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旧阿部家ひなまつり

3/1（水）～

5/7（日）

酒田市

庄内のあちこちから寄贈された雛人形が、

約600体飾られています。江戸時代末期から

戦後にかけて作られた、昔ながらの土人形

が奥座敷に並び、春のひなまつりの時期を

華やかに彩ります。

旧阿部家

旧阿部家

☎0234-54-2776

寒河江雛まつり

3/3（金）～

5/7（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の逸品400体以

上が鑑賞できます。他に、五月人形や博多

人形等もご覧いただけます。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、利き酒も

楽しめます。

第1会場・料亭慈恩寺

陣屋（大人600円）第2

会場・古澤酒造資料館

（入場無料・試飲コー

ナー有）

寒河江市さくらんぼ

観光課

☎0237-86-2111

3/3（金）～

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。3月18日（土）～3月26日（日）は、
上山市観光課
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「山形日和。」花回廊

キャンペーン

3/1（水）～

7/9（日）

これまで置賜地域を中心に10年間実施してきた「やまがた花回廊キャンペーン」を全県に拡大し、

新たに「山形日和。」花回廊キャンペーンとして開催します。歴史と伝統の「雛まつり」、桜・ア

ヤメ・バラ・ツツジ・紅花などの旬の花巡り、ブナや巨木の新緑、といった様々なテーマを設定し

てキャンペーンを展開します。期間中は、咲き競う花々をメインに季節の行事や美しい自然を織り

交ぜ、県内各地で華やかなお祭りや楽しいイベントを開催します。早春から初夏にかけての山形を

感じに、ぜひお出かけください。

詳しくは、「やまがたへの旅」ホームページ（http://yamagatakanko.com/）又はやまがた観光情

報センター（☎023-647-2333）へ

かみのやまの雛祭り

3/3（金）～

4/30（日）

※各施設により

開催日は異なり

ます。

上山市

ます。3月18日（土）～3月26日（日）は、

武家屋敷「旧曽我部家」と古民家「楢下宿

山田屋」で、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。少

し早い上山の春を「雛めぐり」をしながら

お楽しみください。

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

赤湯温泉桜まつり

4/14（金）～

5/7（日）

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

（南陽市観光協会

内）

☎0238-40-2002

さがえ春花物語

桜まつり

4/14（金）～

4/30（日）

寒河江市

桜の見頃に合わせて「桜まつり」を行いま

す。園内には、さくらの丘や野球場周辺な

ど桜の名所が多く、日本三大桜の2世桜もあ

り、多くの花見客で賑わいます。鮮やかに

咲き乱れる約1000本の桜は圧巻。期間中は

桜の茶店やライトアップも実施します。

4/23（日）のイベントデーには「さくらの

丘の写真館」や「さくらの茶会」なども開

かれます。

寒河江公園

さくらの丘

寒河江市さくらんぼ

観光課

☎0237-86-2111

上山市 かみのやまの雛祭り
遊佐町 中山河川公園桜まつり
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釜の越・薬師さくらま

