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夜の町歩きを楽しめる
ように！
金山町街並みライト
アップ

通年 金山町

夜も安心して町歩きを楽しんでもらえるよ
うにとの願いを込め、ライトアップを町民一
体となって行っています。暖かいオレンジ
のライトは金山町の魅力をより引き出しま
す。

金山町中心部
金山町役場産業
課
☎0233-52-2111

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

旧青山本邸ひな祭り
[庄内雛街道]

～4/3(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

農家レストラン安食
お雛さまランチ

～4/3(日) 戸沢村

農家レストラン安食では、ブランド豚肉「戸
澤豚一番育ち」や自家製野菜など地元食
材をふんだんに使用した農家ランチを提供
しています。お雛さま期間中は自家製の麹
から作った「甘酒」付き。お雛さまとおいし
いランチをお楽しみください。

お雛さま展示期間／3/1(火)～4/3(日)
営／金・土・日11：00～15：00　要予約（当
日可）

農家レストラン安食
農家レストラン安
食
☎090-4046-3724

第39回新庄のひなま
つり展

～4/4（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。
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

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

鶴岡雛物語 ～4/10（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、酒井家庄内入部４００年記念事業と
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、荘内神
社宝物殿へ入場後、希望者には上記施設
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
☎0235-35-1301

春の大梵字まつり ～4/17（日） 鶴岡市

朝日地域産そばと、旬の山菜で春の味覚
をお楽しみいただけます。
・営業時間　午前11時～午後5時（ラスト
オーダー午後4時30分）
・料金　チケット前売り1,500円（当日1,600
円）
・内容　十割そば・春の天ぷら・季節の副
菜・甘味付

そば処大梵字
そば処大梵字
☎0235-53-3413

金山まちなか雛めぐり
【マルコの蔵】

～4月中旬 金山町
旧西田家から譲り受けた古今雛を展示し
ています。

マルコの蔵
マルコの蔵
☎0233-32-1212

人間国宝　奥山峰石
『時が奏でる』

～7/4（月） 新庄市

人間国宝 奥山峰石氏の作品を年代順に
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

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

令 和 4 年 3 月 31 日
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

空色（そらいろ）・暮色
（くれいろ）ウォーキン
グ〈クアオルト健康
ウォーキング〉

【春：4～6月】西山コー
ス

空色ウォーキング：10
時～12時

暮色ウォーキング：14
時～16時

上山市

午前または午後のひとときを里山で楽し
む、頑張らないウォーキング。
木漏れ日の森の中で、「気候性地形療法
ウォーキング」を体験。
春は温泉街からほど近い「西山コース」を
専門ガイドと一緒に歩きます。
◆ガイド料金
お一人様　3,000円（小学生以上）
※未就学児の方は300円／一人
※中学生以下は保護者同伴
※ウォーキング開始前までに、駅前「かみ
のやま温泉観光案内所」にてお支払いくだ
さい（現金／ゆかった手形）
※キャンセル料：前日15時まで無料／前
日15時以降当日100％
◆申込締切：前日15時まで
◆最小催行人数：2名

上山城かかし茶屋
集合

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

あつみ温泉朝市 4/1(金)～11/30(水) 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

金山まちなか雛めぐり
【草々】

4/2（土）～3（日） 金山町

幼き日に我が家の娘と一緒に飾ったおひ
なさま。懐かしいその頃の日を思い出させ
てくれます。来てくれたこどもにはお菓子を
プレゼントします。(一般公開)
有料でお茶など飲むこともできます。

和cafe　草々
和cafe　草々
☎0233-52-2408

金山まちなか雛めぐり
【蔵史館】

4/2（土）～3（日） 金山町

○こどもたちの手作りのつるし雛とおひな
さまを展示し、お抹茶の接待(お茶菓子付
き)を行います。

○インスタグラムハッシュタグキャンペーン
インスタグラムでひな巡りイベントを投稿す
ると金山産の木工品１つプレゼント。
金山町に訪れたくなるような写真と文章、
♯山形県金山町　♯金山町と入れるだけ
でOK。

○ワークショップも開催予定！

蔵史館 金山町観光協会
☎233-52-2111

宝谷(ほうや)そば   営
業開始

4/2(土)～11/27(日) 鶴岡市

宝谷産「でわ宝」のそば粉100％のそばが
売りの「宝谷そば」の営業開始です。「挽き
たて」「打ちたて」「茹でたて」のそばをぜひ
ご賞味ください。4/2（土）、3（日）は先着で
粗品プレゼント。
【営業時間】土・日・祝日　11:00～14:00
※平日は５名以上からの予約制ですので
３日前まで申し込みください。

ふるさとむら宝谷・
宝谷そば

ふるさとむら宝谷・
宝谷そば
☎0235-57-4415

令和４年度「春の交通
安全県民運動」出発
式

4/6（水） 山形市

春の交通安全県民運動（４月６日～１５日）
の実施に当たり、交通安全の誓いや、新
広報アナウンス担当の朝倉さやさんによる
ビデオメッセージの披露、白バイ等による
パレード等を行います。

県庁講堂（２階）
※パレードは県庁
正面出入口前

山形県消費生活・
地域安全課
☎023-630-2460、
2462

♯ラーワールド
～ラーワーちひろ　絵
本と原画の世界展～

4/6（水）～5/29（日） 新庄市

最上地域で活躍する絵本作家ラーワーち
ひろさんの原画や作品などを展示します。
開館時間：9時～17時
休館日：毎週月曜日
入館無料

雪の里情報館
1階雪国ギャラリー

雪の里情報館
☎0233-22-7891

酒田日和山公園桜ま
つり

4/8(金)～17(日) 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

舞鶴公園桜まつり 4/8(金)～24(日) 酒田市
約100ｍに渡る桜並木を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
支所地域振興係
☎0234-64-3111
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

