千円
宿泊利用商品券【2等】現金500円などが
当たるお楽しみ抽選会開催。期間中、瀬
見温泉協賛旅館へご宿泊いただいたお客
様全員に当選のチャンス。美味しい料理と
温泉を満喫したあとは、抽選会で豪華な
賞金をプレゼントします!!詳しくは瀬見温泉
のHPで。

瀬見温泉協賛旅館
瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

雪をながむる尾花沢
展

1/9（木）
～2/11（火)

尾花沢市
雪国ならではの民具や昔の遊び道具の
数々、冬の伝統行事、雪に関する資料な
どを展示します。

芭蕉、清風歴史資料
館(尾花沢市中町5番
36号)

芭蕉、清風歴史資料
館
☎0237-22-0104

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

かみのやま樹氷昼号・
夜号

1/10（金）
～3/1（日）
※詳しい運行日はお問
合せください
【昼号】
10時45分～14時40分
【夜号】
16時45分～19時10分

上山市

かみのやま温泉から大自然の神秘・樹氷
を見に行きましょう！
★各号おススメポイント★
【昼号】
青空に映える真っ白な樹氷群は見ごたえ
抜群！「斎藤茂吉記念館」や、羽州の名
城「上山城」でも途中下車可能です。
チェックアウト前後に樹氷見学はいかがで
すか。

【夜号】
カラフルな照明でライトアップされた樹氷
は、一気に幻想的な雰囲気に！ここでし
か見られない神秘的な夜の樹氷群をお楽
しみください。
お帰りは温泉街近くまでお送りいたします
ので、お泊りのお客様も楽々＆安心です。
※参加料が必要です。
※事前にお申し込みが必要です。

かみのやま温泉観光
案内所集合

上山市観光物産協会
☎023-672-0839
営業時間：9時～17時

冬のさくらキャンペー
ン

1/11（土)
～2/29（土)
※初日にキックオフイ
ベント実施

山形市

山形特産の冬に咲く桜「啓翁桜」を多くの
皆様に知っていただくため、展示や春を
テーマとした期間限定メニューの提供、体
験イベントなどを実施します。

山形市中心市街地内

山形市山形ブランド
推進課
☎023-641-1212
(内412)

どんでん平スノーパー
ク　OPEN

オープン日未定 飯豊町

飯豊町は東北でも有数の豪雪地帯。「こ
の雪を使って遊んじゃおう！」というのが
どんでん平スノーパーク。巨大滑り台やス
ノーモービル乗車体験、バナナボートなど
お子さまから大人まで無邪気なこどもに変
身しよう！

どんでん平スノーパー
ク（どんでん平ゆり園
前駐車場）

飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

蔵王中央高原かんじ
きスノーハイク

開始日未定 山形市

個人で、自由に自分のペースでのんびり
と雪原をハイクできます。蔵王の自然を満
喫してください。かんじきはレンタルしてい
ます。

蔵王温泉スキー場（中
央高原）

蔵王中央ロープウェ
イ
☎023-694-9168
蔵王スカイケーブル
☎023-694-9420

温海旬御膳
「冬のごっつぉめぐり」

1/17（金）
～2/29（土）

鶴岡市
温海地域で旬の寒鱈やカニをはじめとし
た冬のごっつぉ(ご馳走)に舌鼓。温泉旅館
では入浴付でゆっくり楽しめます。

あつみ温泉各旅館、
温海地域内実施店舗

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

東根のひな飾り
①3/1（日）～3/15（日）
②1/20（月）～4/3（金）
③2/14（金）～4/3（金）

東根市

①東の杜
市内旧家に伝わる貴重な雛人形を展示し
ます。
②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。
③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」では雛人形の展示のほか、オリジナ
ル木札作り体験も予定しております。
※定休日は施設にお問い合わせくださ
い。

市内各所
東の杜
☎0237-48-7211

山形県立図書館リ
ニューアルオープンイ
ベント

2/1(土)
2/2(日)

山形市

山形県立図書館が令和2年2月1日(土)に
リニューアルオープンします。記念講演(講
師：ロバート キャンベル氏)や読育フェス
ティバル、企画展などのイベントを開催し
ます。
詳細は、当課ホームページをご確認く
ださい。

山形県立図書館(遊学
館)

県文化財・生涯学習
課
☎023-630-3126

第9回雪ん子俳句展
作品展示

2月上旬
～3/26（木）

新庄市

子どもの感性で捉える「雪」の不思議さや
楽しさなどを俳句に表すことで、雪国のく
らしの特性について認識を深め、雪国の
生活文化への親しみを感じ雪のふるさと
づくりに資します。
◎入場・閲覧：無料
◎会場①雪の里情報館 2月上旬から
　 会場②ゆめりあ　3/10（火）～26（木）