つり

4/14（金）～

4/30（日）

白鷹町

県指定の天然記念物「釜ノ越サクラ」周辺

を会場に、さくらまつりを開催します。地

元の漬物や銘菓、日本酒、玉こんにゃくな

ど美味しいものがたくさんあるほか、開花

期間中の土日には楽しいイベントも予定し

ています。遊歩道を歩いて樹齢1200年の薬

師ザクラもすぐご覧いただけます。町内各

地に点在する5本の古典桜と併せて白鷹の春

を満喫してください。

釜の越農村公園

釜の越・薬師さくら

まつり実行委員会

☎0238-86-0086

中山河川公園桜まつり

4/14（金）～

5/1（月）

遊佐町

期間中はぼんぼりの夜間点灯や鯉のぼりの

川渡しを実施します。また、初日にはオー

プニングとして甘酒のふるまいがありま

す。

遊佐町中山地区

遊佐鳥海観光協会

☎0234-72-5666

キラリかたくりまつり 4月下旬 鶴岡市

春を感じる可憐な薄紫の花です。面積1haを

誇るかたくり園です。

温海川地区内

出羽街道 路乃茶屋

「キラリ」

☎0235-47-2588

第45回真室川梅まつり

4/22（土）～

5/7（日）

真室川町

真室川町に春の訪れを告げるイベントで

す。400本の梅の花が見ごろを迎え、5月3日

の「観梅会」では真室川音頭や郷土芸能な

どのステージイベントも開催。

真室川公園

真室川梅まつり実行

委員会

☎0233-62-2111

米沢藩上杉家の家祖上杉謙信を祀る上杉神

最上町 もがみ桜まつり

米沢上杉まつり

4/29（土）～

5/3（水）

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：開幕祭

（民踊流し11:00～13:00）

（ステージイベント9:30～17:00）

5/2：武てい式18:30～

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：上杉行列、川中島合戦

上杉行列（御輿渡御9：30～、上杉軍団行列

10：40～）

総勢千数百人の絢爛豪華な甲冑行列が市内

を練り歩きます。

川中島合戦14:00～

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。約800名もの

甲冑武者が入り乱れての戦闘シーンは迫力

満点です。

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

新庄カド焼きまつり

4/29（土）～

5/5（金）

新庄市

旬を迎えた新庄名物・カド（ニシン）を

たっぷりと味わえる春の風物詩。濠端の約

300本の見頃の桜とともに春の訪れを祝いま

す。炭火で焼いた大型のカドは脂が乗って

食べごたえ十分です。カド美食大会や歌謡

ショーも開催されます。

最上公園特設会場

新庄観光協会

☎0233-22-2340

ヤナ開きまつり

4/29（土）～

5/7（日）

白鷹町

日本一の規模を誇るヤナ場。そのヤナ場の

豊漁と安全を祈願する「ヤナ開きまつり」

が開催されます。最上川の上空を約200匹の

鯉のぼりが春風に泳ぎます。川魚のつかみ

どりなど楽しいイベントが盛りだくさんで

す。

道の駅白鷹ヤナ公園

あゆ茶屋

道の駅白鷹ヤナ公園

あゆ茶屋

☎0238-85-5577

めざみ祭

4/29（土）～

5/7（日）

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！

（春編）

めざみの里観光物産館

めざみの里観光物産

館

☎0238-86-3939

しゃりん山菜まつり

4/29（土）

4/30（日）

5/3（水）～

5/5（金）

鶴岡市

旬の山菜を中心に春の地元の農産物を直売

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
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もがみ桜まつり2017 4/30（日） 最上町

