
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

肘折温泉　山菜の食
祭り

5/15（土）～6/13（日） 大蔵村

山深く、雪深い肘折は、おいしい山菜の宝
庫です。この時期ならではの太くて柔らか
い山菜を使った各旅館自慢の料理を存分
に味わって下さい。

肘折温泉の旅館、
朝市会場

肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

湯殿山神社本宮開山
祭

6/1(火) 鶴岡市
毎年6月1日に行われる湯殿山開山祭。登
山者の安全と、人々の家内安全や身体堅
固などを祈る祭事が行われます。

湯殿山神社本宮
湯殿山神社本宮
☎0235-54-6133

バラまつり2021 6/1(火)～6/27(日) 村山市

村山市が誇る東沢バラ公園では、およそ
750品種、2万株あまりのバラたちが可憐
に咲きます。満開時には、園内がバラの
甘い香りで包まれ、訪れた皆様を癒しま
す。

東沢バラ公園
村山市商工観光
課
☎0237-55-2111

朝日町空気まつり 6/5(土）～6/6(日) 朝日町
世界でただ一つしかない空気を奉った「空
気神社」。まつり期間中は、神社地下本殿
も参拝できます。

Ａｓａｈｉ自然観地内
空気神社

空気まつり実行委
員会
☎0237-67-2113

産直あさひ・グーやま
のごっつおまつり

6/6（日） 鶴岡市

山菜をはじめ、朝日地域の食材をふんだ
んに使ったこちそうやデザート約30種がど
れもすべて1皿100円バイキング。テイクア
ウトでお楽しみください。

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

西吾妻山夏山開き安
全祈願祭

6/11(金) 米沢市
日本百名山のひとつである西吾妻山の安
全祈願祭を行います。７月にかけて高山
植物が見ごろを迎えます。

天元台高原
㈱天元台
☎0238-55-2236

長井あやめまつり 6/12（土）～7/4（日） 長井市

3.3ヘクタールの園内に紫や白の濃淡が
美しいあやめが多数咲き誇る、日本有数
のあやめ公園です。「長井古種」と呼ばれ
る、長井でしか見ることがのできない品種
があります。

あやめ公園
長井市観光協会
☎0238-88-5279

米湿原まつり 6/20（日） 鮭川村

米集落の水源である米湿原。雪解けとと
もにギフチョウが舞い飛び、初夏にはキン
コウカが咲き乱れヤマセミの声を背にカモ
シカが横切ります。米湿原の整備を参加さ
れた方々で行います。

米湿原

鮭川村自然保護
委員会（鮭川村中
央公民館内）
☎0233-55-3051

しょうない金魚まつり 6/24(木)～6/28(月) 庄内町
「振袖金魚」とも称される町の特産品「庄
内金魚」の販売を行います。土日はイベン
トも計画中です。

庄内町新産業創造
館クラッセお祭り広
場

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

鈴　朝取りカラ竹祭り 6/27（日） 鶴岡市
朝どり新鮮なカラ竹や山の幸を数量限定
で販売します。

鈴地内
売虎庵
☎0235-45-2545

第20回櫛引さくらんぼ
まつり

6/下旬（6/20か27のい
ずれか）

鶴岡市
①さくらんぼ販売とアトラクション
②サクランボ狩り

①産直あぐり
②西片屋サクラン
ボ園

櫛引さくらんぼま
つり実行委員会
☎0235-57-3921

月山神社本宮開山祭 7/1（木） 鶴岡市

毎年７月１日に行われる月山開山祭。
（今年度は関係者のみで神事を執り行い
ます。一般の方の参列はご遠慮願いま
す。）

月山神社本宮
出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

白鷹紅花まつり 7/2（金）～7/18（日） 白鷹町

白鷹町は、紅花（加工品）の生産量日本
一の「日本の紅（あか）をつくる町」です。
今年は、町内の紅花畑を周遊して楽しん
でいただけるに準備しております。また、
紅花の切り花販売も行います。

※飲食類の売店、ふるまい等は中止とな
ります。

町内紅花畑

※イベント案内会
場は荒砥駅前交流
施設

（一社）白鷹町観
光協会
☎86-0086

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2021年６月・７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