①雪の里情報館
1階　雪国ライブラリー
②ゆめりあ
花と緑の交流広場

雪の里情報館
☎0233-22-7891

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

肘折幻想雪回廊
2/1（土）
2/8（土）
2/15（土）

大蔵村

全国屈指の豪雪地帯、肘折ならではのイ
ベント。３ｍを超える雪壁に、ろうそくの火
がやさしく灯り冬の雪あかりの散策をお楽
しみください。冷えた身体は、あたたまりの
湯といわれる肘折の温泉に浸かれば、た
ちまちポカポカに。ドカ雪・大雪割を狙っ
て、ぜひお越しください。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

大般若会 2/2（日） 寒河江市

大般若経六百軸を転読し、国家豊楽、息
災延命、諸願成就等を祈念します。一般
の祈祷も受け付けており、進学祈願者も
多く見られます。
◎時間：13時30分

寒河江市慈恩宗本山
慈恩寺

本山慈恩寺寺務所
☎0237-87-3993

春恋コンサートⅦ
茅野博とゆかいな仲
間たち

2/2（日） 新庄市

午前に、雪の里まつりを開催し、午後の部
の雪セミナーでは、音楽に触れる参加型
のセミナーをとおして雪国住民の「春を待
ち望む気持ち」を共有します。
時間：14時～16時

雪国文化ホール
雪の里情報館
☎0233-22-7891

メキシコ料理フェア 2/2（日） 戸沢村

廃校を利用したカフェで、なかなか食べら
れないメキシコ料理が食べられます。その
ほかにもタロットリーディングやカイロプラ
クティック体験、自家製ハーブティーなども
あります。
◎時間：11時～15時

戸沢村大字角川582
角川里山カフェすっぺ
家

鈴木（店主）
☎090-9955-0030

山辺町旧暦初市 2/5（水） 山辺町

江戸時代から続く伝統的な催しです。旧
暦の１月12日にあたる日に開催され、縁
起物のだんご木や初あめ等を買い求める
客で例年賑わっています。要害特産の「鯉
こく汁の無料振る舞い」等、心も体も温ま
る美味しい『おもてなし』があります。

山辺町駅前・本町・仲
町通り

山辺町初市運営協議
会
☎023-664-5939

天童雛飾り
2/7（金）
～3/22（日）

天童市

豪華な衣装を身にまとった享保雛や古今
雛、押絵雛たちが天童市内各所に展示さ
れるほか、雛菓子づくり体験、紙芝居など
のイベントがあります。また、キャンペーン
期間中のスタンプラリーでは「天童温泉ペ
ア宿泊券」など素敵な賞品が抽選で当た
ります。

天童織田の里歴史館
(天童市立旧東村山郡
役所資料館）ほか

天童雛飾り実行委員
会（天童市商工観光
課内）
☎023-654-1111

おきたま雛回廊企画
「わたしもおひなさま」

2/7（金）
～2/9（日）

長井市

お雛様やお内裏様の衣装を着て、金屏風
の前で写真撮影ができます。対象は、幼
稚園児から小学校低学年のお子様です。
※無料・要予約
※時間：10時～16時30分

小桜館
小桜館
☎0238-88-9365

雪で遊ぼうin庄内町
2/8（土）
2/9（日）

庄内町

冬の間はお休みの風車村ですが、この日
だけは特別オープンします。冬の風車村
を大満喫してみませんか。
■内容：
【屋外】雪のすべり台、そり滑り、雪中宝探
し（先着50名）など
【屋内】ガラポンお菓子のつかみ取り（先
着50名）、バルーンアートなど
【日付限定イベント】餅つき（2/8（土））、な
めこ汁（2/9（日））
◎時間：10時～12時
※申込不要、参加無料。
※駐車場に限りがあるため、乗り合わせ
のうえお越しください。

庄内町風車村周辺
庄内町立川総合支所
立川地域振興係
☎0234-56-3361

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第6回角川雪回廊物
語

2/9（日） 戸沢村

角川地区の有志たちが始めた、厳しい冬
を楽しもうという前向きなイベントです。雪
回廊には絵灯篭か飾られ、幻想的なスカ
イランタンの打ち上げが行われます。
◎入場無料
◎時間：17時～20時

戸沢村角川
南部地区地域振興セ
ンター

ＮＰＯ法人
田舎体験塾つのかわ
の里
☎0233-73-8051

上山市民俗行事 加勢
鳥

2/11（火・祝） 上山市

江戸時代初期から伝わる、「ケンダイ」と
いう蓑をかぶった若者に手桶から祝いの
水をかけ、五穀豊穣や商売繁盛などを祈
る上山伝統の民俗行事です。上山城をス
タートし、市内を練り歩きます。是非ご覧い
ただき、勢いよく水をかけてみませんか。
加勢鳥のグッズやグルメも当日限定で販
売します！
◎時間：10時～15時30分頃

上山城前（祈願式）～
市内

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839

やまのべ雛人形展
2/15（土）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の時
代雛を多数展示しています。雛の特徴や
違いについてのガイドも可能です。ぜひお
楽しみください。

