平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 １ 日
商 工 労 働 観 光 部

11月～12月イベントカレンダー
「山形日和。」冬の 12/1（木）～
観光キャンペーン
2/28（火）

「やまがた雪フェスティバル」、「蔵王樹氷まつり」、「上杉雪灯篭まつり」をはじ
めとする県内各地の祭り・イベントや「寒鱈」、「そば」をはじめとする冬の味覚
等、山形の冬の魅力をPRする「山形日和。」冬の観光キャンペーンを実施します。
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

「行くぜ、東北。
SPECIAL 冬のごほ
うび」

12/1（木）～
3/31（金）

ＪＲ東日本が東北６県で実施する冬の観光キャンペーン。「雪祭り＆絶景」「温泉」
「食」「酒」等、冬の「ごほうび」がお楽しみいただける旅行商品を設定し、冬の東
北へお誘いします。また、旅行商品をご購入のお客さまには、抽選で東北各県の地元
の名産品（新米や名酒、美人のうるおいマスク等）をプレゼントします。
詳しくは、「行くぜ、東北」ホームページ（https://www.jreast.co.jp/ikuze/）又は
お近くのびゅうプラザへ
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天童市

「スターダスト☆レビューwithんなア
ホなホーンズ」スペシャルライブや、
わくわくランドな 天童市経済部商工
観光課
北面白山、若松寺でのウォーキング、
ど
☎023-654-1111
菊花展、その他出店などイベント盛り
沢山です。

10/14（金）～
南陽市
11/6（日）

全国一の技と文化を誇る歴史ある菊ま 南陽市中央花公園 南陽市菊まつり実
行委員会
つりです。
特設会場
☎0238-40-3211

10/22（土）～
第81回西川菊まつり
西川町
11/6（日）

今年で81回を数える伝統のあるまつり 西川町交流セン
西川菊まつり等振
で、約400点の菊花と菊人形が会場を鮮 ター「あいべ」特 興委員会
☎0237-74-4119
やかに彩ります。
設会場

平成28年度天童秋ま 10/8（土）～
つり
11/7（月）

第104回南陽の菊ま
つり

市内芸術文化団体の作品展示・舞台発
表を広く市民 に鑑賞してもらい、芸術
文化の振興を図ります。 民謡や舞踊な
どのステージ発表や、書道・絵画・俳 寒河江市文化セン 寒河江市文化セン
寒河江市総合文化祭 10/27（木）～
句・盆栽・生け花などの作品展示のほ ター、寒河江美術 ター
寒河江市
☎0237-86-5111
11/3（木）
か、気軽に体験できるお茶会など盛り 館など
だくさんの内容です。また今回は、ス
テージ発表において、少年少女合唱団
や陵東中学校生徒による合唱も披露さ
れます。

西川牛モウモウまつ 10/28（金）～
西川町
り
11/13（日）

A4・A5ランクの最高級町内産黒毛和牛
のすき焼きを町内飲食店で格安で食べ
西川町内飲食店
られるイベント。前売りチケットは数
量限定1,500円です。

鶴岡市 越沢新そばまつり

上山市 上山市産業まつり
湯殿山閉山祭

板そばまつり

11/1（火）

11/1（火）～
11/30（水）

西川牛モウモウま
つり実行委員会事
務局
☎0237-74-4119

鶴岡市

来年の山開きまで万民の無事を祈りま
湯殿山神社本宮
す。

村山市

村山市にある県内そば街道の元祖「最上
川三難所そば街道」。その加盟店で１１月
中に「板そばまつり」が開催されます。期間
最上川三難所そば
中に加盟店で新そばを食事いただくと、抽
村山市商工観光課
街道振興会加盟店 ☎0237-55-2111
選で村山市の特産品があたる抽選会に参
13店舗
加できます。
地元産のそば粉を使用した香り高いそば
を、ぜひ、ご堪能ください。
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湯殿山神社本宮
☎0235-54-6133

平成２８年度川西町 11/2（水）
芸術文化祭
11/3（木）

ふるさと味来館新そ 11/3（木）～
ばまつり
11/6（日）

たかはた秋まつり

ぶなの神まつり

いいで秋の収穫祭

11/3（木）

11/3（木）

11/3（木）

あさひ産業文化まつ
11/3(木)
り

ひらた産業まつり
(庄内ひらた目ん玉
秋まつり)

11/3(木)

第31回上山市産業ま 11/5(土)～
つり
11/6(日)

11/5(土)
戸沢村新そばまつり 11/6(日)
10:00～14:00

みんなで秋の感謝祭
11/5（土）
2016

越沢新そばまつり

第7回新庄そばまつ
り

11/5(土）～
11/6（日）

11/6（日）

川西町

町内外で活躍する子どもからお年寄り
までの団体の音楽、演劇、作品が一度
川西町フレンド
に楽しめます。３日はかわにし産直市
リープラザ
を同時開催し、町内産の新鮮な野菜や
農産加工品等を販売します。

川西町芸術文化協
会事務局（フレン
ドリープラザ内）
☎0238-46-3311

大蔵村

ふるさと味来館では、大蔵村産のそば
粉を挽きたて、打ちたて、茹でたてで
味わうことができます。新そば祭り・
ふるさと味来館
収穫祭では香り高い新そばを堪能でき
るほか、秋の味覚の直売も行われま
す。

ふるさと味来館
☎0233-34-6001

高畠町

もちのふるまいや、きのこ鍋、もつ
煮、つくね鍋などの温かくておいしい
ものの販売、高畠町産のラ・フランス
高畠町役場
やつや姫の販売があります。また、山
形大学アカペラサークル「Smile」によ
る公演も開催されます。

高畠町産業経済課
☎0238-52-2019

小国町

山からの恵みである秋の味覚。干し
小国町森林組合
物、山菜加工品等の豊富な品揃えで、 森のめぐみ直売所 ☎0238-62-2229
多数のご来場をお待ちしております。

飯豊町

飯豊の秋の恵みがいっきに集まるお祭
り！会場内には、美味しい売店もたく しらさぎ荘
さんあります。ぜひご来場ください！

鶴岡市

会場内では朝日芸術文化協会加盟団体
朝日中央コミュニ 朝日庁舎総務企画
等による芸能発表が行われ、駐車場で
ティセンター「す 課
は出店等の「おまつり広場」が開催さ
☎0235-53-2111
まいる」
れます。

酒田市

平田地域周辺の企業・団体が集まり農
建
産物・特産物の販売を行います。今年 ひらたタウンセン 平田総合支所
設産業課
は友好都市である岐阜県海津市の物産 ター北側広場
☎0234-52-3915
販売もあります。

上山市

上山市内の企業・商店・各種団体の
ブースが立ち並び、楽しい企画や自慢
三友エンジニア体 上山市産業まつり
実行委員会
の品を展示販売します。また、抽選会
育文化センター
☎023－672-2057
やステージイベントもお楽しみ頂けま
す。

戸沢村

旬の市との合同開催で手打ちそばを販
戸沢村観光物産協
売いたします。
戸沢村中央公民館 会
前 売 券 500 円 、 当 日 600 円 で 提 供 し ま
☎0233-72-2110
す。