笹巻き体験 4/9（土） 遊佐町
いぐさの輪づくりから笹巻き（たけのこ巻
き）体験をして試食します。自分で巻いた
笹巻きはご自宅で煮ていただきます。

しらい自然館
鳥海山“おもしろ自
然塾”推進協議会
☎0234-72-2069

湯田川温泉　梅林公
園「梅まつり」

4/9（土）～10（日） 鶴岡市

約300本の紅梅・白梅が、皆様のお越しを
お待ちしております。

　◆各温泉旅館のお花見弁当の販売11：
00～完売まで
※各旅館の正面にて販売

湯田川温泉梅林公
園

湯田川温泉観光
協会
☎0235-35-4111

しだれ桜ライトアップ 4/9(土)～5/5(木・祝) 天童市

市内中心を流れる倉津川の両岸約1.4km
にしだれ桜が咲き誇ります。開花期間中に
は750ｍにわたってライトアップを実施いた
します。ライトに照らされた幻想的な桜並
木をどうぞお楽しみください。
※桜の開花状況により日程が変更になる
場合があります。

倉津川沿い

天童桜まつり実行
委員会（一般社団
法人天童市観光
物産協会内）
☎023-653-1680

月山スキー場開き 4/10（日） 西川町
他のスキー場がクローズしていく中で、4月
にオープンします！他では体験できない壮
大で爽快な夏スキーをお楽しみください！

月山スキー場
西川町商工観光
課
☎0237-84-0566

産直あさひ・グー
山のごっつおまつり

4/10（日） 鶴岡市

朝日地域のお母さんたち自慢のごちそうを
バイキングでお楽しみください。毎月大好
評をいただいております。
梵字川の春の景色を眺めながら、おふくろ
の味のバイキングのひと時を。
（テイクアウト制で、お持ち帰りの上お召し
上がりください。）
　*時間　午前10時30分～午後2時
　*料金　1皿につき 100円

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

円仁誕生祭 4/14(木) 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

置賜さくら回廊
花咲けオープニングセ
レモニー

4/15(金) 長井市

「置賜さくら回廊」は長井・南陽・白鷹をつ
なぐフラワー長井線沿線のさくらをめぐる
観光ルート。今年のオープニングセレモ
ニーは「最上川堤防千本桜」に隣接する道
の駅川のみなと長井で開催します。

道の駅 川のみなと
長井

長井市観光協会
☎0238-88-5279

松ヶ岡桜まつり 4/15（金）～17（日） 鶴岡市
桜が見頃な時期に松ヶ岡開墾場内におい
て、手仕事展、オーガニックマルシェin松ヶ
岡、その他様々な催しを開催します。

国指定史跡松ヶ岡
開墾場周辺

松ヶ岡桜まつり実
行委員会（事務
局：松ヶ岡産業）
☎0235-64-1331

第67回天童桜まつり
「人間将棋」

4/16(土)～17(日) 天童市

昭和31年から行われている、天童の春の
風物詩「人間将棋」が3年ぶりに開催され
ます。2,000本の桜が咲き乱れる舞鶴山を
舞台に、プロ棋士の指揮のもと、甲冑に身
を包んだ駒武者が対局を行います。観覧
募集の受付は終了しました。観覧希望の
方はインターネット配信をご覧ください。

舞鶴山山頂

天童桜まつり実行
委員会（一般社団
法人天童市観光
物産協会内）
☎023-653-1680

天童桜まつり「人間将棋」（天童市） 置賜さくら回廊（長井市）置賜さくら回廊（長井市）置賜さくら回廊（長井市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

しらたか古典桜の里さ
くらまつり

4/16（土）～24（日）
※開花状況により変更
あり

白鷹町

ウィズコロナを念頭に、桜をモチーフにした
「マチナカさくらいろ」お菓子や小物を町内
のお店に点在。参加店舗には桜色のフ
ラッグを掲示してお待ちしています。
また着物をレンタルしての周遊もお楽しみ
いただけます。

町内一円
（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

梅まつり 4/16(土)～5/6(金) 真室川町
梅・桃・桜などの木が約４００本以上あり、
全国的にも同時に咲く場所として有名と
なっております。

真室川公園
真室川町観光物
産協会
☎0233-62-2050

富山馬頭観音　春大
祭

4/17（日） 最上町

宮城県登米市の「赤谷神楽保存会」による
南部神楽や、「富山観音太鼓保存会」の太
鼓の奉納があります。10:00～12：00（小雨
決行）
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によっては、開催内容の変更や中止
となる場合がございます。

富山馬頭観音　神
楽殿

富山馬頭観音　東
善院
☎0233-45-2217

伊佐沢念仏踊 4/17(日) 長井市

伊佐沢念仏踊は、今から約500年前の室
町時代に長井市伊佐沢の玉林寺へ奉納さ
れたと伝えられています。太鼓・横笛・まと
い・行事・相撲・鳥毛・奴振り・枕打ち・花
笠・四ツ竹・道心坊・面すりで構成されてい
る踊りです。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)