ふるさと資料館
雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

やまがた百名山写真
展in 酒田市

2/15（土）
～2/28（金）

酒田市
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。

酒田市美術館
県みどり自然課
☎023-630-3174

黒森歌舞伎 正月公演
2/15（土）
2/17（月）

酒田市
280年以上もの間伝承されてきた、厳寒の
社殿で演じられる農民歌舞伎です。

黒森日枝神社境内
酒田市社会教育文化
課文化財係
☎0234-24-2994

彩縫クラブ
和小物展

2月中旬・下旬 新庄市

彩縫クラブ（代表：泉谷順子氏）の作品を
展示します。
◎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階雪国ギャラリー

雪の里情報館
☎0233-22-7891

第7回雪上バレーボー
ル大会in西川町

2/15（土） 西川町

雪の上で熱い戦いを繰り広げるバレー
ボール大会。上位入賞チームのほか、
ユーモアあふれるチームに賞品が贈呈さ
れます！申込締切が1月24日（金）となっ
ておりますので、ご注意ください。

西川町民スキー場
ロッジ前特設コート

西川町教育委員会生
涯学習課スポーツ振
興係
☎0237-74-3131

国宝「縄文の女神」展
示解説会⑥

2/16（日） 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。展示だけ
では知ることができない興味深い内容満
載です。

山形県立博物館
県立博物館学芸課
原田俊彦
☎023-645-1111

花笠高原スキー場子
供の日

2/16（日）
3/15(日)

尾花沢市

花笠高原スキー場子供の日企画です(毎
月第3日曜日)。小学生以下は日中のリフ
ト料金が無料です。
※積雪状況により開催できない場合があ
ります。

花笠高原スキー場（尾
花沢市大字鶴子858）

尾花沢市商工観光課
☎0237-22-1111㈹

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

東根のひな飾り（東根市） 

上山市民俗行事 加勢鳥（上山市） 
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

博物館友の会スポット
展示　「友の会会員の
イッピン」

2/20（木）
～2/29（土）

山形市

山形県立博物館友の会会員が所有する
逸品の資料を展示し、これまで進めてきた
調査研究の成果を発表します。今回の展
示資料は小国町の岩井沢遺跡・願念寺遺
跡・湯ノ花遺跡出土の旧石器です。
◎時間：9時～16時

県立博物館
2階ホール

県立博物館学芸課
原田俊彦
☎023-645-1111

第15回月山志津温泉
雪旅籠の灯り

2/21（金）～2/23（日）、
2/29（土）～3/1（日）

西川町

月山志津温泉は、江戸時代、出羽三山に
向かう六十里越街道の宿場町でした。400
年の時を経て当時の街並みを再現した
「雪旅籠」にロウソクのあかりが灯されま
す。
また、内部をLEDで装飾し、幻想的な雰囲
気を体験できるアイスバーでホットワイン
等を味わうこともできます。
温泉街に突如として現れる幻想的な雪の
世界をお楽しみ下さい。

西川町月山志津温泉
街

月山朝日観光協会
☎0237-74-4119

とざわフォトコンテスト
2019　受賞作品展

2/21（金）
～2/27（木）

戸沢村

今年で第8回目となるとざわフォトコンテス
トは今回も皆様からたくさんのご応募をい
ただきました。審査員による審査により受
賞した素敵な作品の数々を「ゆめりあ　花
と緑の交流広場」に展示します。

ゆめりあ　花と緑の交
流広場

戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

博物館友の会スポット
展示　「友の会会員の
イッピン」　展示解説
会

2/22（土） 山形市

「小国盆地の旧石器 ～岩井沢遺跡・願念
寺遺跡・湯ノ花遺跡出土の旧石器～」と題
して、友の会会員で資料の所有者である
野口一雄氏が解説を行います。
◎時間：12時10分～12時30分

県立博物館
2階ホール

県立博物館学芸課
原田俊彦
☎023-645-1111

大石田雛人形展
2/22(土)
～4/5(日)

大石田町
江戸時代最上川舟運でもたらされた享保
雛、古今雛を展示いたします。

大石田町立歴史民俗
資料館

大石田町立歴史民俗
資料館
☎0237-35-3440

春待ち市2020
2/22（土）
2/23（日）

川西町

雪解けが近づく春が待ち遠しい時期に美
味しいものや可愛いものを満喫して心か
ら温まれるようなイベントです。町内外か
らたくさんの飲食店や小物のお店等が集
まります。

川西町フレンドリープ
ラザ

川西町観光協会
☎0238-54-1515

第11回地面出し競争
World CUP in 肘折

2/23（日） 大蔵村

平成20年に閉校した肘折小中学校の雪
上運動会で約30年間継続した伝統ある名
物競技。「いかに速く雪を掘って地面を出
すか」を競います。単純に思えますが、パ
ワーとテクニックが必要な奥が深い競技で
す。

肘折生涯学習セン
ター前広場

「Oh!蔵SPORT」事務
局
☎0233-75-2212

第40回花笠ラングラウ
フ大会

2/23(日) 尾花沢市

「健康で歩くスキーを楽しみたい！」「雪景
色を堪能したい！」という方におススメで
す。競技ではありませんので、自分のペー
スで楽しめます。徳良湖の会場では、尾
花沢の雄大な雪景色が楽しめますよ。申
込みの締め切りは2月日（日）です。