プラザ朗読まつり
2021・夏

7/10（土）～11（日） 川西町

出演者総勢30名以上による「朗読」の祭
典。ステージ、ロビー、野外劇場にて、詩、
小説、戯曲など様々な朗読をお楽しみくだ
さい。

ホールステージ・ロ
ビー・野外劇場

川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

山形紅花まつり 7/10（土）～11（日） 山形市
映画「おもひでぽろぽろ」の舞台となった
高瀬地区の紅花畑の鑑賞を楽しめます。

山形市高瀬紅花ふ
れあいセンター他

紅花まつり実行委
員会（高瀬紅花ふ
れあいセンター
内）
☎023-686-3341

肘折温泉　開湯祭（予
定）

7/14（水） 大蔵村

肘折温泉の開湯の日とされる７月１４日に
執り行われ、湯の神様に感謝し、先人たち
の偉業を讃えます。また、地蔵神興行列
が行われ、地蔵様にお湯をかける際、体
の悪いところにかけるとそこが治ると言い
伝えられています。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

例祭（花祭り） 7/15（木） 鶴岡市

五穀豊穣、家内安全を祈願する祭りで、
稲の花をかたどった造花の梵天には大き
な霊験があるといわれいます。御輿ととも
に鏡池を一周した後に、参拝者が梵天を
奪い合う様子は圧巻です。（今年度は関
係者のみで神事を執り行います。一般の
方の参列はご遠慮願います。）

出羽三山神社三神
合祭殿前

出羽三山神社社
務所
☎0235-62-2355

肘折温泉七夕LEDス
カイランタンフェスタ

7/17（土） 大蔵村

東北DCの特別企画として七夕の月の夜
に願いを込めたスカイランタンを一斉に打
ち上げます。
星空に幻想的なスカイランタンを浮かべ思
い出を作りましょう。

肘折いでゆ館前広
場特設会場

大蔵村産業振興
課
☎0233-75-2105

2021青少年のための
科学の祭典 in 山形

7/17（土） 山形市
小中学生が楽しめる工作や科学実験がた
くさん体験できます。今年は事前予約制で
開催します。

霞城セントラルアト
リウム、産業科学
館

やまがた科学・産
業体験実行委員
会（山形県工業戦
略技術振興課）
☎023-630-2192

清正公祭 7/24(土)～7/25(日) 鶴岡市

加藤清正公・忠廣公尊霊及び遠藤虚籟先
生糸塚供養などを行い、信徒信奉者の家
内安全、商売繁盛の大祈祷法要を営みま
す。

丸岡地内・天澤寺
天澤寺
☎0235-57-2252

鮭川村エコパークあり
がどサマー祭

7/24（土） 鮭川村

鮭川村エコパークを会場に、夏祭りを開催
します。当日は、物販だけでなく各種ス
テージイベント、夜には打ち上げ花火を予
定しております。

鮭川村エコパーク

さけがわ元気プロ
ジェクト実行委員
会（鮭川村エコ
パーク内）
☎0233-55-4455

ＳＮＯＷえっぐフェス
ティバル

7/27（火）
※開催については検討
中

飯豊町

「真夏に雪で遊びましょ」をコンセプトにイ
ベントが盛りだくさん。冬は３ｍもの積雪と
なる豪雪地に住む若者たちが、イベントを
作り上げます。真夏の夜空いっぱいに打
ちあがる花火は迫力満点です！

飯豊町数馬・白川
ダム湖岸公園

中津川地区公民
館☎
0238-77-2020

十六羅漢まつり 7/31（土） 遊佐町
十六羅漢岩の前で海上安全祈願式典が
行われます。また、この時期にあわせて十
六羅漢岩のライトアップが行われます。

十六羅漢岩
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

SNOWえっぐフェスティバル（飯豊町）
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●イベント 令 和 3 年 6 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：日没から夜10：00

戸沢村古口字土湯
戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

化石は語る
R2/11/21（土）～
6/27（日）

鶴岡市

朝日地域で見つかった約1,700万年前の
サメの歯や古代象ステゴロフォドンの化石
のレプリカをはじめ、庄内地方で産出され
た化石や鉱石を展示しています。アンモナ
イトの化石のレプリカや消しゴム作りの体
験コーナーもあります。
＊開館日：9時～17時　月曜日休館、祝日
の場合は翌平日休館)
入館料：大人300円　小中学生200円　幼
児(3歳以上)100円

道の駅「月山」月山
あさひ博物村
文化創造館

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

人間国宝・奥山峰石
『文様・曲線が彩る』作
品展

3/13（土）～6/21（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）～6/21（月）
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　1F人間
国宝 奥山峰石記
念室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

