
●祭り
イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

寒河江まつり 9/14（火）～9/19（日） 寒河江市

「寒河江八幡宮例大祭」は900年の歴史を
誇る寒河江市のお祭りであり、寒河江まつ
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
神事挙行などが行われます。
また、9/18、9/19には山形県指定無形民
俗文化財に指定されている寒河江八幡宮
流鏑馬のYouTubeライブ配信が行われま
す。18日は、走る馬上から順に3つの的を
めがけて矢を放つ古式流鏑馬、19日は、
古式流鏑馬のほかに、3頭の馬を早稲、中
稲、晩稲と決めて走らせ、どの馬が早いか
で翌年の稲の作柄を占う作試し流鏑馬を
リアルタイムで配信しますのでぜひご覧く
ださい。また、臥龍太鼓が市内を巡り、迫
力ある演奏を披露するほか、市内各神輿
會の神輿等を、寒河江駅前みこし公園で
一同に展示をします。

寒河江八幡宮・境
内他・市内各所・寒
河江駅前みこし公
園

寒河江市さくらん
ぼ観光課
☎0237-85-1682
神事については寒
河江八幡宮へお
問い合わせくださ
い。
☎0237-86-6258

日本一のヤナに親し
む“白鷹鮎シーズン”
（第44回白鷹鮎まつ
り」

9/18（土）～10/17（日） 白鷹町

町の一大イベントである白鷹鮎まつり。ロ
ングラン開催します。常設日本一のヤナを
ご覧いただきながら、白鷹の秋の味覚“鮎
の塩焼き”を味わってみてはいかがです
か。なお、土日祝日のみ「しらたか　うんま
いもの市」を開催。平日は鮎の塩焼き500
円が先着50本100円引き。しらたか団子、
いも煮など白鷹グルメをお楽しみ下さい。

道の駅白鷹ヤナ公
園

（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

めざみ祭秋の感謝祭
9/18（土）～9/20（月・
祝）

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

荘内大祭 10/6（水） 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。
【宵祭】
徳川信康公慰霊祭、歴代藩主墓前祭など
【本祭】
触れ太鼓、伝統行事奉納、大名行列、灯
篭流しなど

鶴岡公園、市街地
中心部

荘内大祭奉行所
（荘内神社社務所
内）
☎0235-22-8100

秋の収穫祭 10月中旬 小国町
旬のきのこやとれたての農産物をはじめ、
小国の特産品をたくさんご用意しておりま
す。

道の駅白い森おぐ
に

白い森よこね物産
品直売所
☎0238-62-3719

令 和 3 年 9 月 1 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部
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●イベント 令 和 3 年 9 月 1 日

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（蔵王
温泉会場）

毎週日曜日
※今季は10月第2週で
終了

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

山形まるごと市（高瀬
会場 軽トラ市）

毎週日曜日
※今季は10月いっぱい
で終了

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

山形まるごと市（山寺
会場）

毎週土曜、日曜、祝日
※今季は11月下旬で
終了

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

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

宝探しクエストinよね
ざわ

～9/30（木） 米沢市

米沢駅前商店街、たつまち商店街、米沢
粡町通り商店会、小野川温泉の4つのエリ
アを舞台に、SNSを活用しながら宝の地図
の謎を解き、宝箱を探し出す謎解き宝探し
ゲームです！

米沢市内
(米沢駅前商店街・
たつまち商店街・米
沢粡町通り商店
会・小野川温泉)

米沢駅前商店街
振興組合
BARBER MIKI
☎0238-23-4531

夜の町歩きを楽しめる
ように！
大堰ライトアップ

～11月中旬頃まで 金山町

夜も安心して町歩きを楽しめるように、金
山町の魅力を引き出すライトアップを大堰
にて行っています。暖かいオレンジのライ
トは大堰を優雅に泳ぐ鯉を照らし、通常の
ライトアップとは違った雰囲気を楽しむこと
ができます。

大堰
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111

あつみ温泉朝市 4/1(木)～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

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

御澤駈け体験　御澤
佛特別拝観

4/29(木・祝)～
11/23(火・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

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月～11月 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。
※料金及び乗船方法、乳幼児の乗船につ
いては要問合せ。運航日についてはボー
トツーリング公式HPをご確認ください。
10:00～15:20(1日4便各1時間)

