
●祭り
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
ふるさとひな祭り

1/13（水)～3/21(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

旧青山本邸ひなまつ
り

2/9(火)～4/4(日) 遊佐町

青山家が栄華を誇る頃に北前船で運ばれ
てきた雛人形や、遊佐町に古くからある雛
人形を展示しております。どうぞ、「庄内雛
街道」をお楽しみください。

旧青山本邸
旧青山本邸
☎0234-75-3145

寒河江雛まつり

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

寒河江市

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河江
には、江戸時代からの絢爛豪華な雛が
残っています。「料亭慈恩寺陣屋」では、
古今雛を中心に享保から現代まで逸品
400体以上、諸道具1,000点以上が展示さ
れます。
また「古澤酒造資料館」では歴史ある造り
酒屋で紅花商人でもあった古澤家の雛等
が展示されるほか、限定酒販売コーナー
もございます。
協賛会場の「寒河江八幡宮参集殿」では、
ひな飾りのルーツとも言われる「京都紫宸
殿飾り」をはじめ、時代ごとに展示された
雛が観賞できます。各会場共、新型コロナ
ウイルス感染症対策を実施しております。

料亭慈恩寺陣屋(大人
600円、中・高生400
円、小学生以下300
円)
古澤酒造資料館(無
料)、寒河江八幡宮参
集殿(無料)

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-85-1689

城下町やまがた雛ま
つり

2/20（土)～3/14(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

第38回新庄のひなま
つり展

2/20（土）～4/5（月） 新庄市

新庄藩主ゆかりの雛人形や国内最大級
の享保雛、雛道具などを展示します。
期間：2/20（土）～4/5（月）
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館）
休館日：火曜日、祝日の翌日（祝日の翌
日が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史セン
ター　2F展示室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

かみのやまの雛祭り
3/3（水）～4/4（日）
※各施設により開催日
は異なります。

上山市

上山市は古くからの城下町で、御殿雛、
享保雛などの由緒あるお雛様がご覧いた
だけます。
上山城：3/3（水）～4/4（日）
※創作人形やつまみ細工など市内外の
作家のみなさんが心を込めて作った作品
もあわせて展示されます。

楢下宿「山田屋」：2/27（土）～3/28（日）
（予定）

上山城、楢下宿「山田
屋」

上山市観光課
☎　023-672-1111
（内線190～193）

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839

天元台高原
SNOWフェスティバル

3/20(土) 米沢市

そりすべりや宝探し、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な
ど、子供から大人まで楽しめる様々なイベ
ントを開催します。フェスティバル限定のお
食事メニューも提供予定。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

コロナに負けない！金
山町で楽しくひな祭
り！

4/2（金）～4/3（土） 金山町

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

蔵史館
金山町観光協会（役
場産業課内）
☎0233-52-2111

中山河川公園桜まつ
り

4/9(金)～4/30(金)
※予定

遊佐町

中山河川公園の桜並木が開花している期
間中、桜まつりを開催します。ぼんぼり点
灯や鯉のぼり川渡しなどを行うほか、桜ま
つり初日にはオープニングイベントを開催
します!

遊佐町中山河川公園
遊佐鳥海観光協会
☎0234-72-5666

令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年３月・４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