三川町

産業まつりと秋の収穫祭を併せた新し
いイベントを企画中です！地元企業の
技術や製品のPR、三川町の基幹産業で
三川町立三川中学
ある農業の現状を紹介します。また、
三川町観光協会
校体育館及び隣接 ☎0235-66-4656
軽トラに地元産の農産物等をいっぱい
駐車場
に積んで販売する「軽トラ楽市」や庄
内一円の店舗やおいしい食べ物を集め
た「庄内物産市」を開催します。

鶴岡市

地元で収穫された新そばと、地元で採
れた山菜料理を添えた特別メニュー。 越沢「まやのやか まやのやかた
☎0235-47-2430
摩耶の麓の山の幸、地元特産品直売
た」
コーナーもあります。

新庄市

新庄産そば「最上早生」の新そば（冷
もりそば、温かけそば）を提供しま
す。地元農産物・加工品の販売、アト 山屋セミナーハウ 新庄市農林課
☎0233-22-2111
ラクション（新庄囃子演奏、新庄そば ス
ガールズステージショーなど）もあり
ます。
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飯豊町役場農林振
興課農業振興室
☎0238-87-0525

おぐに再発見 自然
の恵み大感謝祭

第14回
つり

おぐに鍋ま

白鷹町内
新そばまつり

一霞かぶまつり

11/6(日)

11/6（日）

隠れ蕎麦屋の里しらたか。新そばの季
節は各地区でそばまつりが開催されま
す。地域ごとこだわりの風味豊かなそ
ばをお楽しみください。

11/6（日）

鶴岡市

あつみかぶ原産の地、一霞の焼畑自然
農法でとれた温海かぶの生かぶ・漬け 一霞地内特設会場 一霞温海かぶ生産
かぶ、地元特産物の販売。自然薯ごは （メイン会場：一 組合
☎0235-43-3201
んや納豆汁等美味いものコーナーもあ 霞公民館）
ります。

大蔵村

肘折温泉秋の一大イベント。来場者に
は肘折特製のなめこ汁が振舞われ、約
120年の歴史を持つ「肘折こけし」の即 肘折いでゆ館内
売会も行われます。その他イベントも （ホール等）
盛りだくさん。秋の肘折温泉を満喫で
きます。

肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

遊佐町

西浜砂丘の荒地に黒松の植林に努力、
田畑や農家の生活を救った佐藤藤蔵を
藤崎小学校
慕い、感謝の気持ちをささげるための
祭。

遊佐町企画課
☎0234-72-4523

天童市

天童産のラ・フランスや野菜の直販を
はじめ、天童牛、ラ・フランススイー
天童市農協本所広 天童市経済部農林
課
ツの販売、相互交流協定都市の特産品
場
☎023-654-1111
の販売もあります。天童の秋の収穫を
感じられます。

飯豊町

大人から子どもまで、合唱、演奏、踊
飯豊町町民総合セ 飯豊町町民総合セ
ンター「あ～す」
りなどなど・・・１日中音楽を奏でま
ンター「あ～す」 ☎0238-72-3111
す。

大江町

大江町の秋のうまいものが一同に会す
大江町町民ふれあ 大江町商工会
る、食欲の秋にふさわしい一大物産イ
☎0237-62-4128
い会館
ベントです。

南陽市

赤湯温泉の源泉に感謝し、繁栄を祈祷 赤湯温泉
します。
社

11/10(木)

第34回天童市農業ま
11/12（土）
つり

めざみの里

音楽祭 11/12（土）

秋のおおえの物産味
11/13（日）
覚まつり

温泉神社祭り

甲子大黒天例祭

小国町

最強鍋師の称号「鍋将軍」を目指し、 ショッピングセン 小国町商工会おぐ
に鍋まつり実行委
地域自慢の鍋や創作鍋が集結！小国の ターアスモ西口駐 員会
食欲の秋を盛り上げます。
車場
☎0238-62-4146

①のどか村そば
まつり
11/6（日）
②あゆ茶屋そば 白鷹町
まつり
11/19（土）～
11/20（日）

第52回 なめこ・こ
11/7(月)
けし祭り

佐藤藤蔵祭
【遊佐四大祭】

小国町

中心商店街の各店が、地場産品などの
目玉商品を格安特価で販売するほか、 小国町中心商店街 小国町商工会
☎0238-62-4146
様々なステージイベントで中心商店街 周辺
を盛り上げます！

11/17(木)

11/19(土)

米沢市

①いきいき深山郷
のどか村
②道の駅白鷹ヤナ
公園あゆ茶屋

①のどか村
☎0238-85-0380
②道の駅白鷹ヤナ
公園
☎0238-85-5577

温泉神 赤湯財産区温泉事
務所
☎0238-43-2156

米沢藩主上杉家代々の御祈祷所である
甲子大黒天の例祭です。山伏による特
別祈祷が午前10時と正午に御祈祷が奉
修され、古来より伝わる神斧や宝剣、 小野川温泉甲子大 甲子大黒天
☎0238-32-2929
法弓、そして「天地四方一切清浄之秘 黒天
法」により、家族皆んなが大黒さまの
ような笑顔で毎日を過ごすことができ
るといわれています。
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第37回朝日町産業ま 11/19（土）～
朝日町
つり
11/20（日）

朝日町の産業が勢ぞろいするお祭り。
りんごの品評会、即売会も行われるほ
第37回朝日町産業
か、会場には、地場産の果物や野菜、
朝日町町民体育館 まつり実行委員会
加工品などを販売するテントが軒を連
☎0237-67-2111
ねる。朝日町の魅力を存分に味わえ
る。

佐藤千夜子杯歌謡祭
11/20（日）
2016

天童市

天童市出身で、日本で最初のレコード
歌手・佐藤千夜子にちなみ、毎年開催
天童温泉舞鶴荘
している歌謡祭です。全国各地から多
数の参加者が自慢の喉を競います。

佐藤千夜子杯歌謡
祭実行委員会
☎080-3193-6480

最上町

最上町の最上早生（もがみわせ）を使
い、その日に手打ちしたそばを食べる
赤倉温泉 お湯ト
ことができます。そばの実演、焼酎の
ピアもがみ
試飲や特産品、農産物の販売、各種出
店もあります。

最上町そばまつり
実行委員会
☎0233-43-2340
（当日）
☎080-8210-5047

隠れ蕎麦屋の里しらたか。新そばの季
節は各地区でそばまつりが開催されま ①滝野交流館
す。地域ごとこだわりの風味豊かなそ ②パレス松風
ばをお楽しみください。

①白鷹町観光協会
☎0238-86-0086
②鷹野湯温泉パレ
ス松風
☎0238-85-1001

最上町新そばまつり 11/20(日)