長井ダム(ながい百
秋湖)

野川まなび館
☎0238-87-0605
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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
れる方々も多くいます。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211

長井ダムでウォーター
アクティビティ　SUP・
水上自転車体験

5月下旬
  ～秋頃まで

長井市

長井ダムで体験できる新たなウォーターア
クティビティが登場しました。SUP(スタンド
アップパドルボード)や水上自転車に乗っ
て水上散歩を楽しめます。大自然に囲ま
れて心も体もリフレッシュ!ガイドが同行し、
乗り方をレクチャーしてくれるので安心し
て体験できます。
SUP:大人5,000円(山形県民限定で大人
2,500円【やまがた夏旅キャンペーン対応
プラン】)、小人(身長130cm以上)3,000円。
水上自転車:1,000円。
日程等の詳細はやまがたアルカディア観
光局HPをご確認ください。

長井ダム(ながい百
秋湖)
【集合場所】野川ま
なび館

一般社団法人や
まがたアルカディ
ア観光局
☎0238-88-1831

幻想の森　ガイド付き
バスツアー

6/5（土）～11/3（水・
祝）の土、日、祝日限
定

戸沢村

最上峡の奥にある「幻想の森」は、樹齢千
年を超える巨木が群生し、神秘的で雄大
な風景が広がります。ガイド付きでの散策
が楽しめます。
ツアー料金：大人　2,000円、こども　1,000
円
前日まで要予約

戸沢村古口字土湯
最上川交通（株）
☎0233-34-7051

月山あさひサンチュア
パーク
オートキャンプ場

6/20(日)～10月末頃 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！！
オートキャンプ1サイト通常：4,200円
オートキャンプ1サイト（7/20～8/25、7.8.9
月の土曜・祝日の前日）：5,500円
フリーサイト：2,100円
デイキャンプ1サイト(日帰り9時～16時)：
1,550円

キャンプ場ご利用の方特典情報！
【無料】①夏野菜もぎとり放題②中台池の
ブナ林散歩③星空観察
【有料】100円：スケートランプ、スラックラ
イン
1,000円：本格ピザ窯利用料1時間(薪代
込)　※要予約
生地、具材は持込可ですが販売もしてお
ります。

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

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（高校生以上）

羽黒山五重塔
羽黒町観光協会
☎0235-62-4727

スマホスタンプラリー 7/1（木）～11/14（日） 高畠町

高畠町の観光地を満喫できるスタンプラ
リー。町内15ヵ所の観光地（チェックポイン
ト）の内4ヵ所以上の観光地でスタンプを集
めると豪華賞品が抽選で当たります。

チェックポイント（太
陽館、亀岡文殊、
安久津八幡神社な
ど町内15ヵ所）

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

月山あさひ博物村30
周年特別企画
昆虫大集合「むしむし
展」

7/3(土)～11/7(日) 鶴岡市

月山あさひ博物村30周年特別企画として
昆虫大集合「むしむし展」を開催します。カ
ブト虫の販売も行います。
＊場所　道の駅「月山」・月山あさひ博物
村　文化創造館
＊時間：午前9時～午後5時 ＊月曜休館
＊入館料：大人（高校生以上）500円、　小
中学生300円、 3歳以上小学生未満100
円、　ファミリー券700円（大人1人+小中学
生1人）、ファミリー券500（大人1人+幼児1
人）

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

人間国宝　奥山峰石
『鍛金の世界』

7/9（金）～12/20（月） 新庄市

鍛金の技法に注目し、人間国宝 奥山峰
石氏の収蔵作品を展示します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日
※9/20（敬老の日）、11/3（文化の日）は
観覧無料

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

ZENJIRO五の不思議
展

7/14（水）～11/3（水・
祝）

新庄市

洋画家・近岡善次郎画伯の世界を５つの
視点から紹介します。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日・祝日の翌日
※9/20（敬老の日）、11/3（文化の日）は
観覧無料

新庄ふるさと歴史
センター　1F名誉
市民近岡善次郎記
念室

新庄ふるさと歴史
センター
☎0233-22-2188

とざわぐるっとスタンプ
ラリー

7/15（木）～9/30（木） 戸沢村

トートバックを台紙にしたスタンプラリー。
戸沢村に設置された7種類のスタンプを集
めて、見どころを楽しみながらオリジナル
のトートバックを作りましょう。スタンプを３
種類以上集めて応募すると抽選で特産品
が当たります。