「洋画家・近岡善次郎
常設展」

4/1（木）～6/27（日） 新庄市

油彩画の大作を中心とした常設展示。
期間：4/1（木）～6/27（日）
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日、祝日の翌日（祝日の翌
日が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄ふるさと歴史
センター　1F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

たかはたFun Fun
Walk

4/1（火）～6/30（水） 高畠町

高畠町を出着点とし、8000歩を目標歩数
とし、ウォーキングを達成された方に特典
をプレゼントします。対象は高畠町外にお
住まいの方です。

受付場所
①太陽館
②道の駅たかはた

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

あつみ温泉朝市 4/1(火)～11/30(火) 鶴岡市
期間中、毎朝開催します（5：30～8：30）。
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

ゆめりあ鉄道絵画展 4/3（土）～9/30（木） 新庄市

4月3日（土）からもがみ体験館にオープン
したゆめりあ鉄道ギャラリーの一角に新庄
美術協会により 故 茂木定株 氏の鉄道絵
画に関する水彩画が東北DC特別企画と
して期間限定で展示しています。
時間　9：00～18：00
見学料　無料

「ゆめりあ」
1階
もがみ体験館

「ゆめりあ」事務室
☎0233-28-8888

くらしと民具 4/28（水）～7/11（日） 新庄市

新庄・最上地方の昭和初期までのくらし
や、生活の中で使用されてきた民具を紹
介します。
期間：4/28（水）～7/11（日）
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日、祝日の翌日（祝日の翌
日が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）
※臨時休館日5/11、5/12

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

慈恩寺ラッピング列車
運行

4/29(木)～10/31(日) 寒河江市

「国史跡慈恩寺旧境内」及び「慈恩寺テラ
スオープン」をＰＲするため、ＪＲフルーツラ
イン左沢線の2車両をラッピングし運行し
ます。

ＪＲフルーツライン
左沢線

寒河江市慈恩寺
振興課
☎0237-86-2111

出羽三山御開祖　蜂
子皇子特別拝観

4/29(木・祝)～
11/3(水・祝)

鶴岡市

【出羽三山丑年御縁年特別企画】     【東
北DC特別企画】
疫病収束、一日も早く平穏な生活に戻れ
ることを願って、各地に安置されている蜂
子皇子御尊像を一堂に祀り、特別に拝観
いただけます。
参拝時間：9時～16時30分
拝観料：500円（特別拝観券セット800円）

羽黒山山頂（天宥
社）

出羽三山神社
☎0235-62-2355
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

御澤駈け体験　御澤
佛特別拝観

4/29(木・祝)～
11/3(水・祝)

鶴岡市

【出羽三山丑年御縁年特別企画】     【東
北DC特別企画】
湯殿山で行われていた御澤駈けという厳
しい修行にちなんだ「御澤佛」を展示しま
す。
時間：9時～16時30分
拝観料：500円（特別拝観券セット800円）

出羽三山歴史博物
館

出羽三山神社
☎0235-62-2355

肘折温泉　名物朝市
4月20日(火)～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
れる方々も多くいます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

大平農業体験農園大
平高原わらび園開園

5/1（土）～6月下旬
鶴岡市

緑が色鮮やかな季節とともに、大平(おお
だい)高原わらび園を5/1(予定)から6月下
旬まで開園します。見通しの良い高原に
休憩施設もあるので家族でも安心して収
穫が楽しめます。わらびの生育・予約につ
いては大平高原わらび園組合にお問い合
わせください。
場所：落合交差点から大鳥方面へ約１１ｋ
ｍの地点を左折、大平地区内(案内看板
あり)
開園：週3回（水、土、日）午前9時～正午
料金：【5月】　大人・高校生以上：2,000円
（5キロまで）、中学生：1,000円、小学生以
下：無料
　　　　【6月】：大人・高校生以上：1,600円
（5キロまで）、中学生：800円、小学生以
下：無料
*収穫したわらびは付き添いの方の収穫
量に加算