長井市立伊佐沢小
学校校庭

伊佐沢コミュニティ
センター
☎0238-88-2444

温海さくらマラソン大
会

4/17(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。（参加
者の受付は終了しています）

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

しゃりん旬菜まつり 4/17(日) 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

人形石スノーシュート
レッキング

4/17(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

愛宕山の桜ライトアッ
プ

4/18（月）～5/5（木・
祝）（予定）

最上町

200本のソメイヨシノや山桜が咲き誇る愛
宕山。期間中には夜間ライトアップを実施
し、幻想的な雰囲気が楽しめます。ライト
アップ時間18：00～21：00

愛宕山周辺
もがみ南部商工会
☎0233-43-2184

新庄春まつり
4/20（水）～5/5（木・
祝）

新庄市

最上公園では4月中旬～下旬にかけて約
300本の桜が見頃を迎えます。4/20からは
ぼんぼりが点灯し、出店も並びお花見ス
ポットとしておすすめです。

最上公園
新庄観光協会
☎0233-22-2340

御堂森イワウチワ観
賞トレッキング

4/21（木） 尾花沢市

春、目覚めの時期やまがた百名山御堂森
にイワウチワ鑑賞に出かけよう！標高
600mあたりから数百メートルに渡りイワウ
チワが登山路中に咲き乱れる大群落を体
感することが出来ます。参加定員は50名
で、参加費用は1人500円です(昼食(おに
ぎり)と保険料等を含む)。申込みの締切日
は、4/11(木)です

〈集合場所〉
農家レストラン蔵
(尾花沢市大字細
野552)

尾花沢市常盤地
区公民館
☎･FAX:0237-28-
2122
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

さくらんぼ
観光果樹園オープン
式

4/21（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！

市内各所
東根市観光物産
協会
☎0237-41-1200

大堰鯉の放流 4/22（金） 金山町

金山町の観光名所の一つである大堰に錦
鯉を放流します！大堰の近くのお休み処
一福やでは錦鯉の餌も販売しています。
美しい大堰を優雅に泳ぐ錦鯉。ぜひ見に
来てください(*^_^*)

大堰
金山町産業課
℡０２３３－５２－２
１１１

JR左沢線全線開通１
００周年記念イベント

4/23（土）～24（日） 大江町
JR左沢線全線開通１００周年を記念し、JR
左沢駅にて囃子屋台の披露やマルシェ
（予定）、餅まき等を行います。

大江町
JR左沢駅前広場

大江町政策推進
課
☎0237-62-2118

たかはた桜まつり 4/23（土）～24（日） 高畠町

インスタ映えすると人気の旧高畠駅舎や、
かつて実際に走っていた列車をライトアッ
プします。桜の時期ですので夜桜鑑賞もお
楽しみください

旧高畠駅舎周辺
高畠町商工観光
課
☎0238-52-4482

しゃりん山菜まつり
4/23(土)～24(日)、
5/1(日)～5(木・祝)

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

こどもの読書週間「ひ
とみキラキラ本にどき
どき」

4/23（土）～5/8（日） 川西町

おみくじ付きの「えほんのふくぶくろ」の貸
出と図書館に関するクイズ「としょかんクエ
スト」を出題します。幼児～小学生向けイ
ベントです。

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3回山寺蔵王ウルト
ラマラソン

4/24（日）
山形市
上山市

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・市街地を通り、全国か
ら集まる鍛え抜かれたランナー200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。

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
※大会参加エント
リーは締め切りま
した。

第一校舎
春の文化祭

4/27(水)～5/5(木・祝) 長井市

開館3周年＆来館者数20万人突破を記念
して、「春の文化祭」を開催します。期間中
は食・自然をテーマに、マルシェやワーク
ショップを行うほか、ストリートピアノならぬ
階段下のピアノひろばの設置開放、記念ノ
ベルティのプレゼントなども実施します。詳
しくはWEBサイト等でお知らせします。

旧長井小学校第一
校舎

旧長井小学校第
一校舎
☎0238-87-1802
WEB：
https://kyunagais
ho.jp/

プラザ探検隊 4/29（金・祝） 川西町

普段は見ることのできないプラザの舞台裏
を探検します。照明や音響の仕組みはどう
なっているのか。その謎を探るプラザ内ツ
アーです。もしかしたら、照明や音響の操
作ができるかも？！

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

ヤナ開きまつり

4/29（金）～5/5（木・
祝）
※日程変更の可能性
あり

白鷹町
ヤナ場の豊漁と安全を祈願するお祭りで
す。ヤナ場の上空を150匹ほどの鯉のぼり
が泳ぎます。春風に揺れる姿は壮観です。

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

たかはた桜まつり（高畠町） 舞鶴公園桜まつり（酒田市）
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

赤ちゃんの手形をつく
ろう

4/29（金・祝）～5/1
（日）・5/3（火・祝）～5
（木・祝）

高畠町

赤ちゃんの手形や足跡を粘土にとって焼
き上げることができます。0歳から3歳児が
主な対象者ですが、小学生まで受付可能
です。成長の証の記録として挑んでみてく
ださい。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

キッチンカー大集合in
いろり火の里

4/29（金・祝）～5/1
（日）

三川町
ゴールデンウィークの前半、いろり火の里
にキッチンカーが大集合します！いろいろ
なフードが楽しめます！

三川町いろり火の
里

三川町観光協会
0235-66-4656

新庄かど焼きまつり
4/29（金・祝）～5/5
（木・祝）

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。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。

最上公園特設会場
新庄観光協会
☎0233-22-2340

米沢上杉まつり
4/29(金･祝)～5/3(火･
祝)

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(金･祝)：開幕祭
◎5/2(月)：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(火･祝)：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。

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

特別展
収蔵資料展－斎藤茂
吉、新たな魅力の発見
－

4/29（金・祝）～8/30
（火）

上山市

斎藤茂吉の魅力を再発見する、様々な資
料を紹介いたします。

休館日：毎週水曜日、5/6（金）、7/3（日）
～7/9（土）
※5/4（水・祝）、5/5（木・祝）は開館します

斎藤茂吉記念館
斎藤茂吉記念館
☎023-672-7227

県民の森オープニング
イベント

4/29（金・祝） 山辺町
殺陣教室や青空クラフト教室など親子で楽
しめるイベントが盛り沢山。

森林学習展示館周
辺

県民の森
森林学習展示館
☎023-666-2116

源流の森ＯＰＥＮ
4/29(金・祝)～
11/30(水)