戸沢村宿泊・観光
施設等

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

新庄藩主～戸沢氏11
代の歴史を辿る～

7/26（月）～10/17（日） 新庄市

江戸時代、この地方を治めた新庄藩歴代
藩主11人を貴重な史料とともに紹介しま
す。
開館時間：9時～16時30分（16時最終入
館）
休館日：火曜日、祝日の翌日
※9/20（敬老の日）は観覧無料

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

蔵王御釜マジックタイ
ムツアー

8/1（日）～9/5（日）のう
ち毎週日曜日

上山市

夜明け前の蔵王御釜に、朝日が差し込む
と、幻想的な時間（マジックタイム）が訪れ
ます。
早朝、静かなかみのやま温泉を出発し夜
明け前の御釜へ向かうツアーです。御釜
へ登頂後はガイドともに御田神湿原の散
策も行います。

蔵王御釜
上山市観光物産
協会
☎023-672-0839

とざわフォトコンテスト
２０２１

8/1（日）～11/30（火） 戸沢村

とざわフォトコンテスト２０２１開催します。
最大賞金５万円、テーマは「魅力発見！と
ざわ村の旅」です。戸沢村を旅したくなる
ような作品をお待ちしております。詳細は
戸沢村観光物産協会のHPをご覧くださ
い。

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

遊佐町ワンデー
ウォーク２０２１

9/5(日) 遊佐町

Aコース 8.3km
Bコース 4.3km ×2回　各200名限定
Cコース 5.1km　　　　（1200名）
※遊佐町在住・通勤・通学者、
酒田市在住者　限定

遊佐町町民体育館
前広場/遊佐町内

奥の細道鳥海ツー
デーマーチ実行委
員会事務局
☎0234-72-4114

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

9/5（日）・10/2（土） 鶴岡市

朝日地域のお母さんたち自慢の料理をバ
イキングでお楽しみください。
　・午前10時30分～午後2時
　・1皿につき100円
　・テイクアウトのみ：お持ち帰りの上お召
し上がりください。

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

せっかく登山ツアー［7
合目コース］

9/6（月） 遊佐町

大平～御浜～鉾立
時間　7：30～15：30
参加費（税込）6,000円
※昼食おにぎり付き

集合解散/JR遊佐
駅または遊楽里

NPO法人遊佐鳥
海観光協会
☎0234-72-5666

焼き鮎・鮎天丼ドライ
ブスルー

9/11（土）・9/12（日） 舟形町

舟形町の特産品である『鮎』を使用したド
ライブスルーを完全予約制で開催します。
予約は9月3日（金）までとなっております。
焼き鮎、鮎天丼、冷凍鮎を販売します。

アユパーク舟形
舟形若あゆ温泉
☎0233-32-0801

ひじおりの灯 9/11（土）～10/10（日） 大蔵村

山形に縁のある作家が肘折温泉に滞在し
ながら制作した新作灯籠がお披露目され
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をぜひご覧くだ
さい。

肘折温泉街
肘折温泉観光案
内所
☎0233-76-2211
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

肘折夜市 9/18（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

農大市場 9/18（土） 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

赤倉温泉　豆名月・栗
名月

9/18（土）～10/16（土） 最上町

赤倉の温泉街を訪ね歩き、茹でた枝豆や
栗、お菓子を頂く催しは、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため今年も残念なが
ら中止となりますが、9/18～10/16に赤倉
温泉旅館ご宿泊いただいた方へ“名月クッ
キー”を差し上げます。

最上町赤倉温泉内
赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

慈恩寺の阿弥陀展 9/18（土）～10/31（日） 寒河江市

慈恩寺の阿弥陀仏を秘仏を含め一挙公
開。阿弥陀の世界をご堪能ください。境内
周辺に咲く彼岸花も、９月下旬から１０月
上旬に見頃を迎えるのでお勧めです。

寒河江市本山慈恩
寺

本山慈恩寺
☎0237-87-3993

観光くり園オープン 9/18(土)～10月中旬 鶴岡市

＊場所：月山あさひ博物村　古の里交流
農園（そば処大梵字裏手）
＊時間：午前10時～午後4時
＊料金：大人200円、小中学生100円
※栗代金として1ｋｇあたり400円をいただ
きます。
※要予約（雨天可）