花笠グラウンド（徳良
湖）周辺（尾花沢市大
字二藤袋1769番地3）

花笠ラングラウフ大
会事務局(尾花沢市
教育委員会社会教育
課内)
☎0237-22-1111㈹

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

春待ち市2020（川西町） 第15回月山志津温泉雪旅籠の灯り（西川町） 
第7回雪上バレーボール大会in西川町 
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

プラザのいきがいづく
り「初めての太極拳」

2/27（木） 新庄市
講師：星川　多美子氏（最上太極拳教室)
◎時間：10時～
◎参加費：無料

新庄市民プラザ3階小
ホール

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

尾花沢のおひなさま
2/27（木）
～3/24（火）

尾花沢市
尾花沢に代々伝わる「お雛さま(古今雛･
享保雛･押し絵雛)」を展示します。

芭蕉、清風歴史資料
館(尾花沢市中町5番
36号)

芭蕉、清風歴史資料
館
☎0237-22-0104

第18回春待ち雪見の
宴

2/28（金）
2/29（土）

川西町

町内が誇る酒蔵の新酒を楽しむことがで
きます。お酒に合う特製鍋や趣向を凝らし
た数々の料理と一緒にお楽しみください。
（要予約）
◎料金：お一人様6,000円

川西町浴浴センター
まどか

川西町浴浴センター
まどか
☎0238-42-4126

おきたま五蔵会　新酒
お披露目ツアー

2/28（金） 長井市

置賜の5つの酒蔵が集まった「おきたま五
蔵会」の酒蔵を見学し、出来立ての新酒を
いただきます。酒蔵巡りの後は、五蔵会こ
だわりの酒「伍連者」の新酒披露宴にご参
加いただけます。
◎会場：おいきたま五蔵会（長沼合名、鈴
木酒造、若乃井酒造、中沖酒造）、はぎ苑
◎料金：ツアー代金12,000円（新酒披露宴
のみ参加6,000円）

JR赤湯駅集合→酒蔵
見学→新酒披露宴
（はぎ苑）→解散

やまがたアルカディ
ア観光局
☎0238-88-1831

雪国ワンダーランド
オープン日未定
～2/29（土）
土日祝限定

新庄市

スノーモービルや迫力満点の雪上バナナ
ボート、広い斜面を思い切り楽しめるそり
遊びなど雪国体験が満載！会場は国道
13号線沿いなので車でのアクセスも良好
です。
◎時間：午前の部10時～12時　午後の部
13時～15時
◎体験料：大人（中学生以上）2,000円　小
人（未就学児含）1,000円

最上中央公園（かむ
てん公園）

新庄観光協会
☎0233-22-2340

山形鉄道　ワイン列車 2/29（土） 長井市

※好評につき申し込み締め切りました
各運行日ごとに、南陽市内のワイナリー
から特色あるワインを数種類ご用意。ワイ
ンに合う特製おつまみとともに2時間20分
の小さな旅をお楽しみください。
◎定員：40名　◎料金：4,500円
◎受付14時20分～JR赤湯駅山形鉄道フ
ラワー長井線ホーム
◎運行時間：赤湯発14時35分→荒砥着15
時34分、荒砥発15時59分→赤湯着16時
51分

山形鉄道フラワー長
井線

山形鉄道株式会社
☎0238-88-2002

雪山トレッキング 3/1（日） 鮭川村

鮭川村でスノートレッキングを楽しもう！
◎参加料：4,000円
◎集合場所：鮭川村羽根沢温泉駐車場
◎時間：8時30分～13時

鮭川村内

さけがわ友遊C'Love
（鮭川村中央公民館
内）
☎0233-55-3051
☎090-2609-3051

朝日町雪山トレッキン
グ

3/1(日) 朝日町

ブナ林を抜けて、朝日連峰の大パノラマを
見に行こう！朝日山岳会員のガイドととも
に春の雪山を満喫できます。
◎参加料1,000円
※要予約

Ａｓａｈｉ自然観集合

雪まつり実行委員会
朝日町役場総合産業
課
☎0237-67-2113

斜平山カンカン渡り 3/1(日) 米沢市

米沢の西にそびえる斜平山のかた雪の中
トレッキング（方言でカンカン渡り）します。
市内はもちろん、栗子、吾妻、飯豊、朝
日、蔵王などの山々を一望でき、まんさく
の花やふきのとうの春の息吹も楽しめま
す。

愛宕コミュニティセン
ター～地蔵園～山頂
～地蔵園

山形雪文化マイス
ター　加藤真一
☎0238-28-1120

まちなか雛ミュージア
ム

3/1（日）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと交流センターあがらっしゃいを中
心に、毎年好評の人間雛や雛巡りまちあ
るきツアー、雛コンサートなどのイベントの
ほか、現代雛の展示も行います。