大平高原わらび園

大平高原わらび園
組合
☎0235-55-2818
または
朝日庁舎産業建
設課
☎0235-53-2118

赤倉温泉朝市
5/2(日)～11/7(日)
毎週日曜日

最上町
美味しい漬物や地野菜、手作り品など
様々販売します。9：00～11:00(無くなり次
第終了）

赤倉温泉　まじゃれ
茶や周辺

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

本山慈恩寺「夜のプレ
ミアム拝観」

5/8(土)～10/末の毎週
土曜日

寒河江市

本山慈恩寺境内の本堂・三重塔・山門な
どをライトアップします。普段は見ることが
できない静寂に包まれた「夜の慈恩寺」を
おたのしみください。境内散策無料。
◎時間:18:30～20:30(季節により変動)

本山慈恩寺
寒河江市慈恩寺
振興課
☎0237-86-2111

かたくりの花コンテス
ト・写真展

5/15（土）～6/27（日） 鶴岡市

あさひ地域の花であるかたくりの花のコン
テスト・写真展を行います。
＊場所　文化創造館
写真展：5月15日(土)～6月27日(日)
開館日：9時～17時　月曜日休館、祝日の
場合は翌平日休館
入館料：大人300円　小中学生200円　幼
児（3歳以上）100円

道の駅「月山」月山
あさひ博物村
文化創造館

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

2022あさひむら
カレンダー写真コンテ
スト

5/15（土）～6/30（水） 鶴岡市

2022年あさひむらオリジナルカレンダーに
使用する、朝日地域らしい姿を切り取った
写真を募集します。
＊テーマ：あさひ地域の四季折々の暮らし
と自然
＊募集内容：朝日地域で３年以内に撮影
した未発表作品　カラー/四つ切・ワイド四
つ切
＊受付期間：5/15(土)～6/30(水)

道の駅「月山」月山
あさひ博物村
文化創造館

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

本山慈恩寺特別展
慈恩寺の守護神「明
王 天部展」

5/22(土)～7/11(日) 寒河江市

慈恩寺の守護神「明王 天部展」を開催し
ます。通常拝観時を含めて国指定重要文
化財16躯、山形県指定文化財11躯を一挙
公開します。拝観料大人900円　他
◎受付時間:8:30～16:00

本山慈恩寺
寒河江市慈恩寺
振興課
☎0237-86-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

蔵王ペンション村オー
プンガーデン

5/23（日）～7/4（日）
予定

上山市

蔵王の山々に囲まれた各ペンションで自
慢のお庭を公開しています。期間中は花
苗・雑貨等の販売、ランチやカフェの営業
も行っています。
※コロナウイルスの影響で開催日等変更
がある場合がございますので、事前に
「オープンガーデンペンション村」のウェブ
サイトでご確認ください。

蔵王ペンション村
ペンションブラウン
☎023-679-2970

山形まるごと市（高瀬
会場 軽トラ市）

6月～10月の毎週日曜
日

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

大日坊開山祭 6/1(火） 鶴岡市
湯殿山丑歳御縁年事業として、即身仏の
御衣替を行います。当日は東北36不動尊
霊場会寺院僧侶も法要参会いたします。

大日坊
大日坊
☎0235-54-6301

あつみ温泉ばら園ま
つりキャンペーン

6/1（火）～6/30（水） 鶴岡市

今年、開湯1200年を迎えたあつみ温泉
で、約90種3,000本の色とりどりのばらと、
初夏のあつみ温泉を楽しむキャンペーン
です。
バラエンクエスト～温泉街編～、SNSフォト
コンテスト、レシートキャンペーンと盛りだく
さんの事業になります。

あつみ温泉ばら園
他

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

ツール・ド・さくらんぼ
～スタンプラリーの旅
～

6/1（火）～6/30（水） 寒河江市
寒河江西村山地域の観光施設を自転車
で周るスタンプラリーを開催します。

寒河江市・河北町・
西川町・朝日町・大
江町

ツール・ド・さくらん
ぼ実行委員会
☎080-2813-0840
又は080-2813-
0841

や ま が た 景 観 物 語
フォト・ムービーコンテ
スト春夏

6/1（火）～8/25（水） 県内
県内の美しい景観スポット「やまがた景観
物語ビューポイント60」の季節の写真や動
画のコンテストを開催します。

県内
県土利用政策課
☎023-630-2581

紅花colors 6/1（火）～8/29（日） 白鷹町

白鷹町は、紅花生産量日本一の「日本の
紅（あか）をつくる町」です。
荒砥駅資料館では、芸工大OB,OGの皆さ
んが紅花からインスピレーションを受けた
テキスタイル工芸品を中心とした作品の
展示や藍と紅（あか）の交流展、紅の里
ショップを営業しております。また、「紅花
染めを使ったブローチ作り」を体験できま
す。