恒例のジョギング大会をはじめ、山形のご

当地タレント「ミッチーチェン」や「MC

GATA」によるスペシャルライブ、抽選会な

ど様々なイベント企画の他、美味しい食べ

物の出店や特産物の販売もあるイベント盛

りだくさんのお祭りです。同会場にて「も

がみ肉牛まつり」も行います。

愛宕山周辺・最上町役

場駐車場

もがみ南部商工会最

上事務所

☎0233-43-2184

春のカド焼きまつり 4/30（日） 戸沢村

最上地域でよく食べられるカドを戸沢村で

も食べることができます。

野口温泉

ぽんぽ館

ぽんぽ館

☎0233-72-3600

葉山市民荘オープン

5/1（月）～

10/20（金）

寒河江市

古くは出羽三山の一つであり、今も自然豊

かな信仰の山「葉山」。葉山市民荘は登

山、サイクリング、散策の基地としてご利

用いただける無料の日帰り休養施設です。

入口には名水として名高い「長命水」が湧

き出ています。

開館　8:30～17:00（7・8月は18時まで）

葉山市民荘

寒河江市さくらんぼ

観光課

☎0237-86-2111

葉山市民荘

☎0237-87-5038

第19回天童つつじ祭り

5/1（月）～

5/21（日）

天童市

期間中は、つつじのライトアップや地元商

店街によるイベントなどが行われます。

舞鶴山つつじ公園

天童市経済部商工観

光課

☎023-654-1111

上山城（おしろ）まつ

り

5/3（水）～

5/5（金）

上山市

かつて「羽州の名城」と呼ばれた上山城

で、ゴールデンウィークにお祭りを開催し

ます。伝統芸能のお披露目やステージイベ

ント、甲冑武者体験など、家族で楽しめる

内容が盛りだくさんです。

(公財)上山城郷土資料

館

(公財)上山城郷土資

料館

☎023-673-3660

第48回 尾花沢徳良湖

まつり

5/3（水）～

5/5（金）

尾花沢市

花笠踊り発祥の地「徳良湖」で、春のイベ

ント「徳良湖まつり」が開催されます。本

場の花笠踊りの披露や体験コーナー、親子

丸太切り大会やグラウンド･ゴルフ大会な

ど、子供から大人まで楽しめるイベントが

盛り沢山です。

尾花沢市徳良湖周辺

尾花沢市四大まつり

実行委員会 徳良湖

まつり部会(尾花沢

市観光物産協会内)

☎0237-23-4567

山辺町三社祭典 5/3（水） 山辺町

天満神社、諏訪神社、愛宕神社の合同祭

典。白装束の氏子が神輿を担ぎ、きらびや

かな衣装をまとった稚子の行列が町中を練

り歩きます。

山辺町中心部

山辺町観光協会

☎023-667-1106

むらさきの里カタクリ

まつり

5/3（水） 金山町

ブナ林のカタクリを楽しみながら、野鳥や

動植物のウォッチングや野鳥の模型作りを

します。カタクリの里では、オカリナコン

サートもあります。午後から、ほだ木にき

のこ菌を打ちます。※植菌したほだ木90㎝

（ナメコ、シイタケ）は1本持ち帰れます。

（山菜バイキング・入浴券付）

むらさきの里・

遊学の森周辺

遊学の森

「木もれび館」

☎0233-64-3305

安久津八幡神社春まつ

り

5/3（水） 高畠町

農作業の安全と五穀豊穣を祈願して「倭

舞」と「田植舞」が巫女により気品高く、

古式豊かに舞われます。

安久津八幡神社

安久津八幡神社

☎0238-52-5990

ひろすけ子ども祭

5/3（水）～

5/5（金）

高畠町

浜田広介の童話にまつわる楽しいイベント

や中庭での縁日コーナーをお楽しみくださ

い。

浜田広介記念館

浜田広介記念館

☎0238-52-3838

飯豊町 めざみ祭 尾花沢市 尾花沢徳良湖まつり
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高畠ワイナリースプリ