酒田日和山公園桜ま
つり

4月上旬～下旬（予定） 酒田市
ソメイヨシノなど約400本の桜が次々と咲
き誇ります。

日和山公園
酒田市交流観光課観
光戦略係
☎0234-26-5759

円仁祭 4/14（水） 山形市
立石寺の開祖である円仁の誕生日と伝え
られる日に「世界平和の鐘」打鐘が開催さ
れます。

山寺宝珠山境内
山寺観光協会
☎023‐695‐2816

赤湯温泉桜まつり 4月中旬～5月上旬 南陽市

「日本さくら名所100選」の地に選出される
烏帽子山公園。ソメイヨシノやエドヒガンな
どが咲き誇り、夜はライトアップで幻想的
な雰囲気を醸し出します。

南陽市烏帽子山公園
桜まつり実行委員会
☎0238-40-2002（南
陽市観光協会）

舞鶴公園桜まつり
4月中旬～5月上旬（予
定）

酒田市
約100ｍに渡る桜並木32本を16基のライト
でライトアップします。

舞鶴公園
酒田市八幡総合支所
建設産業課
☎0234-64-3115

米沢上杉まつり 4/29(木)～5/3(月) 米沢市

米沢藩上杉家の家祖上杉謙信を祀る上
杉神社と、上杉景勝や直江兼続、上杉鷹
山などを合祀する松岬神社の春の例大祭
です。
◎4/29(木)：開幕祭
◎5/2(日)：武てい式
上杉謙信が出陣前に必ず行ったといわれ
ている出陣の儀式を再現します。
◎5/3(月)：上杉行列、川中島合戦
・上杉行列(御輿渡御、上杉軍団行列)
絢爛豪華な甲冑行列が市内を練り歩きま
す。
・川中島合戦
戦国史上最大の戦いといわれている上
杉・武田両軍の激突を再現します。甲冑
武者が入り乱れての戦闘シーンは迫力満
点です。
※社会情勢により内容や日程が変更とな
る場合があります。

伝国の杜周辺・松川
河川敷ほか

米沢上杉まつり実行
委員会
☎0238-22-9607

めざみ祭 4月末～5月初旬 飯豊町
毎年、5月のGW・お盆・秋にそれぞれ行

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

めざみの里観光物産
館

めざみの里観光物産
館
☎0238-86-3939
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●イベント 令 和 3 年 3 月 1 日

イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

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

たかはた風景街道
フォトコン

夏　7/1～9/30
秋　10/1～12/31
冬　1/1～3/31
春　4/1～6/30

高畠町

町内の「四季の風景」「未来に残したいと
思う風景」「おすすめの場所・モノ・イベン
ト」をテーマに、町の魅力を伝える写真を
Instagramで募集します。
優秀作品には季節賞・年間賞を贈呈！

高畠町
高畠町観光協会
☎0238-57-3844

いでは文化記念館企
画展
疫病退散～いにしえ
の祈りと願い～

8/1（土）～4/12（月） 鶴岡市

古来から、人々に火事や地震よりも恐れ
られていたのは疫病(伝染病)でした。羽黒
でも多くの伝承の中に疫病退散の祈りが
込められています。疫病に昔の人々がど
のように対峙していたのか、祈りの世界を
企画展示を通して探っていきます。
開館時間：9:00～16:30　休館日：火曜日

いでは文化記念館
いでは文化記念館
☎0235-62-4727

人間国宝・奥山峰石
作品展『四季を愛で
る』

11/28（土）～3/8（月） 新庄市

収蔵作品の中から、四季をテーマとする
作品を一堂に展示します。
期間：11/28（土）～3/8（月）
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史セン
ター　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

冬の金山は魅力が
いっぱい！スポーツの
後も神室を満喫しよ
う！

スキー場オープン期間
中

金山町

ホテル宿泊者はリフト料金が割引に！ま
た、リフト券を購入すると杉の香り漂う天
然温泉がなんと１００円で入ることができ
ます！

グリーンバレー神室ス
キー場

ホテルシェーネスハ
イム金山
☎0233-52-7761

最上峡芭蕉ライン観
光　こたつ舟

12/1（火）～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　10：50　12：50
乗船料金　大人2,500円　小学生1,250円
幼児無料
弁当1320円から（要予約）
ＵＲＬ　http://www/bif/co/jp/

最上峡芭蕉ライン観
光
戸沢村古口86-1

最上峡芭蕉ライン観
光
☎0233-72-2001

神室スキー場
レディースデー

毎週金曜日 金山町
毎週金曜日、女性は2時間券が500円で
購入できます！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

山形県最上町赤倉温
泉スキー場オープン

12/19（土）～ 最上町

林の中の非圧雪ゾーンを滑ることができ
るツリーランエリアや上級者向けのコース
が充実。
また、お子様の初めての雪遊び、ソリ滑
り、スキー滑走を十分にお楽しみいただけ
ます。