月山あさひ博物村
古の里　交流農園

大梵字（月山あさ
ひ振興公社）
☎0235-53-3413

鮭川歌舞伎土舞台特
別公演

9/19（日） 鮭川村

鮭川歌舞伎保存会結成50周年の記念の
年に、古来より上演されてきた神社境内に
ある土舞台での特別公演を開催します。

・開演時間：14：00
※入場については事前予約制
8月23日より予約受付開始
（9月3日まで）ただし、県内在住者限定
※当日はオンライン配信も行います。

京塚地区愛宕神社
境内

鮭川歌舞伎土舞
台特別公演実行
委員会
☎0233-55-2111
（鮭川村むらづくり
推進課内）

kitokito MARCHE
（キトキトマルシェ）

9/19(日),10/17(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

蔵王ペンション村オー
プンガーデン～山の
秋の庭～

9/20（月・祝）～10/3
（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。

期間中は、花苗や雑貨の販売、カフェ営
業を行っているペンションもあります。爽や
かなペンション村でごゆっくりお過ごしくだ
さい。

蔵王ペンション村
ペンションブラウン
☎023-679-2970

駅からサイクリング 9/25（土） 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。途中の休憩所で
は町自慢の秋の味覚をお楽しみください。
同日、青年会議所にて、サイクリングイベ
ントを実施します。ゲストとして安田大サー
カスの団長が高畠に来ます。

（発着点）高畠駅
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

ストライダーエンジョイ
カップ　寒河江つや姫
ステージ

10/2（土） 寒河江市

全国各地で開催されている幼児用ランニ
ングバイク「ストライダー」の大会。山形県
では寒河江市だけ！今大会は、山形県内
在住者限定で行います。エンジョイカップ
でレースデビューしよう！
詳細は「ストライダーエンジョイカップ　寒
河江つや姫ステージ」で検索してください。

最上川ふるさと総
合公園　イベント広
場

寒河江市スポーツ
振興課
☎0237-84-1877

川西ダリヤ園
Instagramフォトキャン
ペーン

10/1(金)～
11/3(水・祝)（予定）

川西町

川西ダリヤ園で撮影したダリアの写真を
Instagram上で募集します。優秀作品を投
稿された方には、豪華賞品をプレゼントし
ます。詳細は決定次第川西ダリヤ園公式
ホームページにてお知らせします。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町産業振興
課
☎0238-42-6668

第15回かがり火コン
サート

10/2(土) 山辺町

秋の夜長にかがり火の下で楽器演奏や民
謡、昔語りが行われます。ぜひ幻想的な
ひと時をお過ごしください。
※今年度は事前申込制。先着30名様限
定で実施します。

山辺町ふるさと資
料館

山辺町ふるさと資
料館
☎023-664-5033

あつみ温泉開湯1200
年記念イベント

10/2（土） 鶴岡市

令和3年度開湯1200年を迎えるあつみ温
泉で「あつみ温泉お湯輿まつり」を行いま
す。オープニングセレモニーとして、熊野
神社巫女舞及び子供獅子舞、竹灯籠の
点灯などを行い、お湯輿があつみ温泉街
をまわります。

あつみ温泉朝市広
場及びあんべ湯周
辺

あつみ温泉魅力づ
くり実行委員会
☎0235-43-2024

鳥海山高山植物観察
山行［７合目草紅葉
コース］

10/2（土） 遊佐町

大平～御田ケ原～鳥海湖～鉾立
時間　7：30～16：30
参加費（税込）6000円
※昼食おにぎり付

集合解散/JR遊佐
駅または遊楽里

NPO法人遊佐鳥
海観光協会
☎0234-72-5666

TAKAHATA
ILLUMINATION 2021
秋

10/2(土）
10/3（日）

高畠町

「屋外の観光」として、昨年から始まったラ
イトアップイベント。新たな町の観光を味
わっていただくため、進化し続けるイルミ
ネーションと歴史公園のコラボレーション
をご覧ください。