ングフェスタ2017

5/3（水）～

5/5（金）

高畠町

小さなお子さんから大人まで楽しめるパ

フォーマンスショーや音楽ライブが連日開

催されます。

高畠ワイナリー

高畠ワイン㈱

☎0238-57-4800

第28回おぐに石楠花ま

つり

5/3（水）～

5/7（日）

小国町

たくさんの石楠花で小国の春を彩る、おぐ

に石楠花まつり。連日、石楠花の育成相談

や植替講習会が行われます。小国町のおい

しさが詰まった特産品販売やまつりを盛り

上げる賑やかな出店が並ぶ、小国町最大級

のイベントです。

道の駅「白い森おぐ

に」

おぐに石楠花まつり

実行委員会

☎0238-62-2416

春日神社例大祭 5/3（水） 鶴岡市

黒川能 式三番、能二番、狂言一番が奉仕

されます。

春日神社

王祇会館

☎0235-57-5310

小玉川熊まつり 5/4（木） 小国町

飯豊連峰の麓、小玉川地区では狩猟生活を

送るマタギが、熊の霊を慰め、山の神のご

加護に感謝する『熊まつり』の儀式が、300

年余にわたって受け継がれています。マタ

ギが実演する「熊狩模擬実演」や熊を追う

「勢子」に扮して声の大きさを競う「勢子

大会」等が行われます。

国民宿舎飯豊梅花皮荘

脇広場

小国町観光協会

☎0238-62-2416

鼠ヶ関大漁旗フェス

ティバル

5/4（木） 鶴岡市

漁師による鮮魚の販売、漁船クルージング

（人数制限あり）、辧天太鼓、魚のつかみ

どり（小学生限定）、屋台コーナーなど。

大変混み合うため駐車場は誘導に従ってく

ださい。

鼠ヶ関港

県漁協念珠関支所

☎0235-44-2100

スプリングフェスティ

バル

5/5（金） 山形市

こどもの日にちなみ、子どもたちに人気の

「はたらく車」が大集合します。「がんば

る車大集合」も同時開催！

見て、ふれて、楽しもう！！

山形市十日町角からナ

ナ・ビーンズまで

スプリングフェス

ティバル実行委員会

（山形商工会議所

内）

☎023-634-0762

がんばる車大集合実

行委員会（山形コ

ミュニティ放送内）

☎023-622-4666

えき・まちこどもフェ

スタ2017

5/5（金） 川西町

ＪＲ米坂線羽前小松駅前を会場に、子ども

たちが楽しめるコンサートやクイズが開催

されます。

ＪＲ米坂線羽前小松駅

前～小松まちなか

えき・まちネットこ

まつ

☎0238-42-2533

春の鳥海高原まつり 5/5（金） 酒田市

春の鳥海高原まつりを鳥海山の麓、鳥海高

原家族旅行村で開催します。餅つきやクラ

フトフェア、宝探しなどのこどもの日特別

企画が目白押しのまつりです。

鳥海高原家族旅行村

鳥海高原家族旅行村

☎0234-64-4111

第35回菜の花まつり 5/5（金） 三川町

こどもの日恒例の祭りを今年も開催しま

す。満開の菜の花の中、スマートフォンを

使ったスタンプラリーゲーム「三川へGO」

やダンスフェスタ、特産品・物産販売な

ど、たっぷり楽しめるイベントをご用意し

ます。

三川町いろり火の里周

辺

なの花まつり実行委

員会（三川町観光協

会内）

☎0235-66-4656

まるごと体験しな織の

里関川　山菜まつり

5/7（日） 鶴岡市

しなの木の保育活動（草刈り、施肥な

ど）、山菜収穫体験、天ぷら調理、山菜の

アク抜き体験。※当日の天候や山菜の生育

状況によって内容が変わる場合がありま

す。

関川しな織センター、

関川しなの木の森他

関川自治会

☎0235-47-2502

しゃりん早田もうそう

まつり

5/7（日） 鶴岡市

地元早田地区の生産者と共催で旬の逸品

「早田の朝掘り孟宗」をもうそう汁にして

提供。「もうそうの刺身」も試食で提供予

定。生孟宗や山菜を直売。

道の駅「あつみ」しゃ

りん

道の駅「あつみ」

しゃりん

☎0235-44-3211

●イベント●イベント●イベント●イベント

イベント名イベント名イベント名イベント名 日　　程日　　程日　　程日　　程 市町村市町村市町村市町村 概　　　要概　　　要概　　　要概　　　要 場　　所場　　所場　　所場　　所 問合わせ問合わせ問合わせ問合わせ