リフト運行時間　8：30～16：00

山形県最上町赤倉温
泉スキー場

最上町役場交流促進
課
☎0233-43-2262

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839

空色・暮色（そらいろ・
くれいろ）ウォーキング

（通年）
空色
集合9：50／スタート10：
00／終了12：00

暮色
集合13:50／スタート
14:00／終了16:00

上山市

クアオルト健康ウォーキングという健康に
気付きを与える話・体験ができるガイド付
きウォーキングです。
服装は歩きやすい格好・靴がおススメ。約
２時間。

【2021/1/4（月）～3/31（水）まで】
葉山温泉街裏手にある2.6kmの葉山コー
スを、専門ガイドがご案内します。コース
途中には「恋人の聖地」に選定された花
咲山展望台があり、市街地と蔵王連峰が
一望できます。

葉山温泉入口　店舗
「さんぽみち」前集合
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

羽黒山スキー場オー
プン

12/19(土)～ 鶴岡市
羽黒山バイパスの開通でアクセスしやすく
なりました。オープン日の12/19午後から
無料開放します。

羽黒山スキー場

休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎産業建設課
☎0235-26-8776

たらのきだいスキー場
オープン

12/19(土)～ 鶴岡市

壮大な景観とナイターを楽しめるスキー
場。日中は庄内平野と日本海を見渡す大
パノラマ、夜は鶴岡市街地の夜景が広が
る絶好のロケーションです。平日はナイ
ターのみの営業、土日祝・年末年始は終
日ご利用いただけます。

たらのきだいスキー場

たらのきだいスキー
場
☎0235-57-5470
☎0235-57-2115

上山市内スキー場
オープン

12/25（金）～ 上山市

ウィンタースポーツシーズン到来！スキー
やスノーボード、樹氷トレッキングなど冬
の上山を存分にお楽しみください！宿泊
はスキー場からも近いペンションがオスス
メです。
・蔵王ライザワールドスキー場：12/25
（金）～
・蔵王猿倉スキー場：12/25（金）～
※降雪状況により日程が変更になる場合
があります。

蔵王ライザワールドス
キー場

蔵王猿倉スキー場

蔵王ライザワールド
スキー場
☎023-679-2311
蔵王猿倉スキー場
☎023-679-2211

GoTo！
かみのやま樹氷昼号

【昼号】
12/26（土）～3/8（月）
10:15～15:00

上山市

かみのやま温泉観光案内所発着のツ
アー。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】
山形県のお土産が何でも揃う「ぐっと山形
（山形県観光物産会館）」にも立ち寄りま
すので、ショッピングもお楽しみいただけ
ます。
「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。

かみのやま温泉観光
案内所集合

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

天童高原スキー場
オープン

12/26（土）～ 天童市

天童高原スキー場は広々としたコースで、
お子様やビギナーの方も安心してウィン
タースポーツを満喫できます。オープン当
日はリフト無料開放ですので、是非お誘い
あわせの上、お越しください。

天童高原スキー場
ＮＰＯ天童高原
☎023-657-3628

米沢スキー場オープ
ン

12/26(土)～3/28（日）
予定

米沢市

様々なタイプのゲレンデ・コースが揃って
おり、子供から大人まで、初心者から上級
者までそれぞれの滑りを楽しむことができ
ます。ナイタースキーを楽しむことができ
るのも人気のポイントです。

米沢スキー場
米沢スキー場
☎0238-28-2511

「春を待つ善次郎の絵
画」展

1/4（月）～3/21（日） 新庄市

近岡善次郎画伯が愛した雪国の風土とそ
こに暮らす人々が待ち続ける春を描いた
作品を展示します。
期間：1/4（月）～3/21（日）
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館）
休館日：火曜日、祝日の翌日（祝日の翌
日が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史セン
ター1F洋画家 近岡善
次郎記念室

新庄ふるさと歴史セ
ンター
☎0233-22-2188

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①3/6～7、20～21
②シーズン中
③1/7～3/25までの毎
週木曜日

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。

蔵王温泉スキー場
蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328

赤倉温泉スキー場（最上町） 天童高原スキー場（天童市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第６回ドカ雪・大雪割
キャンペーン