白鷹町内
新そばまつり

①滝野そばまつ
り
11/20（日）
白鷹町
②パレス松風そ
ばまつり
11/23（水）

新庄市 第7回新庄そばまつり

最上町 新そばまつり

第36回みちのく
こけしまつり

12/3（土）～
12/4（日）

さがえ図書館まつり
12/11（日）
2016冬まつり
10：00～

羽黒山松例祭

山形市

日本全国から「伝統こけし」や「木地
みちのくこけし協
玩具」を一堂に集め、第36回みちのく
こけしまつりを開催。入賞作品の展示 山形ビッグウイン 会
（山形市山形ブラ
をはじめ、5名のこけし工人による実演 グ
ンド推進課内）
販売やこけし絵付体験、抽選会など楽
☎023-641-1212
しいイベント盛りだくさんです。

リサイクル本プレゼント、リレーおは
寒河江市立図書館
なし会、ヴィオラと奏でる「よだかの
寒河江市
寒河江市立図書館 ☎0237-86-1662
星」宮澤賢治を読む、ブックカフェ な
どを予定しています。

12/31（土）～
鶴岡市
1/1（日）

大晦日から元日にかけて行われる羽黒
山の代表的な祭り。100日間参籠し、精
進潔斎した2人の山伏がどちらが神意に
出羽三山神社三神 出羽三山神社社務
かなったかを競い合う験競べが祭りの
合祭殿前（羽黒山 所
中心。大晦日昼頃から元日未明にかけ
☎0235-62-2355
山頂）
て合祭殿内や鏡池前広場、補屋など
で、烏跳び、国分神事など、様々の神
事が行われます。

●イベント
イベント名

日

程

鮭川鮭有効利用釣獲 10/29(土）～
調査
11/23(水）

紅葉の写真教室

市町村

鮭川村

10/31（月）～
小国町
11/2（水）

概

要

場

所

問合わせ

鮭の釣獲調査は毎年たくさんの釣り人 鮭川橋から下流の 鮭川鮭有効利用調
査委員会（最上漁
が県内外から訪れ、鮭川の魅力を楽し 米坂橋まで約
業協同組合内）
んでいます。
5.5km区間
☎0233-62-2078
プロ写真家指導のもと、野外撮影実習
おぐに白い森
ができます。夜は同好の仲間と温泉で 飯豊梅花皮荘周辺 （株）
☎0238-62-4518
ゆったり。
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隠れ蕎麦の里しらた
11/1（木）～
か
12/31（土）
新そばキャンペーン

南陽市芸術祭総合作 11/2（水)～
品展
11/9(水)

第71回県美展・
第58回こども県展
新庄巡回展

11/2（水）～
11/7（月）

山形まるごと市
（山寺会場）

11/3（木）
11/5（土）
11/6（日）
11/12（土）
11/13（日)
11/19（土）
11/20（日）
11/23（水）
1/14（土）
1/15（日）
1/21（土）
1/22（日）
1/23（月）

◇熊屋
白鷹町大字高岡
3869
◇千利庵
白鷹町大字広野
1656
◇のどか村
白鷹町大字深山
2537
◇宝思そば
白鷹町大字畔藤
9053-37
◇そばきり八寸
白鷹町大字浅立
3589-1

白鷹町

しらたかの蕎麦屋５店舗にて、新そば
を食べて店頭に備え付けている応募用
紙にて応募いただくと、抽選で100名様
にしらたかの特産品や名物、各店の
「そば１枚無料券」等が当たるキャン
ペーンです。

南陽市

南陽市芸術協会加盟の書道・美術・拓
南陽市民体育館
本・生け花などの作品を展示します。

南陽市社会教育課
文化係
☎0238-40-3211

新庄市

最上郡やその他県内作家の洋画、日本
画、彫刻、工芸作品を100点以上、子ど
も達の作品を約200点展示します。
●入場料 200円（高校生以下無料）
◎連携事業「初日特別ミニコンサー
ト」開催
新庄市民プラザ
◆11月2日（水）12：30～13：30程度
映画「おくりびと」のチェロ演奏を指
導した増川大輔氏さんピアニスト須藤
恵美子さんによる演奏です。曲はおく
りびとのテーマや歌謡曲、秋の曲な
ど。

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

山形市

朝どりの新鮮な野菜や果物のほか、農
産物の加工品秋にはきのこなどが人気
です。生産者にとっておきの食べ方な
どを直接聞くことができるのも楽しみ
山寺宝珠橋公園
のひとつです。

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

各日10：00～15：00※ただし品物が無
くなり次第終了

村山市

村山市の新鮮な農産物と友好都市であ
る北海道厚岸町の海産物、ふるさと鍋
JAみちのく村山村
自慢として芋煮・てっぽう汁等を販売
村山市農林課
山市楯岡北町1丁 ☎0237-55-2111
します。リンゴ・餅の振る舞いや豪華
目1-1
賞品の当たる抽選会など催しも盛り沢
山で開催いたします。

山辺町

山辺町の農産物やニット製品等の特産
品販売、友好都市「日立市」より海産
物の特別出店があります。
舞米豚を使ったアイデア料理フェスタ
は最終審査に残った５作品を食べて投 山辺町中央公園
票でグランプリを決定します！
また、海外旅行など豪華景品が当たる
スタンプラリー抽選会や、働く車の展
示もあります。

やまのべ・まるご
と・フェスティバ
ル実行委員会
☎023-664-5939

第5回やまのべ星ふ
るロードマラソン大 11/3（木）
会

山辺町

山辺町の「星ふるロード」を会場に開
催されるマラソン大会。種目は10km、
5km、3km、2kmを用意し親子で楽しめる
種目もあります。
山辺町中央公園
参加賞として山辺産絶品フルーツ＆や
まのべ特選米がもらえます。
エントリーは10/3（月）締切

やまのべ星ふるロー
ドマラソン大会実行
委員会
☎023-664-7263

菊と市民のカーニバ
11/3（木）
ル

南陽市

趣向を凝らした仮装で宮内地区周辺を
宮内地区
パレード行進します。

南陽市商工会
☎0238－40－3232

11/3（木）
ふるさとフェア村山 10：00～
13：00

第8回やまのべ・ま
るごと・フェスティ 11/3（木）
バル
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ダリヤ切り花収穫
デー

11/3（木）

川西町

園内のダリアを切り花収穫できるダリ
ヤ園最終日限定のイベントです。園内
川西ダリヤ園
にある沢山の種類の中から自分で選ん
で切り取ることができます。

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町観光協会
(当日)
☎090-3360-1688

さがえちぇり～マル 11/5（土）
シェ朝市
7：00～8：30

寒河江市と近郊の特産品が一堂に揃う
山形県寒河江市本 寒河江市商工振興
「さがえ ちぇり～マルシェ」が開催さ
寒河江市
町1丁目寒河江駅 課
れます。今回は朝市として開催。ぜひ
☎0237-86-2111
前みこし公園
お越しください！

まむろがわ逸品展
2016秋～秋の実り・ 11/5（土）
和のこころ～

真室川町で、長年にわたって愛され続
けてきた物産、特産品の中から選び抜
かれた逸品である「真室川ブランド」
「まむろがわ逸品
をはじめ、新たな研究や試み、6次産業 イベントハウス遊 展」実行委員会事
真室川町
務局
化の中から生み出され、次代を担うよ 楽館
☎0233-62-2111
うな最新の特産品まで一堂に集め、生
産者並びに製造者自らが展示、紹介、
試食、即売をおこないます。