あつみ温泉朝市

4/1（土）～

11/30（木）

鶴岡市

期間中毎朝開催（5:30～8:30）。温海の特

産品、民芸品等の販売。

あつみ温泉朝市広場

あつみ観光協会

☎0235-43-3547
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5月人形展

4/11（火）～

6/10（土）

河北町

端午の飾りとして江戸時代中期から飾られ

るようになった五月人形。武者人形など、

河北町内の旧家で代々大切に保存されてき

た勇壮な人形をご鑑賞ください。

紅花資料館

（一社）河北町観光

協会

☎0237-72-3787

松が岬公園桜ライト

アップ

4月中旬～

5月上旬（予定）

米沢市

米沢の桜の名所である松が岬公園の桜をラ

イトアップします。夜桜鑑賞にお越し下さ

い。

米沢市松が岬公園

米沢市都市整備課

☎0238-22-5111

月山あさひ博物村

かたくり園開園

4月中旬～

4月下旬

鶴岡市

里山に春を告げるかたくりの花が咲き乱れ

ます。

道の駅「月山」・月山

あさひ博物村

月山あさひ振興公社

☎0235-53-2111

名物朝市

4/20（木）～

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

下田沢かたくり園開園

4月下旬～

5月上旬

鶴岡市

県内でも有数の広さを誇るかたくり園。里

山に春を告げるかたくりの花が咲き乱れま

す。開園時には、のぼり旗を立てておりま

すので、目印にしてお越しください。

下田沢かたくり園

朝日庁舎産業課

☎0235-53-2111

山辺町 県民の森オープニングイベント大蔵村 名物朝市 最上町 もがみ桜まつりライトアップ

あつみ温泉体験工房

「遊ったりや」

4/22（土）～

11/26（日）

鶴岡市

期間中の土・日・祝日に開店（10：00～

16：30）。これ以外でも予約があれば開店

しますのでご相談ください。しな織のしお

り・ハーブせっけん・ビーズストラップ作

り、しな織などの展示・販売等。

あつみ温泉「遊ったり

や」

出羽商工会温海支所

☎0235-43-2411

もがみ桜まつり 2017

～ライトアップ～

4/24（月）～

5/5（金）予定

最上町

ソメイヨシノや山桜が咲き誇る愛宕山。期

間中、ライトアップを実施し、幻想的な雰

囲気が楽しめます。

【時間】19:00～21:00頃まで

最上町 愛宕山

もがみ南部商工会最

上事務所

☎0233-43-2184

樹齢200年の古木種ま

き桜と山菜採りも楽し

める中世の道を歩く

4/29（土） 村山市

樹齢200年といわれている種まき桜を眺め、

こしあぶらやタラの芽などの山菜採りも楽

しめます。美人の湯といわれているお風呂

につかります。

要予約。（申込締切日：4/21（金））

村山駅東口集合

（一社）村山市観光

物産協会

☎0237-53-1351

県民の森オープニング

イベント

4/29（土） 山辺町

森林散策や青空クラフト教室など楽しいイ

ベントいっぱい。ほかにも、ミニＳＬの体

験乗車や丸太切り体験、緑のプレゼントな

どを行います。

森林学習展示館

森林学習展示館

☎023-666-2116

春のかねやまを楽しも

う

4/29（土） 金山町

ゴールデンウィークを中心に、金山町の中

心街で行われるミニフェスティバル。お茶

会、青空市など、楽しい企画を予定してい

ます。

金山町

マルコの蔵前広場

金山町観光協会

☎0233-52-2111

ゴールデンウィーク物

産市

4/29（土）～

5/7（日）

戸沢村

道の駅とざわ（高麗館）にて物産市を開催

します。戸沢村の物産や高麗館ならではの

韓国料理なども出店します。

道の駅とざわ

高麗館

高麗館

☎0233-72-3303

赤ちゃんの手形をつく

ろう

4/29（土）～

5/7（日）

高畠町

粘土でかわいいお子さんの手形を作る期間

限定のイベントです。（5/1～2はありませ

ん）

山形県立考古資料館

山形県立考古資料館

☎0238-52-2585
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安久津八幡神社三重塔

ライトアップ

4/29（土）～

5/5（金）

高畠町

安久津八幡神社三重塔がライトアップさ

れ、幻想的な光景に。時間は、19:00～

21:00。