1/7（木）～3/7（日） 大蔵村
気象庁の肘折アメダス計測情報に基づ
き、24時間降雪量が30㎝以上で翌日の宿
泊料や入浴料が割引きになります。

肘折温泉郷
大蔵村観光協会
☎0233-76-2211

東根のひな飾り
①1/9（土）～4/3（土）
②2/14（日）～4/3（土）
③3/1（月）～3/14（日）

東根市

①郷土料理 梅ヶ枝清水（めがすず）
由緒ある旧家を利用した、郷土料理「梅ヶ
枝清水」では、艶やかな雛人形をご覧いた
だきながら、手作りの郷土料理をお楽しみ
いただけます。
②壽屋寿香蔵 野守の宿（ぬもりのやど）
壽屋寿香蔵に隣接する古民家「野守の
宿」では雛人形を展示いたします。
③東の杜（ひがしのもり）
旧東の杜資料館が2019年に東根の観光
交流の一躍を担う「東の杜」としてリニュー
アル。ひな飾りの他に地域の歴史、民俗
資料が見学できます。杜のCAFÉでは地元
特産を使ったオリジナルメニューや数量限
定でひな飾りスイーツを味わえます。
※各会場とも数組限定入場となります。
※定休日は施設にお問い合わせくださ
い。

東根市内各所

梅ヶ枝清水（めがす
ず）
☎0237-42-0589
壽屋寿香蔵　野守の
宿（ぬもりのやど）
☎0120-42-0173
東の杜（ひがしのも
り）
☎0237-48-7211

神室スキー場スキー
子供の日

1/9（土）以降、毎月第2
土曜日

金山町
毎月第２土曜日は、高校生以下のリフト料
金が無料になります！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

蔵王中央高原かんじ
きスノーハイク

1/12（火）～3/7（日） 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

雪上遊覧圧雪車乗車
体験モニター

1/12(火)～3/31(水) 米沢市

パノラマ遊覧キャビンから米沢盆地を望む
高原エリア満喫ツアーの乗車体験。眺望
を楽しむほか、アニマルウォッチング＆
フットプリント探検も開催。
※要電話予約(参加当日9：00まで)
※集合・受付：イベントハウス(天元台ロー
プウェイ高原駅脇)
※集合時間：1便目9：40、2便目10：30、3
便目11：20
※参加料：500円(ソフトクリーム引換券付)

天元台高原
天元台高原
☎0238ｰ55-2236

どんでん平スノーパー
ク　OPEN

1/16（土）～3/7（日）ま
での毎週土・日・祝

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

白川荘で雪遊び 2月下旬～3月下旬まで 飯豊町

白川温泉白川荘では、スノーシュー（西洋
かんじき）、エアボード、スノーモービル、
雪板、かまくら、すべり台など、いろいろな
冬のアクティビティを楽しむことができま
す。コロナ禍でも安心して楽しめる冬の遊
びを、ぜひ満喫してください♪（事前電話
予約が必要です。）

白川温泉白川荘
白川温泉白川荘
☎０２３８－７７－２１
２４

肘折温泉「雪フォトコ
ンテスト2021」

1/29（金）～3/31（水） 大蔵村

スマートフォンアプリinstagram（インスタグ
ラム）で「＃肘折雪フォト」のタグをつけて、
冬の肘折温泉の魅力が伝わる画像を投
稿ください。

肘折温泉
大蔵村観光協会
☎0233-76-2211

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋　お雛さま展

2/2（火）～3/30（火） 白鷹町

江戸時代のひな人形を展示するほか、白
鷹町の特産品「深山和紙」を使用して製作
された、あたたかな風合いのひな人形を
展示します。また、「日本の紅（あか）をつ
くる町」白鷹町の特産品である紅花で染め
た着物も展示します。

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋

白鷹観光開発株式会
社
☎0238-85-5577

赤倉温泉スキー場（最上町） 天童高原スキー場（天童市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

天童雛飾り 2/5（金）～3/21（日） 天童市

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

雛のみち・風流茶会
3/7（日）13：00～
やまでら雛のみち2/20
（土）～3/21（日）

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。

山寺芭蕉記念館
山寺観光協会
☎023-695-2816

やまのべ雛人形展 2/28（日）～3/28（日） 山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の時
代雛を、そのお雛様がつくられた時代の
飾り方や小道具ひとつひとつにこだわりな
がら、村山地方らしい飾り方で展示してい
ます。※今年は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のためガイドは中止となります
のでご了承ください。