飯豊町

今年も源流の森がＯＰＥＮします。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

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。龍神伝説の舞台に
なった秘境・三淵渓谷を巡る約1時間の船
旅です。
※乗船方法及び乳幼児の乗船については
要問合せ。運航日・料金についてはボート
ツーリング公式ホームページをご確認くだ
さい。

長井ダム
(ながい百秋湖)
合地沢湖面広場

(特)最上川リバー
ツーリズムネット
ワーク
野川まなび館
☎0238-87-0605

第１4回金山町フォトコ
ンテスト

4月～翌1月下旬 金山町
金山の魅力ある写真を撮影して入賞する
と豪華景品が当たるチャンス

金山町
金山町観光協会
℡０２３３－５２－２
１１１
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

チマチョゴリ着用体験
4月～11月
金・土・日・月

戸沢村

韓国文化を再現した特徴的な道の駅で、
レンタルのチマチョゴリを着ればプチ韓国
旅行気分が楽しめます。
料金／大人1000円・小学生以下500円
受付時間／金・土・日・月11：00～16：30

モモカミの里高麗
館
（道の駅とざわ敷地
内）

モモカミの里高麗
館
☎0233-72-3303

鶴岡桜まつりライト
アップ

4月上旬から中旬の桜
の開花時期

鶴岡市
令和４年に迎える酒井家庄内入部400年
記念事業の一環として、桜のライトアップを
行います。

鶴岡公園内
鶴岡護国神社前庭

鶴岡市役所観光
物産課
☎0235-35-1301

鶴岡桜まつりインスタ
グラムフォトコンテスト
2022

4月上旬から中旬の桜
の開花時期

鶴岡市

鶴岡公園周辺の桜の写真を撮って、特定
のハッシュタグを付けてインスタグラムに
ご投稿ください。受賞者には鶴岡ゆかりの
豪華副賞が進呈されます。
詳細、応募条件は「鶴岡桜まつりインスタ
グラムフォトコンテスト」公式サイト等でご
確認ください。

鶴岡公園周辺

鶴岡観光協会
（鶴岡市商工会議
所内）
☎0235-24-7711

中山町お達磨の桜ま
つり

4月中旬 中山町

公園では県天然記念物のエドヒガンをはじ
め、34本の桜が咲き誇ります。町の伝統芸
能などが披露され、観桜客を楽しませてく
れます。

お達磨の桜公園
中山町観光協会
☎023-662-2114

白川湖カヌー体験 4月中旬～10月末 飯豊町

白川湖の水没林で、カヌー＆SUP体験を
することができます。ガイドが漕ぎ方から
丁寧にお伝えしますので、まったく経験の
ない初心者、ご家族連れでも安全に楽しく
体験することができます。お申し込みは、
いいでカヌークラブの公式HPで受け付け
ています。

白川ダム湖
いいでカヌークラブ
☎050-5832-7512

あつみ温泉温海川河
畔夜桜ライトアップ

4月中旬～5月上旬 鶴岡市
期間中の日没から午後11時頃まで毎日ラ
イトアップをおこないます。川面にうつる桜
は幻想的です。

あつみ温泉温海川
河畔

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

白川湖の水没林 4月中旬～5月中旬 飯豊町

春の雪解け水が白川ダム湖を満たすと、
新緑のシロヤナギの林が湖面からまるで
生えているかのようにみえる幻想的な風
景を見ることができます。春先の１か月間
しか見ることができない絶景です。

白川ダム湖岸公園
周辺

飯豊町役場商工
観光課
☎0238-87-0523

月山あさひ博物村
かたくり園開園

4月中旬～下旬 鶴岡市

里山に春を告げるかたくりの花が見ごろを
迎えます。
*場所　月山あさひ博物村　「そば処大梵
字」の裏手
※開園時には国道沿いにのぼり旗を立て
ております。

道の駅「月山」
月山あさひ博物村

月山あさひ振興公
社
☎0235-53-3411

霞城公園桜ライトアッ
プ

4月中旬～下旬
（桜の咲き始め～散り
始め）

山形市

山形城跡である霞城公園は、約1,500本桜
を楽しむことができる山形随一の桜の名
所です。開花時期に合わせてライトアップ
を行います。

山形市霞城公園

山形市観光戦略
課
☎023-641-
1212(内線423)

馬見ヶ崎さくらラインラ
イトアップ

4月中旬～下旬
（桜の咲き始め～散り
始め）

山形市

馬見ヶ崎河川敷に咲き誇る長い桜のトン
ネルは、ドライブスポットとしても人気があ
ります。開花に合わせライトアップも行わ
れます。対岸に車を止めての散策も楽しむ
ことができます。

馬見ヶ崎河川敷

馬見ヶ崎さくらライ
ンライトアップ実行
委員会事務局(山
形市観光戦略課
内)
☎023-641-1212
(内424)

さがえ春花まつり
桜ライトアップ

4月中旬～下旬 寒河江市

花見の名所として知られる寒河江公園の
「さくらの丘」は、満開の時期には一帯を
360度包み込むように桜が咲き、天気の良
い日には綺麗な桜と月山を眺めることがで
きます。また、開花時期にあわせてライト
アップが行われ、美しい夜桜も楽しんでい
ただけます。

寒河江公園
さくらの丘他

(一社)寒河江市観
光物産協会
☎0237-86-8866
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