まほろば古の里歴
史公園

高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

被爆ピアノ平和コン
サート in 川西町フレ
ンドリープラザ

10/7(木) 川西町

広島に原爆が投下されたとき、奇跡的に
焼け残ったピアノ。一人の調律師によって
修理・調律されよみがえった被爆ピアノの
平和を祈るコンサートです。

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

第109回南陽の菊まつ
り

10/8（金）～11/7（日） 南陽市

109回を数える歴史と文化と技を誇る南陽
の菊まつり。前半は現代的なフラワーアー
ト作品展、後半は伝統の菊花展と菊人形
が会場を彩ります。

10/8～10/18（宮内
会場（熊野大社）／
10/19～11/7中央
花公園特設会場

南陽市菊まつり実
行委員会
☎0238-40-8295

第17回
最上川源流散策紅葉
狩りハイキング

10/9(土) 米沢市
山形県の母なる川・最上川の源流を、ガイ
ド付で気軽にハイキングできます。初心者
向きのイベントです。

最上川源流・明道
の滝散策コース

天元台高原
☎0238-55-2236

子ども演劇定期公演
「さざわぐち山と仲間
の話」

10/10(日) 川西町

子ども演劇教室は、演劇に親しむことで表
現する大切さを学んでいます。今回の定
期公演「さざわぐち山と仲間の話」は創作
民話で、町内外から参加している小中学
生21人のメンバーが精一杯演技を披露し
ます。

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

マルコの蔵グリーンラ
イトアップ

10/15(金)～10/17(日) 金山町

金山町と臓器移植推進機構のタイアップ
企画！マルコの蔵を移植医療のシンボル
カラーであるグリーンにライトアップしま
す。

マルコの蔵
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

フローリストアレンジ
展

10/16(土)～
10/17(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
川西町産業振興
課
☎0238-42-6668

２０２１　旬だ!!!寄って
け　とざわＭＵＲＡ市

10/16（土）～11/7（日）
の土日

戸沢村

とざわＭＵＲＡ市は、戸沢村の特産品や加
工品を販売するイベントです。
会場：白糸の滝ドライブイン・いきいきラン
ドぽんぽ館・高麗館（11/7のみ）
時間：９：００～１６：００

戸沢村内
観光施設

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

第35回長井マラソン大
会

10/17(日) 長井市

長井市内の日本陸連公認コースを走るフ
ル・ハーフマラソンです。雄大な飯豊・朝日
連峰の山並みを望みながら、最上川発祥
の地で、かつて舟運で栄え、今も古い商
家が残り“山の港町”と称されるまちなか
や郊外の比較的平坦な田園地帯を、選手
たちが駆け抜けます。詳細は第35回長井
マラソン大会2021公式サイトをご覧くださ
い。

長井市置賜生涯学
習プラザ
光洋精機アスリート
フィールド長井（長
井市陸上競技場）

長井マラソン大会
実行委員会事務
局（長井市健康ス
ポーツ課スポーツ
推進室内）
☎0238-82-8009

グッドピープル 10/23(土) 川西町

アメリカの格差社会を、皮肉やユーモアを
交えつつ描いたデヴィッド・リンゼイ＝アベ
アーの作品。主演を戸田恵子が務め、演
出は鵜山仁が担当。

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

秋の関川産物販売会 10/23（土）・10/24（日） 鶴岡市

しな織製品の展示販売、しな織体験、地
元で生産された農産物等の販売を行いま
す。
時間：23日（土）午前10時～午後3時
時間：24日（日）午前10時～午後2時

関川しな織セン
ター周辺

関川しな織セン
ター
☎0235-47-2502

出羽街道路乃茶屋
「キラリ」紅葉まつり20
周年記念

10/23（土）・10/24（日） 鶴岡市 旬の山の幸を販売します。
温海川　出羽街道
路乃茶屋「キラリ」

出羽街道路乃茶
屋「キラリ」
☎0235-47-2588

温海嶽閉山祭
紅葉のブナ林登山会

10/24（日） 鶴岡市

あつみ温泉から徒歩で行くことのできる
「温海岳」。天候に恵まれれば、日本百名
山の四座（鳥海・月山・朝日・飯豊）が一望
できることも。下山後は、温泉入浴があり
ます。

温海温泉熊野神社
拝殿前集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

今神山と大蔵鉱山を
巡る歴史街道トレッキ
ング

10/24（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：10月18日（月）　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