ふるさと資料館
雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

鶴岡雛物語 3/1（月）～4/4（日） 鶴岡市

城下町鶴岡で江戸時代より代々受け継が
れた雛人形や雛道具を、展示・公開しま
す。
また令和４年に迎える酒井家入部400年を
記念し、鶴岡姫様プロジェクトを開催いた
します。致道博物館、龍の湯、丙申堂、荘
内神社宝物殿へ入場後、希望者に、上記
施設で「お姫様」と呼んでもらえる姫様缶
バッチを先着でプレゼントいたします。一
生の思い出に鶴岡でお姫様気分をお楽し
みください。

荘内神社宝物殿や致
道博物館など、市内
各所

鶴岡市観光物産課
☎0235-25-2111

あつみ温泉
湯のまち人形めぐり

3/1（月）～31（水） 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

羽根沢温泉雛めぐり 3/3（水）～4/3（土） 鮭川村

美肌の湯と言われる「とろり」とした温泉に
癒された後は、お雛様をご覧ください。
参加無料
※日帰り入浴を希望される場合は別途日
帰り入浴料がかかります。

鮭川村羽根沢温泉

羽根沢温泉
・加登屋旅館
☎0233-55-2525
・紅葉館
☎0233-55-2081
・松葉荘
☎0233-55-2539

二兎社
『ザ・空気ver.3』

3/7（日）14:00開演 川西町

「メディアをめぐる空気」
シリーズ完結編！
前２作では描ききれなかったジャーナリズ
ムの「取材する権利」、「国民の知る権利」
に光を当て、ドキュメンタリータッチの人間
ドラマを展開します。

川西町フレンドリープ
ラザ

☎0238-46-3311

白川ダム湖岸公園ス
ノーシューハイク

3/7（日） 飯豊町
白川ダム湖の水没林のエリアを、スノー
シューで散策しませんか？ダム湖の上を
歩くことができる、冬限定の体験です。

白川ダム湖岸公園
飯豊町役場商工観光
課
☎0238-87-0523

人間国宝・奥山峰石
『文様・曲線が彩る』作
品展

3/13（土）～7/5（月） 新庄市

収蔵作品の中から、様々な文様と曲線に
より形成された作品を展示します。
期間：3/13（土）～7/5（月）
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

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

白川荘で雪遊び（飯豊町） どんでん平スノーパーク （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

春待ち市
3/13(土)～14(日)
10:00～16:00

川西町

温かく、和やかな交流がコンセプトの『春
待ち市』。人気料理店や菓子店、ハンドメ
イドのお店が多数出店します。
※本イベントは、新型コロナウイルス対策
を行った上で開催します。状況により、内
容変更または中止となる場合があります。

川西町フレンドリープ
ラザ

川西町観光協会
☎0238-54-1515

神室スキー場ホワイト
デーウィーク

3/14（日）～3/20（土） 金山町
ホワイトデーウィーク！神室スキー場来場
者に、日ごろの感謝を込めてチョコをプレ
ゼントします！

グリーンバレー神室ス
キー場

グリーンバレー神室
スキー場
☎0233-52-2240

天元台高原かんじき
雪上運動会

3/14(日) 米沢市

1チーム5名でエントリーし、「輪かんじき」
を装着して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。
※アルブ天元台受付9:30、リフトセンター
特設会場集合10:30
※エントリー料無料

天元台高原
天元台高原
☎0238ｰ55-2236

春待ちジャズライブ 3/14（日） 川西町

コロナウイルスとと闘う医療従事者支援コ
ンサート「春待ちジャズライブ」。
【出演】
・小山田和則クリンテットup!up!
・スターダスターズ
・うたかた
※支援募金にご協力ください。

川西町フレンドリープ
ラザ

☎0238-46-3311

第25回おおくら雪もの
がたり

3/20（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27
世』がお目見えします。

肘折いでゆ館前広場
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

人形石スノーシュート
レッキング

3/20(土)、
4/18(日)