ふるさと交流センター
「あがらっしゃい」他町
内展示協力店・事業
所

雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

鶴岡雛物語
3/1（日）
～4/5（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。雛菓子づくりや各種体験イベントも開
催されます。また今年から、令和４年に迎
える酒井家入部４００年のプロローグとし
て、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、旧白
幡邸または庄名神社宝物殿へ入場後、そ
の場で「お姫様になりたいです」とお伝え
頂ければ、鶴岡雛物語関連施設で「お姫
様」と呼んでもらえる姫様缶バッチを先着
でプレゼントいたします。一生の思い出に
鶴岡でお姫様気分をお楽しみください。

荘内神社宝物殿や致
道博物館など、市内
各所

鶴岡市観光物産課
☎0235-25-2111

あつみ温泉
湯のまち人形めぐり

3/1（日）
～3/31（火）

鶴岡市

あつみ温泉街の各旅館・商店などでひな
人形を展示します。見学は無料です。
期間中は、集めて抽選会に参加できる人
形めぐりスタンプラリーや限定メニューが
あります。

あつみ温泉地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

春うらら、酒田雛街道
3/1（日）
～4/3（金）

酒田市
どんなお姿の雛さまに、出逢えるか。北前
船の寄港地・酒田湊に、一足早い春が訪
れます。

市内観光施設

酒田市観光物産協会
☎0234-24-2233
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

雛のみち・風流茶会
3/3（火）
やまでら雛のみち2/16
（日）～3/17（火）

山形市

先着100名様にお茶を振る舞います（無
料）。山寺門前町にもお雛様が展示されま
す。
◎時間：13時～

山寺芭蕉記念館
山寺観光協会
☎023-695-2816

純米大吟醸「藤島」新
酒試飲会

3/6(金) 鶴岡市

「藤島の酒を飲みたい」と思う有志が集い
誕生した純米大吟醸「藤島」は17作目を迎
えます。4月発売開始となるこの新酒のフ
ルーティーで鮮やかな香り、そしてしっかり
とした味わいを季節の肴とともに存分にお
楽しみください。
◎開会　18時30分
◎料金　5,000円(チケット前売制、2/29ま
で販売)

白藤ドライブイン（藤
浪五丁目）

鶴岡市藤島庁舎産業
建設課
☎0235-64-5811

幸生病送り 3/8（日） 寒河江市

無病息災の願を込め、のぼりを先頭に団
子木や鬼の絵を持ち、太鼓、笛の音にあ
わせ村を練り歩き疫病神を川に流す、幸
生地区に伝わる「百六十年の伝統行事」
です。一般の参加も可能です。
◎受付：9時～9時30分
◎参加料：500円(だんご木や納豆汁の振
る舞い)

幸生ふれあい友遊館
寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

国宝土偶講演会＆山
形県発掘調査速報会
2019

3/8（日） 山形県

秋に「国宝土偶展」を開催した長野県立歴
史館担当者より、国宝土偶２体を輩出した
中部日本の土偶文化や国宝「縄文の女
神」についてその魅力を紹介します。
また令和元年度に山形県内で発掘された
遺跡の調査成果を報告します。

山形県生涯学習セン
ター「遊学館」

山形県教育庁文化
財・生涯学習課
☎023-630-2879

黒森歌舞伎 酒田公演 3/8（日） 酒田市
280年以上もの間伝承されてきた農民歌
舞伎です。酒田公演は室内でご覧いただ
けます。

希望ホール
酒田市社会教育文化
課文化財係
☎0234-24-2994

人間国宝奥山峰石
「花器」展

3/14（土）
～7/6（月）

新庄市

人間国宝奥山峰石作品（収蔵作品）の中
から花器として製作された作品を展示しま
す
◎開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
◎休館日：火曜日（火曜日が祝日の場合
は翌日）

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

※積雪状況により、一部イベントの日程や内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天元台高原かんじき
雪上運動会

3/15(日) 米沢市

すべて「輪かんじき」を装着し、4種目（か
んじきタイムレース、かんじきスノーフラッ
グ、かんじきビルドタワー、かんじき綱引
き）の獲得ポイントで勝負します。優勝
チームにはアルブ天元台5名様無料宿泊
券（ご夕食米沢牛ステーキ付）をプレゼン
ト。他にも参加賞があります。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

人形石スノーシュート
レッキング

3/20（金・祝）
4/19(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時10分集合、13時40分
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）
※3日前17時まで要予約

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

第24回おおくら雪もの
がたり

3/21（土） 大蔵村

大蔵村冬の風物詩。冬の花火大会や幻
想雪回廊、巨大雪だるま『おおくら君26
世』のお目見えなど、盛りだくさん。甘酒や
玉こんにゃくのサービスほか、屋台の出店
など賑わいます。家族みんなで肘折温泉
へお越し下さい。

肘折いでゆ館前広場
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

「日本一美酒県　山
形」フェア

3/21(土)
3/22(日)

山形市

山形県内の酒蔵＆ワイナリーが大集合！
県産酒の試飲・販売はもちろん、山形なら
ではのグルメも多数取り揃え、美食・美酒
のやまがたを堪能していただけます。
試飲チケット（特典付き前売券）も販売中
です。詳しくは、「日本一美酒県山形ファン
クラブ」ホームページをご覧ください。
（https://bisyuken-yamagata.club/）