最上峡芭蕉ライン観
光
安全運航祈願祭

4月下旬 戸沢村

最上川舟下りの安全運航を祈願し、神事
が執り行われます。
地元の小学生による最上川舟唄の披露な
どが行われます。

戸澤藩船番所
最上峡芭蕉ライン
観光
☎0233-72-2001

旬だぁ!!!寄ってけ
とざわMURA市

4月下旬～5月中旬 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

戸沢村観光物産
協会
☎0233-72-2110

出羽街道路乃茶屋「キ
ラリ」
かたくり園・水芭蕉園

4月下旬～5月上旬 鶴岡市

キラリから徒歩10分ほどにある面積 1haの
かたくり園。水芭蕉園は車で5分ほどにあ
ります。
○協力金：各100円（キラリにお支払いくだ
さい）
○キラリでは、期間中山菜や地元農産物
などを販売します。

温海川地区内
出羽街道 路乃茶
屋「キラリ」
☎0235-47-2588

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見ごろを
迎えます。
*場所　庄内あさひI.C.から大鳥方面へ13ｋ
ｍ（約20分）。吊り橋を渡るとかたくり園が
あります。（看板・のぼりあり）
※「下田沢かたくりを守る会」のみなさんに
より、園内には遊歩道が作られますので、
マナーを守ってお楽しみください。
※開花期には、かたくり園そばに臨時駐車
場や仮設トイレが設置されます。
※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
朝日庁舎産業建
設課
☎0235-53-2120

かみのやま菜の花畑
（ヴェンテンガルテン）

4月下旬～5月中旬 上山市

４月下旬から５月中旬にかけて絶景のフォ
トスポットが現れます。菜の花畑からは壮
大な蔵王連峰を眺めることができます。花
で彩ったハート型フレームも設置している
おり、「映えスポット」としても有名です。

上山市弁天地内
（茂吉記念館前駅
すぐ）

上山市観光・ブラ
ンド推進課
☎023-672-1111

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
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

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！（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

早春御堂森登山 5/1(日) 尾花沢市

残雪を踏みしめ、やまがた百名山御堂森
に登ってみよう！標高600mあたりから数
百メートルに渡りイワウチワが登山路中に
咲き乱れる大群落を体感することが出来
ます。参加定員は50名で、参加費用は1人
1,000円です(昼食(おにぎり)と保険料等を
含む)。申込みの締切日は、4月20日(水)で
す

〈集合場所〉
農家レストラン蔵
(尾花沢市大字細
野552)

尾花沢市常盤地
区公民館
☎･FAX:0237-28-
2122

かみのやま菜の花畑（上山市）白川湖の水没林（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

まじゃれマーケット 5/1（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。10：00～15：00

赤倉温泉　まじゃれ
茶や周辺

赤倉温泉観光協
会
☎080-1660-4083

産直あさひ・グー
山菜まつり

5/1（日）～15（日） 鶴岡市

　雪深い「あさひ」の山菜は、里山から奥山
へと雪解けにあわせて長期間楽しめるとこ
ろが魅力です。山菜と一緒に地元産の加
工品も多数ご用意してご来店をお待ちして
おります。
　（土日限定の企画など検討しておりま
す。）

産直あさひ・グー
産直あさひ・グー
☎0235-58-1455

最上三十三観音御開
帳

5/1（日）～10/31（月）
村山・最上
地域

最上三十三観音では、5/1（日）～10/31
（月）の期間、「子年連合御開帳」が開催さ
れます。
通常では秘仏とされている御本尊や宝物
を拝観することができる12年に一度の大
変貴重な年ですので、この機会にぜひご
覧ください。
（本来、子年である2020年に御開帳される
予定でしたが、新型コロナウイルス感染症
の影響により2年延期となったものです。）

各最上三十三観音

最上三十三観音
札所別当会
（第20番　小松沢
観音）
☎0237-55-6171
（第17番　長登観
音）
☎0237-74-3853

山戸能･山五十川歌舞
伎奉納上演

5/3（火・祝） 鶴岡市
河内神社の春の例祭。県指定無形民俗文
化財の山戸能と山五十川歌舞伎が奉納
上演されます。

山五十川古典芸能
伝承館

山五十川公民館
☎0235-45-2949

鳥海山大物忌神社蕨
岡口之宮例大祭

5/3（火・祝） 遊佐町
鳥海山大物忌神社蕨岡口之宮の例大祭
です。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
蕨岡口之宮

遊佐町教育委員
会教育課文化係
☎0234-72-5892

第46回全国花笠マラ
ソン大会

5/3(火･祝) 尾花沢市

個人の部(1周・4周)･ファミリーの部・ウォー
キングの部があります。今回は全ての部
門が徳良湖を周回するコースになっていま
す。(参加は東北6県にお住まいの方のみ
対象。当日参加は不可。)

尾花沢市徳良湖周
辺

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
㈹

ひろすけ子ども祭
5/3（火・祝）～5（木・
祝）

高畠町

山形県高畠町出身の童話作家、浜田広介
の文学功績をたたえて建てられた浜田広
介記念館。お祭りでは魚つり大会や体験
コーナー、人形劇など楽しいイベントが盛
りだくさんです。

浜田広介記念館
浜田広介記念館
☎0238-52-3838

第52回尾花沢徳良湖
まつり

5/3(火･祝)～5(木･祝)
予定

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。
5/3(火･祝)から２日間にわたり、本場の花
笠踊りの披露や体験コーナーなど、子供
から大人まで楽しめるイベントを開催しま
す。物産コーナーのみ３日間行う予定で
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
良湖まつり部会事
務局((一社)尾花沢
市観光物産協会
内)
☎0237-23-4567