米沢市

ガイドとともに、ツガの原生林と春の日差
しを感じながら、標高1,964ｍ中大巓(なか
だいてん)・人形石を歩くツアーです。
※アルブ天元台9:10集合、13:40解散
※参加料：4,000円(税込)ガイド料、ロープ
ウェイ・リフト往復料、保険料込み(スノー
シュー等レンタル別途あり)
※定員：20名(最少催行5名)
開催日3日前16:00まで要予約。

天元台高原
天元台高原
☎0238-55-2236

おらんだの長井検定
2021

3/21（日）10：30～11：
45

長井市

「おらんだの長井検定」は、長井市の魅力
あふれる歴史・文化・自然などに関する知
識を深め、市内の皆さんをはじめ、観光に
かかわる事業者や観光ガイドの方々に
「おもてなしの心」を高めていただくととも
に、長井市を訪れる観光客の皆様にも長
井を深く知っていただくことで「ながいファ
ン」を増やし、地域を元気にすることを目
的に実施します。
申込期限：3/14（日）
受験級：2級（中級）、3級（初級）
※申込時に選択してください。
出題形式：公式テキストブック（市ホーム
ページまたは長井商工会議所ホームペー
ジからダウンロード可）から50問出題。四
者択一式で70点以上合格。
詳しくはお問い合わせください

旧長井小学校第一校
舎（山形県長井市まま
の上5-3）

長井商工会議所
☎0238-84-5394

フレンドリークラシック
Vol.21

3/27（土） 川西町

春に響きわたる　金色の調べ
～トロンボーンとサックス～
【出演】
・松川儒（ピアノ）
・小池裕実（サクソフォン）
・加藤直明（トロンボーン）

川西町フレンドリープ
ラザ

☎0238-46-3311

白川荘で雪遊び（飯豊町） どんでん平スノーパーク （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

吉里吉里忌2021 4/10(土)～11(日) 川西町

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

川西町フレンドリープ
ラザ

吉里吉里忌実行委員
会
☎0238-46-3311

伊佐沢念仏踊 4/18（日） 長井市

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

伊佐沢小学校（長井
市上伊佐沢2027）

伊佐沢地区コミュニ
ティセンター
☎0238-88-2444

温海さくらマラソン大
会

4/18(日) 鶴岡市

あつみ温泉を主会場に、豊かな自然に恵
まれた温海地域を駆け抜けるマラソン大
会。温海川河畔の桜並木のなか、5km、
10km、21kmの各コースを走ります。
【東北6県、新潟県在住18歳以上（高校生
除く）対象】
※参加者の受付は終了しました。

温海地域内
温海さくらマラソン大
会実行委員会
☎070-6614-5030

さくらんぼ
観光果樹園オープン
式

4/22（木） 東根市

さくらんぼ生産量日本一、さくらんぼの王
様「佐藤錦」発祥の地、また、「東根さくら
んぼ」が地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録
されている本市において、温室さくらんぼ
園がオープン。
一足早く「さくらんぼ狩り」が楽しめます！

－
東根市観光物産協会
☎0237-41-1200

第2回山寺蔵王ウルト
ラマラソン

4/25（日）

山形市、上
山市、山辺
町、中山
町、寒河江
市、天童市

130km、100km、50kmというコース設定の
高難易度のマラソン大会。朝4時に山寺芭
蕉記念館をスタートし、林道から市街地ま
で、全国から集まる鍛え抜かれたランナー
420名が駆け抜けます。沿道からの応援
で、ランナーの背中を押してみませんか。
※大会参加エントリーは締め切りました。

コース・大会スケ
ジュール詳細は、大会
ホームページをご覧く
ださい。

山寺・蔵王ウルトラマ
ラソン実行委員会（山
寺観光協会）
☎023‐695‐2816

源流の森OPEN 4/29（木）～11/30（火） 飯豊町

今年もやってきました源流の森OPEN。自
然と遊べるプログラムがいっぱいです！
残雪の春から木々が真っ赤に染まる紅葉
の秋まで、大自然のすべてを体いっぱい
に吸い込もう♪