荒砥駅資料館
（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

やまがた景観物語ス
タンプラリー

6/1（火）～11/30（火） 県内
県内の美しい景観スポット「やまがた景観
物語ビューポイント60」を巡るスタンプラ
リーを開催します。

県内
県土利用政策課
☎023-630-2581

「洋画家・近岡善次郎
常設展」解説会

6/2(水) 新庄市

企画展「洋画家・近岡善次郎常設展」で展
示している作品の解説会を開催します。
解説者は佐藤廣氏（新庄美術協会会長）
です。※申し込み不要ですが、多数の場
合は入場を制限する場合があります。
時間：15時～16時

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

第27回まぼろしの滝・
与蔵の森トレッキング

6/5（土） 鮭川村

広大なブナの美林や様々な表情の滝群、
伝説の残る与蔵沼などさけがわの大自然
を満喫できるトレッキングです。

参加費：大人3,000円、子供1,500円
※今年度は対象者を山形県居住者のみ
に限定します。
先着５０名

鮭川村内
（羽根沢温泉駐車
場集合）

鮭川村観光協会
☎0233-55-2111
（鮭川村役場内）

山形まるごと市（山寺
会場）

6/5,6,12,13,19,20,26,27
7/3,4,10,11,17,18,19,22,
23,24,25,31

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ばらの足湯＆ライト
アップ

6/5、12、19、26
（土）

鶴岡市

バラの見頃の6月に東北DC特別企画とし
て「バラの足湯」をあんべ湯、もっけ湯で
開催します。夜には、あんべ湯でライト
アップも実施されます。

あつみ温泉街
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

浄の滝トレッキング 6/6（日） 戸沢村

戸沢村角川のパワースポット、御池、今神
温泉跡地、浄の滝を巡るトレッキングイベ
ントです。
参加料金：3,000円（昼食付き）
申込先：ＮＰＯ法人田舎体験塾つのかわ
の里
　（電話・ＦＡＸ）0233ｰ73ｰ8051

【募集定員に達しました】

集合場所
戸沢村役場駐車場

ＮＰＯ法人田舎体
験塾つのかわの
里
☎0233ｰ73ｰ8051

肘折温泉ドクターアド
バイス

6/6（日）・6/20（日）・
7/4（日）・7/18（日）

大蔵村

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いま
す。健康増進を図りたい方はお気軽にお
申し込みください。
時間：午後２時～

肘折いでゆ館
肘折いでゆ館
☎0233-34-6106

山形まるごと市（蔵王
温泉会場）

6/6,13,20,27
7/4,11,18,25

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
物湯花などのお土産も人気です。

蔵王温泉（緑屋駐
車場）

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

吾妻山夏山開き 6/6(日) 米沢市

新緑の東吾妻山を楽しめる登山シーズン
の到来を告げるイベントです。※新型コロ
ナウイルス感染症対策のため安全祈願祭
の一般参加は行いません。

峠駅集合～滑川温
泉～霧の平

米沢市観光課
☎0238-22-5111

笹の葉採りと笹巻体
験

6/9（水） 遊佐町

周辺で笹を採り、いぐさの輪づくりから、笹
の葉の巻き方などを体験します。(体験の
笹巻きは自宅で煮ます。講師の先生がつ
くった笹巻きを試食でいただきます。)

しらい自然館
鳥海山おもしろ自
然塾
☎0234-72-2069

親子でガラス玉を作ろ
う

6/12（土） 高畠町

古墳から出土したガラス玉を観察し、ガラ
ス玉の加工方法の一つの「巻き付け技
法」を体験できます。
完全予約制で開催します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-5990