とざわ旬の市

秋

11/5（土）～
11/6（日）
9:00～15:00

落ち葉の六十里越街
11/5（土）
道をゆく

戸沢村

旬のきのこや戸沢村の農産物、加工品
戸沢村観光物産協
など販売いたします。なめこ汁の振る 戸沢村中央公民館 会☎0233-72-2110
舞いや郷土芸能披露なども行います。

鶴岡市

冬の訪れを感じながら、フカフカの落
六十里越街道
ち葉の道を歩きます。

遊佐町 鮭の遡上と永泉寺秘宝見学バスツアー

戸沢村 とざわ旬の市 秋

山の宝を味わおう

11/6（日）

まつやま産業フェア 11/6（日）

舟形町総合文化展

こまつ市

第22回天童冬の陣
平成鍋合戦

11/9(水）～
11/19(土)

11/12（土）

11/13（日）

吉野地区イルミネー
ション点灯式・コン 11/13（日）
サート

月山あさひ振興公
社
☎0235-53-3411

金山町

神室登山道を散策しながらきのこ採り
と仕分け、そしてビン詰め体験もでき
ます。昼食には、雄書きの森特製きの
神室山周辺
このバイキングをご用意しています。
参加料は、大人1,500円、子供1,000円
です。

遊学の森
☎0233-64-3305

酒田市

城下町の特色ある松山として、これま
で育んできた歴史と文化及び農林業の
振興と農商工連携により地域の活性化
松山体育館
を図ることを目的に、大人も子供も丸
一日会場内で楽しめるイベントを開催
します。

まつやま産業フェ
ア実行委員会
（酒田市松山総合
支所建設産業課
内）
☎0234-62-2611

舟形町

子ども達の作品や一般作品、福祉施設
舟形町中央公民館
作品など多彩な芸術文化作品を展示い 舟形町中央公民館 ☎0233-32-2246
たします。

川西町

今年度最後となる、置賜最大級の朝市
「こまつ市」。町内外から約30店舗が JA川西支店東側駐 こまつ市実行委員
会事務局
軒を連ね、特産品がズラリ勢揃い！ぜ 車場
☎0238-42-6696
ひ、お越しください！

天童市

地元の特産品を使った鍋やオリジナリ
ティー溢れる鍋など、全国の冬の名物 県総合運動公園第 天童商工会議所
☎023-654-3511
鍋が一堂に会し、味自慢とその内容を 2南駐車場
競い合います。

南陽市

冬期間、荻小学校の木にくくりつけら
れるイルミネーションの点灯式が催さ 荻小学校
れます。
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吉野公民館
☎0238-41-2001

飯豊町の「こくわワイン」と「どぶろ
く」の新酒が一度にたのしめるイベン がまの湯温泉
ト で す 。 美 味 し い 料 理 に 舌 鼓 し な が いいで旅館
ら、飯豊の秋をご堪能ください。

飯豊町「こくわワイ
ン」「どぶろく」新 11/18（金）
酒を楽しむ夕べ

飯豊町

11/19（土）
ロザンのお笑い課外
18：00 開場
授業
18：30 開演

インテリ漫才コンビ「ロザン」のお笑
い課外授業を寒河江で開催します！
東北住みます落語家の「笑福亭笑助」
や宮城住みます芸人の「爆笑コメディ 寒河江市民文化会 寒河江市文化セン
ター
寒河江市
アンズ」も出演予定です。ぜひお越し 館
☎0237-86-5111
ください。
前売り券：3,000円（全席自由）
9月20日（火）から販売開始

新庄まつり山車展

11/19(土)～
1/30（月）

kitokito MARCHE
11/20（日）
(キトキトマルシェ)

第3回おきたま地酒
サミット

11/20（日）

南陽市こども芸術祭 11/20（日）

飯豊町役場農林振
興課・商工観光課
☎0238-72-2111

新庄市

新庄まつりのユネスコ無形文化遺産登
録に向け、新庄まつり山車・人形の制
作 過 程 な ど を 展 示 す る ほ か 、 全 国 の 新庄ふるさと歴史 新庄ふるさと歴史
センター
山・鉾・屋台行事を紹介します。
センター
☎0233-22-2188
入 館 料 ： 大 人 300 円 、 高 校 生 100 円 、
小・中学生50円

新庄市

マルシェ＆パンとメン
寒い季節に嬉しい麺屋さんとほっこり
新庄市エコロジー 新庄市商工観光課
パン屋さんによる夢の競演。年内最後
☎0233-22-2111
ガーデン
のマルシェとなります。ご来場お待ち
しております。

米沢市

置賜の酒蔵が大集合！蔵元との会話を
楽しみながら、各蔵一押しの地酒を飲
おきたま食のモデ
み比べできます。うまい地酒と地元食
ル地域実行協議会
材を使ったオリジナル料理をお楽しみ
☎0238-57-4793
グランドホクヨウ 山形おきたま観光
ください。地酒販売コーナーもありま
協議会
す。
☎0238-26-6046
チケット前売り制：3,500円
10月20日（木）から販売開始

南陽市

南陽市で活動している子どもたちの文
南陽市文化会館
化芸術の発表を行います。

南陽市社会教育課
文化係
☎0238-40-3211
七日町商店街振興

11月下旬～
1月中旬
山形市
16：00～23：00

山形の冬の風物詩。年末年始恒例のイ
山形市七日町大通 組合
☎023-631-6368
ルミネーション。今年も暖かい光が街
り
URL:http://www.na
を包み込みます。

11/23（水）

鶴岡市

県指定無形民俗文化財に指定されてい
山五十川公民館
る能と歌舞伎の奉納上演。

山五十川公民館
☎0235-45-2949

11/24（木）～
りんごキャンペーン
朝日町
11/25（金）

山形県朝日町は「無袋ふじ」発祥の
地。山形銀行本店前ではりんごの試食
山形銀行本店前
や販売、贈答用の宅配を受け付ける
他、町内の特産品も並ぶ。

朝日町役場総合産
業課
☎0237-67-2111

鮭の遡上と永泉寺秘
11/26(土)
宝見学バスツアー

遊佐町

ダイナミックな鮭の遡上を見学し、永
泉寺で鮭にまつわるお話を聞く昼食付 遊佐町
きのバスツアーです。

NPO法人 遊佐鳥海
観光協会
☎0234-72-5666

庄内町

このコンテストは全国で唯一、予選か
ら決勝まで機器を使わずに消費者が食
庄内町ＪＡ庄内た
べておいしい米を決めるコンテストで
庄内町役場 農林課
がわ新余目基幹支 ☎0234-42-0169
す。決勝進出した全国のおいしいお米
所
の試食や郷土料理の試食など、多彩な
イベントがあります。

山形市

「食」をテーマとした「村山広域７市
７町うまいものフェア」を開催しま
す。
山形ビッグウイン 山 形 ビ ッ グ ウ イ ン
また、同じ会場において「山形市伝統
グ☎023-635-3100
グ
的工芸品まつり」と「みちのくこけし
まつり」「山形らーめんフェスタ」が
併催されます。