安久津八幡神社

高畠町産業経済課

☎0238-52-4482

源流の森ＯＰＥＮ 4/29（土） 飯豊町

4つの常設プログラム（森林教室、冒険教

室、クラフト教室、陶芸教室）をご用意し

ております。大自然の中で、心も体もリフ

レッシュ！

源流の森センター

源流の森センター

☎0238-77-2077

子ども無料キャンペー

ン（GW）

4/29（土）～

5/7（日）

酒田市

保護者が同伴する子ども（小学生・幼児）

は定期船とびしま運賃が無料となります。

また、この期間中は、鳥海山・飛島ジオ

パークの認定ガイドが、飛島の魅力をたっ

ぷりご案内します。

酒田市船場町二丁目5

番6号

酒田市定期航路事業

所

☎0234-22-3911

残雪とブナ林トレッキ

ング

5月～6月 西川町

白神山地に引けをとらないブナの原生林が

広がり、5月から6月は残雪とブナの新緑の

素晴らしい風景を見ることができます。山

形県立自然博物園では9:30～と13:30～の2

回、無料でガイドが園内を案内します。

西川町志津

山形県立自然博物園

☎0237-75-2010

観光わらび園オープン 5月上旬～ 南陽市

市内に2か所の観光わらび園があります。

春の訪れを告げる山菜わらび狩りをお楽し

みください。

小滝わらび園

荻観光わらび園

南陽市商工観光課

☎0238-40-3211

松山藩荻野流砲術演武

5/1（月）

11:00～

酒田市(松

山地域)

荻野流砲術の礼式作法を基本とした演武が

行われます。演武中は迫力満点の轟音が響

き渡ります。

松山歴史公園多目的広

場

松山地域観光物産事

業実行委員会事務局

松山総合支所建設産

業課

☎0234-62-2611

中山神社祭典武者行列

5/1（月）

13:00～16:00

酒田市(松

山地域)

毎年5月1日に挙行され、藩政時代を偲ばせ

る行事です。松山藩酒井氏が徳川家康の嫡

男松平三郎信康と藩祖酒井忠次を祀るため

中山神社を創始し、その祭典で神輿を警護

するために武者行列が行われるようになっ

たといわれています。約100名で4kmほどを

中山神社～松山歴史公

園(大手門)～松嶺地域

松山地域観光物産事

業実行委員会事務局

松山総合支所建設産

業課

☎0234-62-2611
たといわれています。約100名で4kmほどを

巡行し、途中の大手門前が一番の見どころ

です。

☎0234-62-2611

第41回全国花笠マラソ

ン大会

5/3（水） 尾花沢市

個人の部･ファミリーの部・ウォーキングの

部があります。マラソンは徳良湖を周回す

るコース、ウォーキングは尾花沢市体育館

からエイドステーションまでのコースにな

ります。エイドステーション「ねまるエイ

ド」には尾花沢の漬け物やお菓子をご用意

いたします。徳良湖を眺めながら、尾花沢

の味覚を満喫できます。

尾花沢市徳良湖畔

全国花笠マラソン大

会事務局(尾花沢市

教育委員会 社会教

育課内)

☎0237-22-1111㈹

両所田植踊り 5/3（水） 河北町

毎年5月3日の両所神社の例大祭に披露され

ます。弥十郎系と言われる両所田植踊り

は、250年ほど前から伝えられ、ユーモラス

な表情の大きなお面をつけるのが特徴で

す。

西里両所

河北町商工観光課

☎0237-73-5162

押切植踊り 5/3（水） 河北町

毎年5月3日、子どもたちが江戸時代の初め

から地域に伝わる花笠舞である、でで棒系

の押切田植え踊りを披露します。

谷地押切

河北町商工観光課

☎0237-73-5162

尾花沢市 全国花笠マラソン大会

鮭川村 エコパークオープン記念

もちつき大会

6



としょかん

こども★フェスタ

5/3（水）～

5/5（金）

新庄市

子どもの読書週間のイベント。ゴールデン

ウィーク3日間いつでも楽しめる企画が盛り

だくさんです。（子どもの本リサイクル

フェア・お楽しみ袋・ライブラリー・シア

ターなど）

詳しい日程は新庄市立図書館まで。

新庄市立図書館

新庄市立図書館

☎0233-22-2189

安全祈願祭・エコパー

クオープン記念餅つき

大会

5/3（水） 鮭川村

毎年GWに観光事業・エコパークの一年間の

安全を祈願して餅つき大会を開催していま

す。自分でついた餅は味も格別。

鮭川村エコパーク

鮭川村観光協会（役

場 むらづくり推進

課内）

☎0233-55-2111

ギフチョウ属観察会

5/3（火）

（予定)