山形ビッグウイング
「日本一美酒県　山
形」フェア実行委員会
☎023-630-2542

第16回酒田海洋セン
ター企画展示

3/24(火)～未定 酒田市 未定 酒田海洋センター
山形県港湾事務所港
湾振興室
☎0234-26-5636

第22回玉庭ひなめぐ
り

3/28(土)
3/29(日) 川西町

玉庭で江戸時代から受け継がれてきたひ
な人形（古今雛・享保雛）を各民家及び施
設で遊覧します。併せてそれぞれの施設
でふるまう郷土料理をお楽しみください。
◎協力金：大人　1,500円、小・中学生
500円
大人のみ前売り券有（1,400円）
◎時間：9時～15時30分(受付14時まで)
※詳細は、川西町ホームページの「第２２
回玉庭ひなめぐり」記事をご覧ください。

川西町玉庭地区内

玉庭地区交流セン
ター四方山館
玉庭ひなめぐり実行
委員会
☎0238-48-2130

竜馬山登山 3/28（土） 金山町

竜馬山の物語に耳を傾けながら、早春の
竜馬山に和かんじきで登ります。
◎料金：1,000円　（中学生以上　10名ま
で）　おにぎり、入浴券つき
※天候により変更する場合があります。

金山町・竜馬山
遊学の森　木もれび
館
☎0233-64-3305

第24回おおくら雪ものがたり（大蔵村） 

第22回玉庭ひなめぐり（川西町） 
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●雛祭り・雛飾り関連(再掲)
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

結城豊太郎記念館
ふるさとのひなまつり

1/15（水)
～3/22（日)

南陽市

「ふるさとのひなまつり」と題し、市内各地
で大切に受け継がれてきた雛人形をはじ
め、市内在住の作家によるひなまつりを
テーマにした作品を展示します。

結城豊太郎記念館
結城豊太郎記念館
☎0238-43-6802

東根のひな飾り
①3/1（日）～3/15（日）
②1/20（月）～4/3（金）
③2/14（金）～4/3（金）

東根市

①東の杜
市内旧家に伝わる貴重な雛人形を展示し
ます。
②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。
③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」では雛人形の展示のほか、オリジナ
ル木札作り体験も予定しております。
※定休日は施設にお問い合わせくださ
い。

市内各所
東の杜
☎0237-48-7211

天童雛飾り
2/7（金）
～3/22（日）

天童市

豪華な衣装を身にまとった享保雛や古今
雛、押絵雛たちが天童市内各所に展示さ
れるほか、雛菓子づくり体験、紙芝居など
のイベントがあります。また、キャンペーン
期間中のスタンプラリーでは「天童温泉ペ
ア宿泊券」など素敵な賞品が抽選で当た
ります。

天童織田の里歴史館
(天童市立旧東村山郡
役所資料館）ほか

天童雛飾り実行委員
会（天童市商工観光
課内）
☎023-654-1111

おきたま雛回廊企画
「わたしもおひなさま」

2/7（金）
～2/9（日）

長井市

お雛様やお内裏様の衣装を着て、金屏風
の前で写真撮影ができます。対象は、幼
稚園児から小学校低学年のお子様です。
※無料・要予約
※時間：10時～16時30分

小桜館
小桜館
☎0238-88-9365

旧青山本邸ひなまつ
り

2/11（火・祝）
～4/5（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

第１会場
料亭　慈恩寺陣屋
3/1(日)～4/5(日)
第２会場
古澤酒造資料館
3/1(日)～5/6(水)
協賛会場
寒河江八幡宮参集殿
2/15(土)～4/5(日)

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河江
市には、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体以上が鑑賞できます。また「古澤酒
造」では古い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、試飲
コーナーも楽しめます。
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。

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(入場
無料、試飲コーナーあ
り)
寒河江八幡宮参集殿
(無料)

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

如月恋ひなまつり 2/15（土） 河北町

雪上宝探しや雪だま的あてゲームなどの
ミニゲーム、紅花関連の体験や温かい飲
食物の販売などを行います。西村山のゆ
るキャラ達も大集合しますので、ぜひ触れ
合ってください。
また、イルミネーションは2/1（土）～2/16
（日）まで点灯しております。また、イベント
当日と、イルミネーション点灯期間の17：
00～19：00は入館料無料ですので、ぜひ
お気軽に足をお運びください。

河北町紅花資料館
河北町紅花資料館
☎0237-73-3500

やまのべ雛人形展
2/15（土）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の時
代雛を多数展示しています。雛の特徴や
違いについてのガイドも可能です。ぜひお
楽しみください。

ふるさと資料館
雛飾り実行委員会
☎023-664-5033
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

城下町やまがた雛ま
つり

2/22（土)
～3/15(日）

山形市

時代雛から近代的なお雛様やつり雛を展
示している施設をめぐりながらの街歩きも
人気です。体験イベントや、プレゼントが
当たるスタンプラリーも楽しめます。

山形市中心市街地
山形市都市振興公社
☎023-631-0831

大石田雛人形展
2/22(土)
～4/5(日)