光のプロムナード

山戸能･山五十川
歌舞伎奉納上演

日本一おいしい米コ
11/26（土）
ンテスト

第3回ビッグウイン
グフェスティバル

12/3（土）～
12/4（日）

nokamachi.com/
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蔵王場温泉スキー場
12/10（土）
開き

黒伏高原スノーパー
ク「ジャングル・
12/10（土）
ジャングル」オープ
ン

神室スキー場オープ
12/10（土）
ン予定

山形市

今シーズンの安全祈願、スキーヤーに
よるデモンストレーションもありま
す。蔵王連峰を見渡す大パノラマで、 蔵王温泉スキー場 蔵王温泉観光協会
☎023-694-9328
初滑りを楽しんでみませんか。（滑走 上の台ゲレンデ
が可能かは、ゲレンデの状況によりま
す。）

東根市

例年、地元はもちろん、仙台圏からも
多くの来場者で賑わう「黒伏高原ス
ノーパーク ジャングル・ジャング
黒伏高原スノー
ル」がいよいよオープンします。
パーク「ジャング
今シーズンも多くのイベントをご用意
ル・ジャングル」
して、お待ちしております（ゲレンデ
の状況により、営業期間が変更になる
場合があります）。

黒伏高原スノー
パーク ジャング
ル・ジャングル
☎：
0237-41-5555

金山町

楽しく滑って温泉でゆったり。
月山と鳥海山が一望できる絶景が自
慢。ファミリーゲレンデから上級者向
けまで幅広いコースが楽しめる。
チューブソリコースやボード専用コー
スもあり、夜はカクテル光線をあびな
神室スキー場
がら、幻想的なナイタースキーが満喫
できます。
隣接する温泉施設ホットハウスカムロ
とホテルシェーネスハイム金山では、
一泊2食付のスキープランがお得。リフ
ト料金の割引もあります。

グリーンバレー神
室管理センター
☎0233-52-2240

東根市 黒伏高原スノーパーク
「ジャングル・ジャングル」オープン

遊佐町 “年越しそば”打ち体験
御祈祷したお守りと合格鉛筆セットを
お配りし、お汁粉等の振舞でおもてな 山寺・根本中堂
しいたします。（参加料：3,000円）

山寺観光協会
☎023-695-2816

金山町

クリスマスリースづくりを行います。
また、ブドウ蔦でストラップもつくり
遊学の森
ます。里山バイキングやなめこ汁付と
こもれび館
なります。参加料は、大人・子どもと
もに1,500円です。

遊学の森
☎0233-64-3305

”年越しそば”打ち 12/11(日)
体験
12/18(日)

遊佐町

自分で”年越しそば”を打つための、
そば打ちを体験します。そば粉または しらい自然館
むきそばのお土産付きです。

鳥海山おもしろ自
然塾推進協議会
☎0234-72-2069

花笠高原スキー場
オープン

ナイター設備完備、花笠高原スキー場
＞尾花沢市商工観
が12月17日よりオープンします。オー 花笠高原スキー場 光課
尾花沢市 プン当日は日中のリフト料金が無料に （尾花沢市大字鶴 ☎0237-22-1111
《シーズン期間》
なります（積雪状況により、営業期間 子858）
花笠高原スキー場
が変更になる場合があります）。

学業成就祈願法要

12/11（日）
山形市
10：00～11：00

クリスマスリースと
12/11（日）
ストラップづくり！

＜シーズン期間外

12/17（土）

☎0237-28-3939

花笠高原スキー場子
12/18（日）
供の日

ミニ門松づくり

12/18（日）

花笠高原スキー場子供の日企画。毎月 花笠高原スキー場
花笠高原スキー場
尾花沢市 第３日曜日、小学生以下の日中リフト （尾花沢市大字鶴 ☎0237-28-3939
料金が無料になります。
子858）

金山町

正月に向けてのミニ門松づくりを行い
遊学の森
ます。参加料は、大人・子どもともに
こもれび館
1,500円です。
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遊学の森
☎0233-64-3305

桂吉弥落語会

雪中いちご狩り

12/18（日）

高座の出囃子が「真室川音頭」の桂吉
イベントハウス遊 真室川町交流課
真室川町 弥のまむろがわ大使活動報告、落語会
☎0233-62-2111
楽館
を開催いたします。

12月中旬～
3/31（金）

外は一面の銀世界でも、観光イチゴ園
のハウスの中は甘～いイチゴの香りで
いっぱい！ひと足先に春を感じたい人
寒河江市
におすすめです。
【要予約】30分食べ 放題：大人1,600
円、小学生1,300円、幼児900円。

【案内所】道の駅
寒河江チェリーラ さくらんぼ会館
☎0237-86-1811
ンド内さくらんぼ
会館

12/23(金)～
3/5(日)
山形市
期間中限定52日
間17:00～21:00

蔵王連峰の特別な気象条件と植生が織
りなす自然の芸術「樹氷」を観賞でき
ます。夜は、期間限定でライトアップ 蔵王ロープウェイ 蔵王ロープウェイ
山麓駅
を実施します。漆黒にライトアップで 地蔵山頂駅周辺
☎023-694-9518
浮かび上がる幻想的な樹氷は必見で
す。

12/23（金）～
ナイトクルーザー号
3/5（日）
で行く「樹氷幻想廻
山形市
期間中限定52日
廊」ツアー
間17:00～21:00

蔵王ロープウェイ
漆黒の闇の中にライトアップで浮かび
上がる樹氷を、ナイトクルーザー号に 樹氷高原駅が発着 山麓駅
☎023-694-9518
乗車して間近で見ることができます。 地となります。
※事前予約が必要
（大人3,800円、こども3,100円）
です。

山響ホリデーコン
サートin新庄

新庄市

山形交響楽団がお送りするクラシック
初心者にも親しみやすいコンサートで
す。また、地元の合唱団とオーケスト
ラとのハーモニーをお楽しみくださ
い。
新庄市民プラザ大 新庄市民プラザ
＜前売券＞ 一般1,100円、高校生以下
☎0233-22-4200
ホール
500円
＜当日券＞ 一般1,300円、高校生以下
700円
※前売券に残席がある場合のみ、当日
券を販売いたします。

庄内町

楽しいこと＆おいしいものたくさんの
クリスマスパーティを開催。世界に一
庄内町立谷沢 月
つしかないケーキを作ったり、ツリー
庄内町観光協会
の沢温泉北月山荘 ☎0234-42-2922
に好きなものを飾りつけます。他にも
周辺
サンタさんとの楽しいゲーム、雪遊び
と楽しいことが盛りだくさんです。

新庄市

最上管内の小学３～６年生を対象に募
集した、「雪」がテーマの俳句２００
新庄市
ゆめりあ
雪の里情報館
～３００点を展示します。子どもたち
花と緑の交流広場 ☎0233-22-7891
の感性溢れる作品をぜひご覧くださ
い。