鮭川村

村指定天然記念物であるギフチョウ・ヒメ

ギフチョウの生態、食草等について学習

し、保護、保全の仕方について考える観察

会です。

鮭川村内

(牛潜・真木・山の

神・木の根坂地区)

鮭川村中央公民館

☎0233-55-3051

ふれあい市

5/3（水）～

5/5（金）

高畠町

ご家族で楽しんでいただける素敵なイベン

ト・企画でお待ちしております。

よねおりかんこうセン

ター

よねおりかんこうセ

ンター

☎0238-57-2140

安久津八幡神社三重塔

ライトアップ

5/3（水）～

5/7（日）

高畠町

安久津八幡神社三重塔がライトアップさ

れ、幻想的な光景に。時間は、午後7～9

時。

安久津八幡神社

高畠町商工観光課

☎0238-52-4482

山戸能･山五十川歌舞

伎奉納上演

5/3（水） 鶴岡市

河内神社の例祭にて、県指定無形民俗文化

財に指定されている能と歌舞伎の上演奉納

山五十川古典芸能伝承

館

山五十川公民館

☎0235-45-2949

胎蔵山春祭り登山 5/3（水） 酒田市

山形百名山に選ばれた胎蔵山の春祭り行事

です。約20㎏の薬師如来像を交代で背負い

ながら、山頂を目指してトレッキングしま

す。（有料）

胎蔵山

元田沢薬師神社本殿集

合

胎蔵ロマン会

☎0234-54-2766

鳥海山大物忌神社蕨岡

口ノ宮例大祭延年の舞

5/3（水） 遊佐町

五穀豊穣と鳥海山の安寧を願い、御幣行事

と延年の舞が奉納されます。

鳥海山大物忌神社蕨岡

口ノ宮

遊佐町文化係

☎0234-72-5892

本山慈恩寺

濫觴会(らんじょうえ)