鳥海山大物忌神社吹
浦口之宮例大祭

5/4（水・祝）～5（木・
祝）

遊佐町

鳥海山大物忌神社吹浦口之宮の例大祭
です。地元の跡取りたちで組織する吹浦
祭り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、そしてこの祭りの最
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
吹浦口之宮

遊佐町教育委員
会教育課文化係
☎0234-72-5892

TAKAHATA
ILLUMINATION

5/7（土）～8（日） 高畠町

町のシンボルである三重塔や歴史公園が
きらびやかに輝く夜の世界をお楽しみくだ
さい。フォトスポットや屋台など盛り上がる
こと間違いなし！
※点灯時間　7日18～21時　8日18～20時
半

まほろば古の里歴
史公園

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

葉山民衆登山 5/8(日) 長井市

鮮やかな残雪と新緑が景色を彩る季節
に、地元の山岳会の方と一緒にやまがた
百名山・葉山に登ってみませんか。奥の院
からは祝瓶山をはじめとする朝日連峰な
ど、周囲の山々の美麗な姿を見渡すこと
ができます。

(置賜)葉山
長井市観光文化
交流課
☎0238-82-8017

しゃりん孟宗まつり 5/8(日) 鶴岡市
地元早田地区の旬の逸品「早田孟宗」をも
うそう汁にしてご提供。孟宗や山菜も直売
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

祈年祭（御田植祭り） 5/8(日) 鶴岡市

祈年祭はとしごいのまつりで、｢とし｣とは穀
物、特に稲を意味する言葉で、春の農作
業を前に、その年の五穀豊穣を祈る祭りで
す。

三神合祭殿
出羽三山神社
☎0235-62-2355

ギフチョウ属観察会
5/8（日）
9：00～12：00

鮭川村

鮭川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。
・参加費無料
・事前申し込み

鮭川村内
鮭川村中央公民
館
☎0233-55-3051

薬師祭植木市 5/8(日)～10(火) 山形市
日本三大植木市のひとつ。約400年の歴
史を誇ります。植木の他露店も出店されま
す。

山形市(薬師公園
付近）

薬師祭植木市実
行委員会(山形商
工会議所内)
☎023-622-4666

白つつじまつり 5/10（火）～31（火） 長井市

樹齢750余年の古木「七兵衛つつじ」をは
じめ、約3,000株の白つつじが咲きそろう景
色は、まるで純白の雪が降り積もったよ
う。まつり期間中には白つつじ市民マラソ
ン大会や、公園内にて「ながい黒獅子まつ
り」も開催されます。

松ヶ池公園（白つつ
じ公園）

長井市観光協会
☎0238-88-5279

白鷹山虚空蔵尊祭礼 5/13（金） 白鷹町

毎年5月13日の「高い山」の日には、各登
山口からたくさんの登山客が山頂を目指し
ます。山頂から徒歩20分の雨量レーダー
には1等三角点があり、白鷹町が一望でき
ます。

白鷹山
（一社）白鷹町観
光協会
☎0238-86-0086

「看護の日」及び「看護
週間」事業イベントの
開催

5/13(金) 山形市

5月12日は「看護の日」です。若年層を対
象に、看護人材確保を目的とした事業とし
看護週間イベントPRバス(ラッピングバス)
が全国で巡回します。山形市でバスの巡
回に合わせ看護の日イベントを5月13日に
開催します。
○14時からオープニングセレモニー、参加
者・スタッフ記念撮影、PRバス展示、
DMATカー展示・DMATナース紹介、先輩
の声展示、進路相談、健康相談、赤ちゃん
人形体験等
○17時から山形市内を看護週間イベント
PRバス(ラッピングバス)が巡回します。

やまぎん県民ホー
ル
イベント広場

医療政策課
地域医療支援室
☎023-630-2258

TAKAHATA ILLUMINATION（高畠町）三淵渓谷通り抜け参拝（長井市）

10 



イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第31回ふじの花まつり 5/14(土)～15(日) 鶴岡市

日本一の藤の花盆栽展をメインに、むかし
話語り、俳句大会、屋台、出店などを行い
ます。
藤の盆栽展では今年も地域の皆様が心を
込めて育てていただいている藤の盆栽を
約100鉢ほど出展いただきます。
※藤の見頃期間5/9（月）～15（日）は藤島
歴史公園と藤島体育館の藤棚のライトアッ
プで「夜藤」をお楽しみいただけます。

藤島歴史公園
「Hisu花」、藤島地
区地域活動セン
ター、藤島体育館、
東田川文化記念館

ふじの花まつり実
行委員会
☎0235-64-2229

プラザ寄席vol.37「柳
家喬太郎独演会」

5/14（土） 川西町

古典落語から新作落語まで！その個性豊
かで迫真の語り口は聴衆を魅了する。実
力と幅広さを兼ねた柳家喬太郎の円熟し
た落語、この機会をお聞き逃しなく。喬太
郎師匠のサイン色紙抽選会も開催予定！

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

山野草ハイキングと打
ちたてそば昼食

5/14（土） 遊佐町

しらい自然館周辺で春の草花を観察しな
がらハイキング。その後、しらい自然館で
打ちたての金俣そばと山野草の天ぷらを
いただきます。※山菜採りではありませ
ん。

しらい自然館
鳥海山“おもしろ自
然塾”推進協議会
☎0234-72-2069

温海嶽開山祭・ブナの
森登山会

5/15(日) 鶴岡市

新緑のブナ林の中、様々な草花をめでな
がら歩きます。下山後は孟宗汁の振る舞
いや「あつみ温泉」での入浴をお楽しみく
ださい。
◎参加費：1,500円（小学生以下無料）
◎参加締切：5/6（金）　先着30名程度まで
※感染症の状況を見て、振る舞いは中止
の可能性があります。