第60回山形県交通安
全県民大会

10/25（月） 山形市

本大会は、今年で60回目を迎える歴史あ
る大会で、交通事故の防止、交通安全思
想の普及及び交通安全意識の高揚を図
ることを目的として、交通安全功労者の表
彰等を行います。

山形国際交流プラ
ザ「ビッグウイング」

山形県消費生活・
地域安全課
☎023-630-2462

ダリアの栽培講習会
10/30(土)
10：00～

川西町

ダリア栽培のプロによる栽培講習会を開
催します。第3回となる今回の講習会で
は、球根の堀り上げと分球について学び
ます。

川西ダリヤ園

川西町産業振興
課
☎0238-42-6668
川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第53回最上町総合芸
術文化祭

10/30（土）～11/7（日） 最上町

町内外の活動団体の発表の場として文化
祭を行なっています。生け花や書道、パッ
チワーク、写真愛好家などの合同展示発
表会、また太鼓や郷土芸能の舞台発表会
も行われます。
展示期間　10月30日～11月1日9：00～
19：00(最終日は16：00まで）
舞台発表　11月7日大ホールにて（12：30
開場、13：00開演～16：00閉演）
※マスク着用、アルコール消毒、入場制限
等にご協力をお願いします。

最上町中央公民館
最上町教育委員
会文化芸術係
 ☎0233-43-2350

浄の滝トレッキング 10/31（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：20名
申込締切：10月25日（月）　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

森林トロッコ列車 10月末まで 真室川町
毎週（土・日・祝）の11時・13時・15時に運
行しています。料金は100円となります。

まむろ川温泉梅里
苑周辺

真室川町役場企
画課
☎0233-62-2050

摩耶山山閉じ・秋の登
山会

10月中旬 鶴岡市
紅葉の摩耶山をお楽しみください。
※コロナウイルスの状況をみて開催決定
します。

越沢　「まやのやか
た」集合

あつみ観光協会
☎0235-43-3548

ダリアのさんぽみち 10月下旬 川西町

芝生広場をキャンパスとして描くダリアを
使ったアレンジメント展です。詳細は決定
次第川西ダリヤ園公式ホームページにて
お知らせします。

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町産業振興
課
☎0238-42-6668

ひじおりの灯（大蔵村） ＳＵＰ体験（長井市）
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令 和 3 年 9 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 9/4(土)19:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS 水戸ホーリーホック 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 9/18（土）19:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS 京都サンガF.C. 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 10/10(日)14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ブラウブリッツ秋田 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 10/23(土)14:00～
2021明治
安田生命
J2リーグ

VS ザスパクサツ群馬 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

親子ふれあいコン
サート

9/3(金)14:00～
(13:00開場)

新庄市

歌のおねえさん　吉野 直子
指揮　佐藤 寿一
お話　板垣 幸江
管弦楽　山形交響楽団

新庄市民プラザ
山響チケットサービス
☎023-616-6607

平澤海里 J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンの
ためのソナタとパル
ティータ全曲シリーズ

9/4(土)14:00～ 山辺町 ヴァイオリン　平澤　海里 囃館
噺館
☎080-1815-0188

第295回定期演奏会

9/25（土）19:00～
（18:00開場）
9/26（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　広上　淳一
クラリネット　川上　一道
ヴィオラ　山中　保人

山形テルサホール
山響チケットサービス
☎023-616-6607

山形交響楽団と松川
儒フレンドリークラシッ
ク

10/3(日)15:00～
（14:00開場)

川西町

指揮　粟辻　聡
ピアノ　松川　儒
メゾソプラノ　井坂　恵
テノール　市川　和彦
バリトン　青山　貴

川西フレンドリープラ
ザ

川西フレンドリープラ
ザ
☎0238-46-3311

モーツァルト「魔笛」
10/9(土)14:00～
（13:00開場)

山形市
指揮　阪　哲朗
演出　宮本　亞門
管弦楽　山形交響楽団

やまぎん県民ホール
やまぎん県民ホール
☎023-664-2204

平澤海里 J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンの
ためのソナタとパル
ティータ全曲シリーズ

10/17(日)14:00～ 山辺町 ヴァイオリン　平澤　海里 囃館
噺館
☎080-1815-0188

第296回定期演奏会

10/23（土）19:00～
（18:00開場）
10/24（日）15:00～
（14:00開場）

山形市
指揮　鈴木　秀美
ピアノ　三輪　郁

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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