樹氷ライトアップ

12/23（金）

クリスマスパーティ
12/23（金）
in北月山荘

平成28年度第6回
「雪ん子俳句展」

12/24(土)～
1/6(金)

新庄市
山響ホリデー
コンサートin新
庄

遊佐町 歳の市

歳の市

12/29(木)

遊佐町

12/30（金）
10：00～鐘楼す
鐘楼すす払い・お供
す払
山形市
え餅つき会
11：00～お供え
餅つき会

ゆざの歳の市『ゆざっと軽トラ市』を
毎年開催しています。自慢の野菜から
遊佐駅前
果物、料理、特産品などたくさんの商
品が売られています。

遊佐町商工会
☎0234-72-4422

大晦日に向け、鐘楼の大掃除、お供え
山寺山門前鐘楼前 山寺観光協会
用の餅つきを行います。無料で一般の
☎023-695-2816
広場
参加も可能です。
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山寺大晦日除夜の
鐘・光のロード

12/31（土）
23:30～

慈恩寺大晦日花火大 12/31（土）
会「雪月華」
23:40～

山形まるごと市
（高瀬会場）

通年開催
（1/1～1/3休
み）

山形市

山寺境内にある除夜の鐘を打つことが
できます。また、境内までライトアッ
プで光のロードを実施。玉こんにゃく 山寺山門前鐘楼
の振る舞いもあり、先着108名に干支の
記念品のプレゼントがあります。

山寺観光協会
☎023-695-2816

本山慈恩寺では『春の稚児桜』『夏の
蛍』『秋の彼岸花』と四季を彩る
“華”に加え、冬にも幻想的な“花”
を楽しんでもらおうと、大晦日花火大
醍醐地区慈恩寺花
会を開催します。当日は約600発の打ち 寒河江市慈恩寺活 火実行委員会（西
寒河江市
上げ花火に加え、本堂に続く仁王堂坂 性化センター付近 部地区公民館）
☎0237-87-1302
の参道に灯篭を灯しライトアップも行
います。一年の終わりを告げる除夜の
鐘を聴きながら、冬の夜空に広がる花
火をお楽しみください。

山形市

地元の農家の皆さんが丹精込めて作っ
産地直売所
た朝どり野菜や果物、手作りのゆべし
たかせ
や、漬物などもあります。

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

●芸術関連（再掲）
イベント名

日

程

市町村

概

要

場

所

問合わせ

市内芸術文化団体の作品展示・舞台発
表を広く市民 に鑑賞してもらい、芸術
文化の振興を図ります。 民謡や舞踊な
どのステージ発表や、書道・絵画・俳
寒河江市文化セン 寒河江市文化セン
10/27（木）～
句・盆栽・生け花などの作品展示のほ
寒河江市総合文化祭
寒河江市
ター、寒河江美術 ター
11/3（木）
か、気軽に体験できるお茶会など盛り
☎0237-86-5111
館など
だくさんの内容です。また今回は、ス
テージ発表において、少年少女合唱団
や陵東中学校生徒による合唱も披露さ
れます。

紅葉の写真教室

10/31（月）～
小国町
11/2（水）

南陽市芸術祭総合作 11/2（水)～
品展
11/9(水)

第71回県美展・
第58回こども県展
新庄巡回展

11/2（水）～
11/7（月）

平成２８年度川西町 11/2（水）
芸術文化祭
11/3（木）

あさひ産業文化まつ
11/3(木)
り

舟形町総合文化展

めざみの里

11/9(水）～
11/19(土)

音楽祭 11/12（土）

プロ写真家指導のもと、野外撮影実習
おぐに白い森
ができます。夜は同好の仲間と温泉で 飯豊梅花皮荘周辺 （株）
☎0238-62-4518
ゆったり。

南陽市

南陽市芸術協会加盟の書道・美術・拓
南陽市民体育館
本・生け花などの作品を展示します。

南陽市社会教育課
文化係
☎0238-40-3211

新庄市

最上郡やその他県内作家の洋画、日本
画、彫刻、工芸作品を100点以上、子ど
も達の作品を約200点展示します。
●入場料 200円（高校生以下無料）
◎連携事業「初日特別ミニコンサー
ト」開催
新庄市民プラザ
◆11月2日（水）12：30～13：30程度
映画「おくりびと」のチェロ演奏を指
導した増川大輔氏さんピアニスト須藤
恵美子さんによる演奏です。曲はおく
りびとのテーマや歌謡曲、秋の曲な
ど。

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

川西町

町内外で活躍する子どもからお年寄り
までの団体の音楽、演劇、作品が一度
川西町フレンド
に楽しめます。３日はかわにし産直市
リープラザ
を同時開催し、町内産の新鮮な野菜や
農産加工品等を販売します。

川西町芸術文化協
会事務局（フレン
ドリープラザ内）
☎0238-46-3311

鶴岡市

会場内では朝日芸術文化協会加盟団体
朝日中央コミュニ 朝日庁舎総務企画
等による芸能発表が行われ、駐車場で
ティセンター「す 課
は出店等の「おまつり広場」が開催さ
☎0235-53-2111
まいる」
れます。

舟形町

子ども達の作品や一般作品、福祉施設
舟形町中央公民館
作品など多彩な芸術文化作品を展示い 舟形町中央公民館 ☎0233-32-2246
たします。

飯豊町

大人から子どもまで、合唱、演奏、踊
飯豊町町民総合セ 飯豊町町民総合セ
ンター「あ～す」
りなどなど・・・１日中音楽を奏でま
ンター「あ～す」 ☎0238-72-3111
す。
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新庄市

新庄まつりのユネスコ無形文化遺産登
録に向け、新庄まつり山車・人形の制
作 過 程 な ど を 展 示 す る ほ か 、 全 国 の 新庄ふるさと歴史 新庄ふるさと歴史
センター
山・鉾・屋台行事を紹介します。
センター
☎0233-22-2188
入 館 料 ： 大 人 300 円 、 高 校 生 100 円 、
小・中学生50円

天童市

天童市出身で、日本で最初のレコード
歌手・佐藤千夜子にちなみ、毎年開催
天童温泉舞鶴荘
している歌謡祭です。全国各地から多
数の参加者が自慢の喉を競います。

佐藤千夜子杯歌謡
祭実行委員会
☎080-3193-6480

南陽市こども芸術祭 11/20（日）

南陽市

南陽市で活動している子どもたちの文
南陽市文化会館
化芸術の発表を行います。

南陽市社会教育課
文化係
☎0238-40-3211

山戸能･山五十川
歌舞伎奉納上演

鶴岡市

県指定無形民俗文化財に指定されてい
山五十川公民館
る能と歌舞伎の奉納上演。

山五十川公民館
☎0235-45-2949

山形市

日本全国から「伝統こけし」や「木地
みちのくこけし協
玩具」を一堂に集め、第36回みちのく
こけしまつりを開催。入賞作品の展示 山形ビッグウイン 会
（山形市山形ブラ
をはじめ、5名のこけし工人による実演 グ
ンド推進課内）
販売やこけし絵付体験、抽選会など楽
☎023-641-1212
しいイベント盛りだくさんです。