温海岳・あつみ温
泉

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

諏訪部祭 5/15（日） 遊佐町

鳥海山の噴火と大地震で被害を受けた人
たちを救うために活躍した諏訪部権三郎を
慕い、感謝の気持ちをささげるための祭で
す。

本願寺
遊佐町企画課企
画係
☎0234-72-4524

山寺日枝神社例大祭 5/17(火） 山形市

大山咋大神・鴨玉依姫大神・加茂別雷神
の御祭神3柱を配した３基の神輿が白装束
に烏帽子の町衆に担がれ門前町を駆け抜
けます。町中を勇壮に走る様は圧巻です。

山寺宝珠山境内
山寺観光協会
☎023-695-2816

肘折温泉　山菜の食
祭り

5/20（金）～6/12（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。また、5/21（土）は「山
菜の味覚市」が午前11時から肘折温泉街
で開催され、山菜汁や山菜料理などが販
売されます。

肘折温泉の旅館
大蔵村観光協会
（肘折いでゆ館内）
☎0233-34-6106

散居集落を望む　熊
野山　絶景!夜明けト
レック

5/20(金)、21(土)、
22(日)、27(金)、28(土)、
29(日)
6/3(金)、4(土)、5(日)

長井市

やまがた百名山の一つに選定されている
「熊野山」。そこから望む絶景の散居集落
の夜明けの風景。朝日が田んぼの水鏡に
反射し、散居集落全体が朱に染まる絶景
を望めるのは、田植えの時期のわずか2週
間あまり。日の出後は、爽やかな早朝のト
レッキングをお楽しみください。長井ダムや
祝瓶山、置賜盆地の眺望も期待できます。
案内人・登山ガイドは葉っぱ塾の八木文
明さん(日本山岳ガイド協会認定ガイド)。
登山中、八木さんからさまざまな山の知識
などをレクチャーいただけます。
詳細・申込については、やまがたアルカ
ディア観光局ホームページをご確認くださ
い。各日程3日前まで要申込。
【時間】2:50～7:00頃まで
【定員】10名
【料金】3,300円(税込)　大人・子ども同額

熊野山
【集合・解散場所】
道照寺平スキー場
ロッジ

(一社)やまがたア
ルカディア観光局
☎0238-88-1831
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第32回　ながい黒獅
子まつり

5/21（土） 長井市

市内十数社の神社の黒獅子が一堂に会
し、市内中心部を練り歩きます。神社ごと
に獅子頭や舞い、お囃子などが異なり、そ
の違いを見比べながら楽しむことができま
す。

市内目抜き通り・白
つつじ公園

長井市観光協会
☎0238-88-5279

昼下がりのステージ
vol.16「Jazzyな初夏の
午後」

5/22（日） 川西町
ジャズ、ボサノバなどのスタンダードナン
バーの名曲を、ハーモニカ&ピアノトリオで
お送りします。

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

摩耶山春の登山会
（越沢、関川口）

5/22（日） 鶴岡市
安全祈願神事の後、新緑の中の登山会を
行います。神事には摩耶姫が参列します。

越沢地内
あつみ観光協会
☎0235-43-3547

2022神室連峰山開き 5/28(土） 最上町

栗駒国定公園神室連峰登山の安全祈願
と新緑と残雪の神室連峰の主峰「神室山」
登山を行います。（新型コロナ感染予防及
び荒天の場合は登山中止又は登る山を変
更する場合があります）参加申込締切　5
月20日(金)、集合時間 6：00　安全祈願
6：15　登山開始（根の崎口）7：30

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

勾玉・弓矢・石器をつく
ろう

5/28（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
て作ります。

県立考古資料館
県立考古資料館
☎0238-52-2585

白川荘わらび直売会 5/28(土)～5/29(日) 飯豊町

春の味覚・山菜の代表格「わらび、うど、こ
ごみ」などの直売会を開催します。飯豊町
中津川地区の美味しい山菜をぜひご賞味
ください。

白川温泉白川荘
白川温泉白川荘
☎0238-77-2124

高い山運開き・山菜取
りツアー

5/29(日) 尾花沢市

やまがた百名山の一つ「大平山」から月山
や鳥海山を一望できる「高い山運開き」(先
着40名)と、山菜の王様「あいこ」の収穫体
験ができる「山菜取り取りツアー」（先着50
名）があります。（どちらも参加費2,000円、
5/20申込締切）
また、同日11時から14時まで細野産そば
や細野で採れた山菜などの販売が行われ
ます。こちらはツアーの参加関係なく来場
可能です。

〈集合場所〉
農家レストラン蔵
(尾花沢市大字細
野552)

尾花沢市常盤地
区公民館
☎･FAX:0237-28-
2122

第４０回全国白川ダム
湖畔マラソン大会

5/29(日) 飯豊町

絶景のロケーションに抱かれて、萌える緑
の湖畔を走ってみませんか？飯豊連峰の
麓、豊かな大自然が皆さんをお迎えしま
す。コースは、2ｋｍ・5ｋｍ・10ｋｍの３種
類。申込締切は、4/15(金)です。詳細は町
HPをご覧ください。