大石田町
江戸時代最上川舟運でもたらされた享保
雛、古今雛を展示いたします。

大石田町立歴史民俗
資料館

大石田町立歴史民俗
資料館
☎0237-35-3440

尾花沢のおひなさま
2/27(木)
～3/24(火)

尾花沢市
尾花沢に代々伝わる「お雛さま(古今雛･
享保雛･押し絵雛)」を展示します。

芭蕉、清風歴史資料
館(尾花沢市中町5番
36号)

芭蕉、清風歴史資料
館
☎0237-22-0104

２０２０旧柏倉九左衛
門家ひなまつり

3/1（日）
～3/8（日）

中山町

メイン会場の「旧柏倉九左衛門家住宅」は
2019年9月に国指定文化財に指定されま
した。最上川舟運によって上方よりもたら
された、雅な古今雛や享保雛が飾られ、
期間中は様々な催しが開催されます。

旧柏倉九左衛門家住
宅他

2020旧柏倉九左衛門
家ひなまつり実行委
員会
☎023-662-2235

まちなか雛ミュージア
ム

3/1（日）
～3/29（日）

山辺町

ふるさと交流センター「あがらっしゃい」を
中心に、毎年好評の人間雛や雛巡りまち
あるきツアー、雛コンサートなどのイベント
のほか、現代雛の展示も行います。

ふるさと交流センター
「あがらっしゃい」他町
内展示協力店・事業
所

雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

鶴岡雛物語
3/1（日）
～4/5（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。雛菓子づくりや各種体験イベントも開
催されます。また今年から、令和４年に迎
える酒井家入部４００年のプロローグとし
て、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、旧白
幡邸または庄名神社宝物殿へ入場後、そ
の場で「お姫様になりたいです」とお伝え
頂ければ、鶴岡雛物語関連施設で「お姫
様」と呼んでもらえる姫様缶バッチを先着
でプレゼントいたします。一生の思い出に
鶴岡でお姫様気分をお楽しみください。

荘内神社宝物殿や致
道博物館など、市内
各所

鶴岡市観光物産課
☎0235-25-2111

あつみ温泉
湯のまち人形めぐり

3/1（日）
～3/31（火）

鶴岡市

あつみ温泉街の各旅館・商店などでひな
人形を展示します。見学は無料です。
期間中は、集めて抽選会に参加できる人
形めぐりスタンプラリーや限定メニューが
あります。

あつみ温泉地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

春うらら、酒田雛街道
3/1（日）
～4/3（金）

酒田市
どんなお姿の雛さまに、出逢えるか。北前
船の寄港地・酒田湊に、一足早い春が訪
れます。

市内観光施設

酒田市観光物産協会
☎0234-24-2233
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

かみのやまの雛祭り

3/3（火）
～4月上旬予定
※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（火）～4/5（日）
蟹仙洞：3月上旬～4月上旬予定
武家屋敷「旧曽我部家」と古民家「楢下宿
山田屋」：3/20（金・祝）～3/29（日）※地
元ボランティアの方がお客様に湯茶接待
のおもてなしを行います。

上山城、蟹仙洞、武家
屋敷（旧曽我部家）、
楢下宿（山田屋）

上山市観光課
☎023-672-1111
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

雛のみち・風流茶会
3/3（火）
やまでら雛のみち2/16
（日）～3/17（火）

山形市

先着100名様にお茶を振る舞います（無
料）。山寺門前町にもお雛様が展示されま
す。
◎時間：13時～

山寺芭蕉記念館
山寺観光協会
☎023-695-2816

段々ロングなひなまつ
り

3/18（水)
～3/22(日)

村山市

ホールを囲むように設置された約50mの
雛壇に並んだおよそ5,000体の雛人形は
迫力満点です。匠の技が光る雛人形の
他、市内園児の可愛らしい手作り雛人形
もぜひご覧ください。

甑葉プラザ(甑葉ホー
ル)

村山市ひなまつり実
行委員会
☎0237-55-2111

18 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

大江のひなまつり
3/27（金）
～3/29（日）

大江町
最上川の舟運文化によってもたらされた
時代雛を、趣きのある建物の中で堪能す
ることができます。

大江町内５会場
大江のひなまつり実
行委員会
☎0237-62-2139

第22回玉庭ひなめぐ
り

3/28（土）
3/29（日) 川西町

玉庭で江戸時代から受け継がれてきたひ
な人形（古今雛・享保雛）を各民家及び施
設で遊覧します。併せてそれぞれの施設
でふるまう郷土料理をお楽しみください。
◎協力金：大人　1,500円、小・中学生
500円
大人のみ前売り券有（1,400円）
◎時間：9時～15時30分(受付14時まで)
※詳細は、川西町ホームページの「第２２
回玉庭ひなめぐり」記事をご覧ください。

川西町玉庭地区内

玉庭地区交流セン
ター四方山館
玉庭ひなめぐり実行
委員会
☎0238-48-2130

瀬見温泉 春の宴「ひ
なまつり」

3/29（日）
～4/5（日）

最上町

享保(きょうほ)雛(びな)や現代雛など、江
戸時代から現代までの時代を彩る人形が
飾られます。会場は華やかな雰囲気に包
まれています。
◎時間：10時～16時（最終日は午前中の
み）