花火の夕べ 6/12(土) 寒河江市
さくらんぼシーズンの幕開け、約1,700発
の花火が寒河江の夜空を彩ります。

最上川ふるさと総
合公園

寒河江四季のまつ
り実行委員会(寒
河江市さくらんぼ
観光課)
☎0237-85-1682

2021 旬だぁ!!!寄ってけ
とざわMURA市

6/12(土)～6/13(日) 戸沢村
山菜など戸沢村の旬の特産品を販売しま
す。生産者から直接購入できる貴重な機
会です、ぜひお立ち寄りください。

白糸の滝ドライブイ
ン
戸沢村古口1496-1

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

てとて市2021 6/12(土)～6/13(日) 寒河江市

全国から約80組のクラフト・雑貨・フード・
植物のお店が集まる青空市。爽やかな芝
生の上で、のんびり気ままに買い物をお
楽しみください。

最上川ふるさと総
合公園 芝生広場

寒河江四季のまつ
り実行委員会(寒
河江市さくらんぼ
観光課)
☎0237-85-1682

十割そば食べ放題 6/12（土）～6/20（日） 鶴岡市

朝日産「でわかおり」の十割手打ちそばを
ぜひご賞味ください。
　･営業時間：午前11時～午後5時
　・十割そば食べ放題、天ぷら3品、小鉢
付き
　・1,800円（電話予約優先、1日20名限定）

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413
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ひがしねモーニング・
アフターサービス

6/12(土)～6/27(日) 東根市

期間中の土日限定(9:00～10:00、14:00～
15:00)で、協会加盟果樹園のさくらんぼ狩
り料金が200円割引になります。また、ご
入園いただいた方は東根市の豪華景品
が当たる抽選会に参加できます。

当日の開園状況は
東根市観光物産協
会までお問い合わ
せください。

(一社)東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200

どんでん平ゆり園ＯＰ
ＥＮ

6/12（土）～7/19（月） 飯豊町

東日本最大級・多品種５０万本のゆりが咲
き誇ります。かぐわしく爽やかに初夏の風
を感じながら、あなたの好きなゆりを探し
てみてください。

どんでん平ゆり園
どんでん平ゆり園
☎0238-78-5587

鮭川歌舞伎定期公演
（オンライン開催）

6/13（日） 鮭川村

県指定民俗文化財として保存されている
鮭川歌舞伎。毎年６月に定期公演を開催
しています。
今年度は、新型コロナウイルスを考慮し昨
年度同様オンライン配信となります。
※観光協会HPにて告知いたします。

鮭川村中央公民館
鮭川村中央公民
館
☎0233-55-3051

サトシンさん絵本ライ
ブ

6/13（日） 川西町
絵本作家サトシンさんによる絵本ライブで
す。絵本の読み聞かせや絵本製作の裏
話、「おてて絵本」のトークショーです。

ホール
川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

昼下がりのステージ
vol.5「午後のクラシッ
クピアノ」

6/13（日） 川西町

午後に開催されるロビーコンサート。ピア
ノを独学で学び耳で覚え、好きなクラシッ
クの名曲を中心に演奏する皆川幸平さん
によるピアノライブです。

ロビー
川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

新緑の高瀬峡ハイキ
ングと打ちたてそば昼
食

6/13(日） 遊佐町

新緑の高瀬峡をガイドの案内でハイキン
グ。自然を観察しながらゆっくり歩きます。
その後打ちたての金俣そばを昼食でいた
だきます。

しらい自然館
鳥海山おもしろ自
然塾
☎0234-72-2069

第45回“さがえ”さくら
んぼマラソン　2021オ
ンライン大会

6/14(月)～6/27（日） 寒河江市

今年は初のオンライン大会！
日本全国どこからでも参加可能です。
大会期間中の累積走行距離で競うので、
初心者ランナーにもおすすめの大会と
なっております。

全国

〝さがえ〟さくらん
ぼマラソン大会実
行委員会(寒河江
市教育委員会ス
ポーツ振興課)
☎0237-84-1877

青空アート展 6/15(火)～6/30(水) 寒河江市

青空の下、広い芝生いっぱいに特大サイ
ズの写真（テーマは「笑顔」）と特大絵本
（「１１ぴきのねこ」）を展示するアート展を
開催いたします。

最上川ふるさと総
合公園 芝生広場

青空アート展事務
局
☎023-631-1345

駅からサイクリング 6/19（土） 高畠町

高畠町の玄関口である高畠駅を起点とし
て、観光施設やビューポイントを巡りなが
ら、高畠の誇る味覚や自然の美しさを体
感していただけます。

太陽館（JR高畠
駅）

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

コースターをつくろう 6/19（土） 高畠町

縄文・古代の技術をカラムシからとった繊
維を使ってアンギン台やミニ機織機でコー
スターをつくります。
完全予約制で開催します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-5990

古代風ブレスレットを
つくろう

6/19（土） 高畠町

古代から人々の生活で使われてきたアサ
の紐を編んで自分だけのブレスレットをつ
くります。
完全予約制で開催します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-5990