クリスマスリースと
12/11（日）
ストラップづくり！

金山町

クリスマスリースづくりを行います。
また、ブドウ蔦でストラップもつくり
遊学の森
ます。里山バイキングやなめこ汁付と
こもれび館
なります。参加料は、大人・子どもと
もに1,500円です。

さがえ図書館まつり
12/11（日）
2016冬まつり
10：00～

リサイクル本プレゼント、リレーおは
寒河江市立図書館
なし会、ヴィオラと奏でる「よだかの
寒河江市
寒河江市立図書館 ☎0237-86-1662
星」宮澤賢治を読む、ブックカフェ な
どを予定しています。

新庄まつり山車展

11/19(土)～
1/30（月）

佐藤千夜子杯歌謡祭
11/20（日）
2016

第36回みちのく
こけしまつり

ミニ門松づくり

桂吉弥落語会

山響ホリデーコン
サートin新庄

平成28年度第6回
「雪ん子俳句展」

11/23（水）

12/3（土）～
12/4（日）

正月に向けてのミニ門松づくりを行い
遊学の森
ます。参加料は、大人・子どもともに
こもれび館
1,500円です。

遊学の森
☎0233-64-3305

遊学の森
☎0233-64-3305

12/18（日）

金山町

12/18（日）

高座の出囃子が「真室川音頭」の桂吉
イベントハウス遊 真室川町交流課
真室川町 弥のまむろがわ大使活動報告、落語会
☎0233-62-2111
楽館
を開催いたします。

12/23（金）

新庄市

山形交響楽団がお送りするクラシック
初心者にも親しみやすいコンサートで
す。また、地元の合唱団とオーケスト
ラとのハーモニーをお楽しみくださ
い。
新庄市民プラザ大 新庄市民プラザ
＜前売券＞ 一般1,100円、高校生以下
☎0233-22-4200
ホール
500円
＜当日券＞ 一般1,300円、高校生以下
700円
※前売券に残席がある場合のみ、当日
券を販売いたします。

新庄市

最上管内の小学３～６年生を対象に募
集した、「雪」がテーマの俳句２００
新庄市
ゆめりあ
雪の里情報館
～３００点を展示します。子どもたち
花と緑の交流広場 ☎0233-22-7891
の感性溢れる作品をぜひご覧くださ
い。

12/24(土)～
1/6(金)
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里の名水・やまがた百選
山形県の名水について
県では、地域の人々に育まれてきた優れた
湧水を「里の名水・やまがた百選」として選
定し、県内外に広く紹介していきます。
良好な水質と水量を有し、多くの人に親し
まれ、または豊かな自然景観を有するものと
して、２３か所の湧水を「里の名水・やまが
た百選」として選定しました。
○県ホームページにアクセス方法などの詳細を掲載しています。
「里の名水・やまがた百選」で検索、又は
左の QR コードを携帯電話に読み取ると
情報を確認できます。

1 長命水 （ちょうめいすい）

寒河江市大字白岩２３８３地内
寒河江市白岩から北に入った「葉山市民荘」の入り口にあり、5つの水口から冷たく清浄
な水が勢い良く出ています。この水は、葉山を水源とする湧水が登山道を上った旧キャン
プ場のわきに湧いており、そこから引いています。
標高は750ｍほどで、葉山の中腹にあり、周囲の広葉樹の中にまばらに民家・別荘があり
ます。四季ごとの美しさを楽しむことができ、葉山市民荘が閉鎖される冬季以外の春から
秋にドライブとして訪れるのがおすすめです。
〔管理者〕寒河江市 〔保全団体〕寒河江市指定管理者

2 坊平のお清水 （ぼうだいらのおしず）

上山市蔵王坊平高原

蔵王ライザスキー場の「お清水の森」の中にあり、湧水を貯水槽にためた後にパイプで
石の手水鉢へ引いています。これまでに枯れたことはなく、湧出量は季節によって変動し
ています。
かたわらには、蔵王信仰の登山口の目印であった「ねじれ杉」があり、厳粛な雰囲気が
感じられます。休憩スペースも整備されており、腰をおろして水音に耳を傾けてみてはい
かがでしょうか。また、森を下りゲレンデに出ると上山、山形南部、遠くは朝日連峰まで
眺望できます。
〔管理者〕蔵王坊平観光協議会 〔保全団体〕上山市山岳会

3 いたや清水 （いたやすず）

村山市大字樽石字垂水７１６-２（樽石大学地内）
生涯学習施設として市民の手で作られた「樽石大学」の駐車場の入り口にあります。ス
テンレスの流し台には 6 つの蛇口があり、清浄な水が豊富に出ています。この水は 1.2km
ほど上流の二ノ沢付近の湧水をここに引いてきています。
また、名水としての知名度が高いため、多くの人々が季節を問わず訪れています。
「樽石
大学」は、地区の人々と出会い豊かな自然とふれ合える場所となっています。
〔管理者・保全団体〕樽石大学

4 清水衛殿 （すずえでん）

村山市大字樽石
村山市の樽石川の最上流部にあり、ブナ原生林の山の中腹から多量の伏流水が湧出し、
苔むした岩の間を流れています。標高は 620ｍほどで、周囲はブナ林、杉林に囲まれ、湧水
の流れる先には石積みのワサビ田の跡があります。今ではその石積みにも苔が張り、自然
に溶け込んだ幻想的な湧水となっています。
また、標識が整備され散策ルートになっています。ぜひトレッキングを楽しみましょう。

〔管理者〕戸沢地域市民センター

〔保全団体〕樽石いきものふれあいの里の会

5 ブナ源水 （ぶなげんすい）

尾花沢市大字寺町（上柳渡戸）
尾花沢市の東に位置し、銀山温泉へ向かう途中に「ブナ共生の森」があります。その西
口手前の道路のそばに、ひっそりと「ブナ源水」があります。周囲はブナ林に囲まれ、
「ブ
ナ源水」の標識のそばの石積みから流れ出ています。水源は水場の 10ｍほど上にあります。
また、湧水付近は「美しい日本の歩きたくなるみち 500 選」にも選ばれています。青空
の下、森林浴を楽しみながら歩いてみてはいかがでしょうか。

〔管理者〕寺町生産森林組合

〔保全団体〕寺町地区

6 大清水 （おおすず）

真室川町大字及位
真室川町の鏡沢地区の北に位置する前森山林道の車止め付近のブナ林の中にあります。
甑山からの伏流水が毎分約500L以上も底から湧き出し池になっています。また、真室川の
源流の一つとなっています。
周囲は美しいブナ林で登山道が整備されており、四季ごとの美しさを楽しめます。また、
「森の巨人たち百選」にも選ばれた「女甑山の大カツラ」にも近く、自然を満喫できるス
ポットです。
〔管理者〕山形森林管理署最上支署