瀬見公民館（旧瀬見
小学校）

瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123
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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

2/1（土）
18：00～
2/2（日）
14：00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 越谷アルファーズ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3647

プレステージ・インター
ナショナルアランマー
レ

2/1（土）
13：00～
2/2（日）
14：00～

V.LEAGUE
D2 2019-
20

VS 柏エンゼルクロス（2/1）
VS JAぎふリオレーナ（2/2）

酒田市国体記念体育
館

（株）プレステージ・イ
ンターナショナルアラ
ンマーレ事務局
☎0234-41-0724

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

2/15（土）
18：00～
2/16（日）
14：00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 広島ドラゴンフライズ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3648

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

2/22（土）
18：00～
2/23（日）
14：00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 群馬クレインサンダーズ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3649

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/7（土）
18:00～
3/8（日）
14:00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 群馬クレインサンダーズ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3647

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/14（土）
18：00～
3/15（日）
14：00～

B.LEAGUE
B2 2019-
20

VS 茨城ロボッツ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3647

モンテディオ山形
3/14（土）
14:00～

2020明治
安田生命
J2リーグ

VS レノファ山口FC
NDソフトスタジアム山
形

（株）モンテディオ山
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形
3/18（水）
19：00～

2020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

（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

ユアタウンコンサート
南陽公演

2/1（土）
15:00～

南陽市

＂世界一の木のホール＂開館5周年＆
ベートーヴェン生誕250周年記念コンサー
ト。
指揮：飯森 範親
ヴァイオリン：川井 郁子

シェルターなんよう
ホール

シェルターなんよう
ホール
☎0238-40-1222
山響チケットサービス
☎023-625-2204

第282回定期演奏会
2/15（土）19：00～
2/16（日）15：00～

山形市

山形と山響縁の若手を大胆に起用し、屈
指の実力を誇る山響アマデウスコアと共
にブルックナーを演奏します。前半は、山
響メンバーの独奏によるモーツァルトの慈
愛に満ちた曲をお届けします。

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-625-2204

親子ふれあいコン
サート

2/5（水）10：00～
2/6（木）10：30～

2/5朝日町
2/6新庄市

歌のお姉さん：吉野 直子
指揮：工藤 俊幸
管弦楽：山形交響楽団
・ディズニーの世界「ミッキーマウス・マー
チ」
・手遊び歌「手をたたきましょう」
・童謡「大きな栗の木の下で」
・久石 譲／さんぽ　ほか演奏予定。

2/5（水）朝日町エコ
ミュージアムコアセン
ター創遊館

2/6（木）新庄市民プラ
ザ

山響チケットサービス
☎023-616-6607

●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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チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

東北電力Presents
山形交響楽団ブラス
フェスタ山形

2/9（日）14：00～ 河北町

指揮：佐々木 新平
山形県内の吹奏楽部の中学・高校生と山
形交響楽団の共演。
延べ300万人の子どもたちに音楽を届け
てきた山響だからできる、次世代の音楽
家・音楽ファンを育成するブラスフェスタで
す。

河北町総合交流セン
ターサハトべに花　大
ホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

遊佐町合併65周年記
念　春待ちコンサート

2/29（土）14：00～ 遊佐町

指揮：飯森 範親
ヴァイオリン：荒井 里桜
・ベートーヴェン／「コリオラン」序曲 ハ短
調 作品62
・ベートーヴェン／交響曲 第3番 変ホ長
調「英雄」作品55　ほか演奏予定。

遊佐町生涯学習セン
ター

飯森範親＆山形交響
楽団 春待ちコン
サート実行委員会
（遊佐町生涯学習セ
ンター内）
☎0234-72-2236

第283回　定期演奏会
3/14（土）19：00～
3/15（日）15：00～

山形市

＂立ち上がるロマンティシズム＂世界
を翔る神尾真由子 チャイコフスキー
で魅せる！＆常任指揮者阪哲朗の
シューマン傑作交響曲。
※3/15(日)Ａ席(指定)は完売しまし
た。

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-625-2204

第28回　鶴岡公演 3/25（水）19：00～ 鶴岡市
ドイツの歌劇場で培った伝統が鶴岡の地
に！阪＆円熟の梯が奏でるドイツ・オース
トリア音楽の王道

荘銀タクト鶴岡（鶴岡
市文化会館）

山響チケットサービス
☎023-625-2204

開館記念コンサート
小曽根 真×山形交響
楽団

3/29（日）16：00～ 山形市

国際的に活躍を続けるジャズピアニスト・
小曽根真、地域に根ざした活動で県民に
愛されるオーケストラ・山形交響楽団が開
館記念を彩ります。
・モーツァルト／ピアノ協奏曲 第23番 イ長
調 K.488
・小曽根 真／ピアノ協奏曲「もがみ」(合唱
付き)　　ほか演奏予定。

やまぎん県民ホール
やまぎん県民ホール
☎023-664-2204
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