さがえ"のあそび" 6/19(土) 寒河江市

４回目の開催となるアウトドアイベント。オ
シャレで便利なキャンプ道具を作るワーク
ショップや、メーカーによるテントや道具の
展示もあります。

いこいの森

寒河江四季のまつ
り実行委員会(寒
河江市さくらんぼ
観光課)
☎0237-85-1682

肘折夜市 6/19（土）・7/17（土） 大蔵村

「朝市があるなら夜市があっても・・・」そん
な声に応え、温泉街を会場に夜屋台が出
店します。夜の温泉街をお楽しみくださ
い。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211
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今神山と大蔵鉱山を
巡る歴史街道トレッキ
ング

6/20（日） 戸沢村

戸沢村角川を出発し御池、今神温泉跡
地、番所峰、大蔵鉱山跡を巡り、大蔵村肘
折温泉に到着するトレッキングです。
参加料金：3,500円（昼食付き）
申込先：ＮＰＯ法人田舎体験塾つのかわ
の里
（電話・ＦＡＸ）0233ｰ73ｰ8051
募集定員：20名
申込締切：6月15日（金）　17：00まで
　（定員になり次第締め切りとします。）

集合場所
戸沢村役場駐車場

ＮＰＯ法人田舎体
験塾つのかわの
里
☎0233ｰ73ｰ8051

プラザの座楽vol.11
「笑って健康・笑って
元気　笑いヨガと音楽
と」

6/20（日） 川西町

大人の「学び・遊び・歓び」の体験講座シ
リーズ。講師は『らんらん笑いヨガクラブ』
主宰の内山弘子さんをお迎えします。誰
でも簡単にできる健康体操をお楽しみくだ
さい。

ホール
川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

6/20(日)
7/18(日)

新庄市

新庄市エコロジーガーデンを会場にした青
空市。旬の農産物や加工品が並び、作り
手との交流も魅力です。
時間：10時～15時

新庄市エコロジー
ガーデン

新庄市エコロジー
ガーデン
☎0233-29-2122

湯ノ沢岳登山 6/26（土） 鶴岡市

*参加費：1,500円（保険料・ガイド料 他）
*集合時間・場所：湯ノ沢岳登山口　午前7
時
*申し込み〆：6月18日(金)
*持ち物：昼食、雨具、飲み物、登山できる
服装と靴
*申込先：あさひむら観光協会

湯ノ沢岳
あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

紅秀峰品種登録30周
年記念事業

6/26(土)～6/27(日) 寒河江市

紅秀峰品種登録30周年を記念し、テレビ
プロデューサー・タレントとして活躍してい
るマッコイ斉藤氏をお迎えして、トーク
ショーなどを開催します。

チェリーランド
寒河江市農林課
☎0237-85-1771

国宝羽黒山五重塔ラ
イトアップ

6/26（土）～10/3（日）
の土日祝日及び
8/10(火)～13(金)、
9/24(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。

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
☎0235-62-4727

寒河江さくらんぼ
ウォーク2021

6/27(日) 寒河江市
寒河江の豊かな自然や歴史・文化スポッ
トを歩いて巡ることにより、寒河江の魅力
を発見しながら健康増進に役立てます。

チェリーランド他

寒河江四季のまつ
り実行委員会(寒
河江市さくらんぼ
観光課)
☎0237-85-1682

昼下がりのステージ
vol.6「バンドパンの調
べ」

6/27（日） 川西町

午後を中心に開催されるロビーコンサー
ト。県内を中心に各イベントや観光地での
ライブで活躍する、バンドパン奏者横山峻
さんによるライブです。

ロビー
川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

まるごと体験「しな織
の里関川」
しなの木の皮はぎ・花
摘み体験

6/27（日） 鶴岡市

梅雨の時期しかできない、しなの木の皮
はぎとしなの木の保育活動のほか、しな
の花摘み体験を行います。
・9：30～12：00
・対象者：高校生以上先着12名
・申込：6月18日（金）まで
※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