5/4（木）

20:00～

寒河江市

濫觴とは事の始めの意。この日から一山の

年度が始まります。年に一度宮殿の扉が開

かれ、住職が中に入り諸仏の塵を払い祈念

します。その間山門楽屋より楽が奏され、

深夜の境内に荘重な音が響き渡ります。

本山慈恩寺

本山慈恩寺 寺務所

☎0237-87-3993

第30回記念　梅の里マ

ラソン大会

5/4（木） 真室川町

梅香る真室川公園をスタート・ゴールとす

る春の恒例イベント「梅の里マラソン大

会」を開催します。今年で30回目を迎える

本大会は、毎年県内外から多くの選手、家

族連れを迎えて開催しています。

真室川町内

第30回梅の里マラソ

ン大会事務局

☎0233-62-2111

第13回まどかカップ

MTB大会

5/4（木） 川西町

全国からマウンテンバイク愛好家が集う大

会。川西ダリヤ園をスタートし、ダリヤ園

裏の内山沢を駆け廻ります。

川西ダリヤ園水上ス

テージ周辺

チーム白猿

☎0238-42-2381

高寺八講 5/4（木） 鶴岡市

豊作を祈願する一連の舞「高寺八講(たかで

らはっこう)」が奉納されます。

雷電神社

（羽黒町高寺）

高寺八講保存会（鶴

岡市役所羽黒庁舎産

業課観光商工室）

☎0235-62-2111

鳥海山大物忌神社吹浦

口ノ宮例大祭吹浦田楽

5/4（木）

5/5（金）

遊佐町

鳥海山大物忌神社吹浦口ノ宮の例大祭とし

て、毎年5月4日・5日に開催されます。地元

の跡取り達で組織する吹浦祭協賛会が中心

となって各種の行事を運営します。神社の

神事をはじめとして、大名行列、神輿渡

御、そしてこの祭の最大の見せ場である

「花笠舞」などが賑やかに且つ厳かに繰り

広げられます。

鳥海山大物忌神社吹浦

口ノ宮

遊佐町文化係

☎0234-72-5892

本山慈恩寺 一切経会

（慈恩寺舞楽）

5/5（金）

13:30～

寒河江市

楽の音を合図に、三か院より住職が出仕

し、本堂にて弥勒法一座を修し、舞台上で

は声明を唱えます。その後、慈恩寺一山衆

と林家が慈恩寺舞楽八番の舞を披露しま

す。

（国指定重要無形民俗文化財指定）

本山慈恩寺

本山慈恩寺 寺務所

☎0237-87-3993
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木野俣獅子踊 5/5（金） 鶴岡市

熊野神社例祭の神事として演じられる。獅

子頭が張子式で極めて軽くできており、胸

の太鼓を自分で打ちならしながら、はねる

ように軽快に踊るのが特徴。鶴岡市指定無

形民俗文化財

◎上演時間

・熊野神社9:45頃から

・木野俣集落センター付近から

木野俣地内

木野俣獅子踊保存会

☎0235-47-2375

トップアスリートイベ

ント01「為末大」に学

ぶスポーツ

5/6（土） 新庄市

NPO法人新庄最上アスリートクラブが主催す

るイベント。

第1回目となる今回は男子400メートルハー

ドルの日本記録保持者、3度のオリンピック

に出場した経歴を持つ「為末大」さんを招

き、トークセッションやかけっこ教室を行

います。世界を知る男の陸上哲学を学ぶま

たとないチャンスです。

第1部　トークセッション10:00～

第2部 かけっこ教室10:30～（小学5年生～

中学3年生）

第3部　50ｍ競争

第2部と第3部は参加申し込みが必要です。

（参加費無料）

新庄市陸上競技場

新庄市社会教育課

☎0233-22-2111

残雪のブナ林でトレッ

キング

5/7（日） 村山市

残雪のブナ林でトレッキングを行います。

要予約。

（申込締切日:5/1（月））

村山市山の内自然体験

交流施設やまばと

（一社）村山市観光

物産協会

☎0237-53-1351

遊佐町 鳥海山大物忌神社

蕨岡口ノ宮例大祭延年の舞

遊佐町 鳥海山大物忌神社

吹浦口ノ宮例大祭吹浦田楽

キング

（申込締切日:5/1（月））

交流施設やまばと

☎0237-53-1351

赤倉温泉朝市

5/7（日） ～

11/5（日）

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。

まじゃれ茶や周辺

赤倉温泉観光協会

☎080-1660-4083

2017神室連峰山開き 5/7（日） 最上町

今年度は「小又山」になります。詳細が決

まり次第、ご連絡します。

集合場所:最上町白川

渓流公園

最上町山の会　事務

局(柴崎商店内)

☎0233-43-4144

まじゃれマーケット 5/7（日） 最上町

まじゃれ茶やの建物内や周辺でフリーマー

ケットなどちいさなイベントを予定してい

ます。

まじゃれ茶や周辺

赤倉温泉観光協会

☎080-1660-4083

まるごと体験「しな織

の里関川2017春」

5/7（日） 鶴岡市

しなの木の保育活動、山菜収穫体験と調理

を行います。※当日の天候や山菜の生育状

況によって内容が変わる場合があります。

関川しな織センター他

関川自治会

☎0235-47-2502

山形まるごと市

（高瀬会場）

通年開催

（1/1～1/3休

み）

山形市

地元の農家の皆さんが丹精込めて作った朝

どり野菜や果物、手作りのゆべしや、漬物

などもあります。

産地直売所

たかせ

山形まるごと市実行

委員会

☎023-641-1212
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