源流の森センター
源流の森センター
☎0238-77-2077

玉簾の滝ライトアップ
4/29(木)～5/5(水)
（予定）

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

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

肘折温泉　名物朝市 4月下旬～11月下旬 大蔵村

春から降雪期まで温泉街には、山菜や野
菜などその季節の旬の味覚とともに、朝
市のお母さんたちとの会話を楽しみに訪
れる方々も多く、肘折温泉の名物となって
います。

肘折温泉街
肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

駅からサイクリング
4月下旬
日程変更有

高畠町

高畠駅を起点に、町内の景色を楽しみな
がらサイクリングします。町の観光地に設
置される休憩所では、町自慢の秋の味覚
を存分に楽しむことができます。

高畠駅等
高畠町役場商工観光
課
☎0238-52-4482

ま ほ ろ ば 緑 道 ラ イ ト
アップ（仮）

4月下旬
日程変更有

高畠町

昭和49年に廃止になった地方電鉄跡地で
あるまほろばの緑道は、春には700本の
桜が鮮やかに咲き、桜のトンネルをつくり
ます。
その桜並木をライトアップし、日中とは違っ
た夜桜のトンネルを作り上げます。
※2021年初開催

高畠駅等
高畠町役場商工観光
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

TAKAHATA
ILLUMINATION（仮）

4月下旬
日程変更有

高畠町

2020秋に大反響だった、安久津八幡神社
一帯のライトアップイベントを、2021年は
桜と菜の花がきれいな春に開催します。
三重の塔・桜・菜の花・池等複数の色が織
りなす幻想的な景色をお楽しみください。

古の里歴史公園
高畠町役場商工観光
課
☎0238-52-4482
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令 和 3 年 3 月 1 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/6（土）18:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 仙台89ERS 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

3/7（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 仙台89ERS 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

3/13（土）18:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 越谷アルファーズ
三友エンジニア体育
文化センター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/14（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 越谷アルファーズ
三友エンジニア体育
文化センター

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/20（土）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 愛媛オレンジバイキングス 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

3/21（日）14:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 愛媛オレンジバイキングス 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 3/21（日）14:00～
2021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

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

3/27（土）17:00～
B.LEAGUE
2020-21

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

3/28（日）12:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 青森ワッツ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 3/28（日）14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ファジアーノ岡山
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/10（土）17:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 茨城ロボッツ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/11（日）12:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS 茨城ロボッツ 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

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

VS アルビレックス新潟
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 4/21（水）19：00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS V・ファーレン長崎
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

●プロスポーツ試合情報(県内版)
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パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/24（土）17:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS アースフレンズ東京Z 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/25（日）12:00～
B.LEAGUE
2020-21

VS アースフレンズ東京Z 山形県総合運動公園
(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 4/25（日）14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ジュビロ磐田
NDソフトスタジアム山
形

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

山響ホリデーコンサー
ト in かみのやま

3/7（日）15：00～ 上山市
指揮　佐々木　新平
管弦楽　山形交響楽団

三友エンジニア体育
文化センター「エコー
ホール」

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第291回 定期演奏会
3/13（土）19：00～
3/14（日）15：00～

山形市
指揮　飯森　範親
ピアノ　三原　未紗子

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

山形交響楽団サンク
スコンサート2021

3/18（木）19:00～ 天童市
指揮　阪　哲朗
管弦楽　山形交響楽団

天童市市民文化会館
山響チケットサービス
☎023-616-6607

第29回 鶴岡公演 3/30（火）19：00～ 鶴岡市
指揮　阪　哲朗
ピアノ　牛田　智大

荘銀タクト鶴岡(鶴岡
市文化会館) 大ホー
ル

山響チケットサービス
☎023-616-6607

新国立劇場バレエ団
「白鳥の湖」

4/10（土）13:30～
(12:45開場)
※2020/4/4延期公演

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

やまぎん県民ホール
大ホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

第292回 定期演奏会

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

山形市
指揮　鈴木　優人
チェロ　佐藤　晴真

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

 ドラゴンクエストの世
界 ～やまぎんホール
～

4/29（木・祝）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　大井　剛史
管弦楽　山形交響楽団

やまぎん県民ホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

●山形交響楽団演奏会(県内版)
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