農大市場 6/30(水) 新庄市
農林大学校学生が丹精込めて作った農
産物や加工品を実習の一環として直接
販売します。

農林大学校
県立農林大学校教
務学生担当
☎0233-22-1527

夏山開き 7/1（木） 遊佐町

夏山シーズン中の安全を祈願します。鳥
海山の山頂・御浜の山小屋が順次開設
し、本格的な鳥海山の夏山シーズンをむ
かえます。

鳥海山大物忌神社
吹浦口ノ宮

鳥海山大物忌神
社吹浦口の宮
☎0234-77-2301

玉城ちはるコンサート 7/3（土） 川西町
共に生きることを伝える「玉城ちはるコン
サート」。その透き通った歌声をぜひこの
機会にご堪能ください。

ロビー
川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

ゲンジ蛍とカジカ蛙鑑
賞会

7/3（土）～7/4（日） 高畠町

二井宿地区を流れる大滝川に沿ってゲン
ジ蛍とカジカ蛙の散策路があります。鑑賞
会では蛍の光と蛙の軽やかな鳴き声を楽
しめます。

二井宿地区公民館
集合

二井宿地区公民
館
☎0238-52-1001

勾玉・弓矢・石器をつく
ろう

7/10（土） 高畠町

勾玉は滑石というやわらかい石、石器は
頁岩という石を使って、弓矢は竹を加工し
てつくります。
完全予約制で開催します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-5990

ブルーベリー狩りと打
ちたてそば昼食

7/11（日） 遊佐町

無農薬栽培のブルーベリー狩りをした後、
打ちたての金俣そばを昼食でいただきま
す。ブルーベリーは食べ放題で1パックお
土産付きです。

しらい自然館
鳥海山おもしろ自
然塾
☎0234-72-2069

鳥海山御浜出神事[火
合わせ]

7/14（水） 遊佐町
鳥海山の山頂、御浜、西浜、飛島などで
火を焚き、その年の農作物の作況を占う
神事です。

吹浦港
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

海水浴場開き 7/16（金） 遊佐町

西浜海水浴場をはじめ、釜磯・十里塚の
海開きです。十六羅漢岩のライトアップ、
キャンプ場・コテージ村開村と遊佐の夏本
番を迎えます。

西浜海水浴場
遊佐町役場企画
課観光物産係
☎0234-72-5886

大人の自由研究 7/17（土） 高畠町
カラムシから繊維を取ります。
完全予約制で開催します。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-5990

鳥海山高山植物観察
山行＜７合目コース＞

7/17（土） 遊佐町
登山：7合目（御浜）と御田ヶ原
大平口-河原宿-御浜小屋7合目【昼食休
憩】-御田ヶ原-御浜-賽ノ河原-鉾立口

集合解散/JR遊佐
駅または遊楽里

遊佐鳥海観光協
会
☎0234-72-5666

昼下がりのステージ
vol.7「タイの民族楽器
『キムの音色』」

7/22（木・祝） 川西町

午後を中心に開催されるロビーコンサー
ト。タイの伝統楽器を演奏する近野みゆき
さんのライブです。タイの古典楽器からお
なじみの曲まで涼しげな音でお楽しみくだ
さい。

ロビー
川西町フレンド
リープラザ
☎0238-46-3311

山寺宝珠山ライトアッ
プ・光のロード

7/22（木・祝）～8/22
（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

スマイルプロジェクト
☆(きらり)かみのやま

7/31(土) 上山市

上山市民総合運動広場を会場に大迫力
の花火を打ち上げます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、会場への来場者数の制限がござい
ます。

三友エンジニア体
育文化センター（上
山市民総合運動広
場）

公益社団法人
上山青年会議所
☎023-672-7721

ひじおりの灯 7月下旬～9月 大蔵村

夏の風物詩である「ひじおりの灯」は、
アーティストが肘折温泉に滞在しながら灯
籠を制作します。肘折温泉の自然や景
観、暮らしや湯治文化が描かれた灯籠が
温泉街を彩ります。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

ひじおりの灯（大蔵村）

9 



令 和 3 年 6 月 1 日

チーム名 日　　程 大会名 概　　　要 場　　所 問い合わせ

モンテディオ山形 6/13(日)14:00～
2021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

㈱モンテディオ山形
☎023-666-8882

モンテディオ山形 6/26(土)19:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ツエーゲン金沢 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 7/11（日）18:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS 松本山雅FC 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

第294回 定期演奏会

6/19(土)19:00～
（18:00開場）
6/20(日)15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　阪　哲朗
ピアノ　舘野　泉

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

●山形交響楽団演奏会(県内版)

●プロスポーツ試合情報(県内版)
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