白川ダム湖岸公園

全国白川ダム湖畔
マラソン大会事務
局
☎0238-72-3111

ごみゼロやまがた県
民運動キャンペーン

5/30（月）
県内４地域
（未定）

5/30（ごみゼロ）の日に合わせて、家庭で
行えるごみの削減チラシなどを県内４地域
で配布し、啓発を行います。

（未定）

県環境エネルギー
部循環型社会推
進課
☎023-630-2302

水上サイクリング
長井ダム  水上自転
車体験

5月～11月 長井市

長井ダムで「水上自転車」に乗ってみませ
んか。水上自転車は両脇にフロートがつい
ているため安定感があり、お子さまから年
配の方まで水に濡れることなく安全に体験
いただけます。ツアーガイドが乗り方をレク
チャーし、体験中もSUPにて近くに待機し
ておりますので安心です。夏は水陸両用
バス、秋は遊覧船を間近で見ることができ
ます。1日8便運行で、1便につき定員は5
名です。
詳細・申込については、やまがたアルカ
ディア観光局ホームページをご確認くださ
い。
【料金】1500円/1回30分間　※大人・子ど
も同額

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
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イベント名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

長井ダム
ネイチャーSUPツアー

5月～11月 長井市

長井ダムでSUP(スタンドアップパドルボー
ド)ができる?!
SUPは全長3,350㎜、幅810㎜、厚み150㎜
で、浮遊力があり安全性にも優れているイ
ンフレータブルボード(空気注入式)を使
用。周囲の山々の景色もご覧いただきな
がら、湖面お散歩をお楽しみいただけま
す。ツアーガイドが乗り方をレクチャーし、
体験中も一緒についてまわりますので、初
心者でも安心です。定員は各回6名です。
詳細・申込については、やまがたアルカ
ディア観光局ホームページをご確認くださ
い。
【料金】大人:6,000円、子ども(身長130㎝以
上):4,000円　1回2時間
※アルカディア地域(長井市・南陽市・飯豊
町・白鷹町)在住者限定料金
　→大人:5,000円、子ども(身長130㎝以
上):3,000円　1回2時間

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

月山の残雪とブナの
新緑トレッキング

5月～6月 西川町

冬のなごりと訪れた春が仲良く同居する景
観が広がります。専門の自然解説員が、
自然の仕組みを親切・丁寧に説明してくれ
ます。

山形県立自然博物
園内

山形県立自然博
物園
☎0237-75-2010

さがえ春花まつり
つつじライトアップ

5月上旬～5月下旬 寒河江市

寒河江公園内にあるつつじ園は11種類
43,000株のツツジが色鮮やかに咲き誇り
ます。開花時期にあわせてライトアップが
行われます。

寒河江公園つつじ
園

(一社)寒河江市観
光物産協会
☎0237-86-8866

観光わらび園オープン 5月中旬 鮭川村

春のめぐみの「わらび」取りをご堪能下さ
い。事前に予約が必要なので、お問合せ
下さい。
・参加費用　個人300円/㎏
・事前予約

大芦沢わらび園

大芦沢わらび園
（村観光協会）
☎0233-55-2111
（役場むらづくり推
進課内）

寺台農園
観光わらび園

5月中旬 戸沢村

山の恵み「わらび」が２時間とり放題！誰
もがハマるワラビ採り！初心者でも安心で
す。

入場料：２０００円　要予約
場所：戸沢村角川地区
予約・お問合せ
寺台農園　代表　田中悦夫　090-3983-
7648

寺台農園
戸沢村角川地区

寺台農園
代表 田中悦夫
☎090-3983-7648

観光ワラビ園オープン 5月中旬～6月下旬 飯豊町
中津川地区の５ヶ所にてOPEN（予定）。お
いしい山菜が取り放題！

各ワラビ園
【総合案内所】白
川温泉白川荘
☎0238-77-2124

まるごと体験「しな織
の里関川」わらびまつ
り

5月下旬 鶴岡市

しなの木の保育活動、ワラビ収穫体験等
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。
※詳細検討中

関川しな織センター
他

関川自治会
☎0235-47-2502

寒河江春花まつり（寒河江市） 肘折温泉 山菜の食祭り（大蔵村）
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令和4年3月31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 4/3(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

4/6(水)19:00～
B.LEAGUE
2021-22

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

4/9(土)17:00～
4/10(日)12:00～

B.LEAGUE
2021-22

VS　越谷アルファーズ
山形県総合運動公
園

(株)パスラボ
☎023-664-3646

モンテディオ山形 4/10(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

パスラボ山形ワイヴァ
ンズ

4/16(土)18:00～
4/17(日)14:00～

B.LEAGUE
2021-22

VS　佐賀バルーナーズ
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 4/23(土)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　大宮アルディージャ
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

4/29(金・祝)14:00～
4/30(土)14:00～

B.LEAGUE
2021-22

VS　ファイティングイーグルス名古屋
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 5/1(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

モンテディオ山形 5/8(日)14:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２リーグ

VS　大分トリニータ
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 5/25(水)19:00～
2022明治
安田生命Ｊ
２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

演奏会名 日　　程 市町村 概　　　要 場　　所 問い合わせ

第300回 定期演奏会

4/16(土)19:00～
（18:00開場）
4/17(日)15:00～
（14:00開場）

山形市

指揮：村川 千秋、阪 哲朗
独唱：林 正子(元帥夫人)
　　　小林 由佳(ｵｸﾀｳﾞｨｱﾝ)
　　　石橋 栄実(ｿﾞﾌｨｰ)

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
～やまぎん県民ホー
ルシリーズVol.1～

4/29(金・祝)15:00～
（14:00開場）

山形市 指揮とお話：大井　剛史
やまぎん県民ホー
ル

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607

ユアタウンコンサート
村山公演

5/8（日)15:00～
（14:00開場）

村山市

指揮：阪 哲朗・村川 千秋
ヴァイオリン：村川 千尋
共演：楯岡中学校吹奏楽部・葉山中学校
吹奏楽部

村山市民会館

山響チケットサー
ビス
☎023-616-6607
村山市民会館
☎0237-53-3111

●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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