〔保全団体〕甑山探究会

7 三階滝 （さんかいたき）

長井市寺泉（桑沢）
長井市の北西に位置する寺泉地区の「あやめ温泉桜湯」からさらに西に入った山中にあ
ります。周囲は杉、ナラ、桜等の木々に覆われ、三段に落ちる豪快な滝が流れており、四
季折々の自然が感じられる場所です。滝の下には不動尊を祭った祠があり、さらにその下
にはしめ縄が張られ、祠に行くスロープの途中から湧出しています。
また、長井市は街中の水路や歴史的建物をめぐるフットパスも人気です。自然を感じられる滝と
ともに街中の水文化にも触れてみてはいかがでしょうか。
〔管理者〕長井市

〔保全団体〕三階滝保存会

8 閼伽井の清水 （あかいのしみず）

鶴岡市青龍寺字金峯１
鶴岡市の南西に位置する金峰山金峯神社中宮の社務所前に小さな祠があり、その傍らに

湧水があります。水源は無想の滝の上で、貯水して300ｍほど引き込んでいます。慈覚大師
（円仁）開山以来、閼伽水（神仏に供える神聖な水）とされてきました。この湧水は枯れ
たことがなく、また、濁ったこともないと云われています。
周囲は杉林に囲まれており、静かな中にたくさんの石碑、石像があり、お堂が立ち並ん
でいます。駐車場も比較的近く、多くの人々がこの湧水を求めて訪れています。
〔管理者・保全団体〕金峯神社

9 大清水 （おおしみず）

鶴岡市湯温海乙
鶴岡市の温海温泉街を東に抜け、蕎麦屋「大清水」の隣に小さな公園があり、奥の祠の
下から温海岳の伏流水が湧出しています。
江戸時代後期に庄内藩士である安倍親任が記した「筆濃余理(ふでのあまり)」の中にも
記述があり、昔から名水として親しまれた歴史があります。周囲は温海岳の急峻な山が迫
り、道路のすぐ下には温海川が流れています。温泉街を散策しながら、公園まで足を運ん
でみてはいかがでしょうか。
〔管理者〕鶴岡市

〔保全団体〕外部委託業者

10 湯ノ澤霊泉 （ゆのさわれいせん）

酒田市市条字八森２番の１

酒田市八幡(旧八幡町)の荒瀬川沿いの保養施設「八森温泉ゆりんこ」の西側の道路から
くだった所にあります。石造りの椅子や木のベンチが設置された東屋があり、その中で 3
箇所から湧いています。水源は山に少し入った所にあり、湧水を貯水して水場まで引いて
います。この湧水は不老不死の水として親しまれており、神仏にも供えてきたと云われて
います。
この湧水を求めて、近郷の方々をはじめ、遠方からも多くの人々が訪れています。水音
が心地よい憩いの場となっています。
〔管理者〕酒田市

〔保全団体〕八幡地域観光物産事業実行委員会

11 神泉の水 （かみこのみず）

遊佐町吹浦字女鹿
遊佐町から国道 7 号線を北に進んだ女鹿地区の住宅街の中に水場があります。石造りの
洗い場が 6 つに区切られており「飲料」
「米研ぎ」
「冷やし」
「野菜海藻洗い」
「洗濯」
「オム
ツの洗濯」といった様々な用途に湧水が使われています。濁ったことはありませんが、季
節により湧水量が変化します。
この地区の人々の生活用水になっており、湧水を中心に地区の人々が集まる交流の場と
なっています。後世に残していきたい水文化です。
〔管理者・保全団体〕女鹿集落

12 鳥海三神の水 （ちょうかいさんしんのみず）

遊佐町吉出金俣２３９－５

三ノ俣集落の農林漁業体験実習館「さんゆう」のすぐ前にあります。水源は 100ｍほど上
にあり、「さんゆう」入口のコンクリート桝に貯水して引き込まれ、6 箇所から冷たい水が
勢いよく出ています。
この地区は湧水が非常に豊富で、道路の側溝にも激しく流れています。駐車場もあり、
多くの人々がこの湧水を求めて訪れる場所となっています。周囲は丘陵地になっており、
天候が良いと遙かに日本海が光って見渡せます。
〔管理者〕遊佐町

〔保全団体〕三ノ俣婦人会

13 胴腹滝 （どうはらのたき）

遊佐町吉出
遊佐駅から東に7.5kmほど東の欝蒼とした杉林の奥に、社を挟んで2つの滝があります。
山の斜面の途中の2箇所から突然多量の湧水が流れ出ています。案内板には、体に良い水で
あり、安産の神としても崇められていると云う記載があります。山の胴腹から水が出てい
ることからこの名が付いています。
周囲には、苔むした石が多数あり、数々の石仏が幽玄で神秘的な雰囲気を醸し出してい
ます。また、山形県里山環境保全地域第1号に指定された場所でもあります。
〔管理者〕遊佐町

〔保全団体〕胴腹滝周辺環境保全協議会

14 楢の木立長寿の名水 （ならのきだちちょうじゅのめいすい）

尾花沢市大字母袋

尾花沢市の市街地から車で 20 分ほど東に向かった母袋地区の先にあります。「楢の木立
長寿の名水」の標識が道路左にあり 10ｍほど下ると清浄な水が湧出しています。周囲は国
有林で、スギ、ナラ等の木が生育しています。
水場の近くには水の分析表があり、地区の人が関心を持って管理していることが感じら
れます。近くには、県指定天然記念物「鉄魚」が生息している若畑沼等の湖沼が複数あり、
沢が流れ、周囲には豊富な伏流水があります。
〔管理者・保全団体〕母袋地区

15 亀ノ子（かめのこ）

山辺町大字畑谷
「亀ノ子」
（別名「たらたら清水」
）は、山辺町の 12 の銘水のうち、九番水として人気が
あります。以前は比較的目立たない湧水でしたが、昭和 20 年に、当地出身の永田亀之介氏
が整備し、氏にちなんだユーモラスな亀の像にちなみ「カメノゴ」と呼ばれ、親しまれて
いました。
平成 10 年に再整備され以来、固定ファンも増え、水汲みに訪れる人も多く、五番水には
同じく亀の像がある「萬年水」もあります。別名の「たらたら清水」のいわれは、湧水量
が少なく「たらたら」としか流れていないからだと言われています。
〔管理者・保全団体〕畑谷区

16 五番御神酒 （ごばんみき）

山辺町大字畑谷
山辺町の「12 の銘水」の 11 番水は、五番御神酒です。
県民の森の西、片倉山南側の道路そばの窪地に、杉の古木に守られるように小さな池があ
り、清冽な湧き水が白砂を巻き上げながら湧き出ています。池から流れ出た小川は、付近
の湧水と合流し、畑谷地区を通り、沢上川となり、更に送橋川となって最上川に注いでい
ます。流れ出る水は冷たく、付近にミズバショウの群生を育んでいます。

〔管理者・保全団体〕畑谷区

17 龍神水 （りゅうじんすい）

山辺町大字簗沢
山辺町作谷沢地区は豊富な湧水に恵まれており、その中から 12 箇所の湧水を銘水として
登録して湧水マップを作成しています。
「龍神水」は、この中の一番水として知られていま
す。
「龍神水」は、同町内簗沢地区にある子安神社の境内にあり、龍神が飛来したというい
われがあります。これは子安神社の由緒にある光輪飛来に由来する、隕石落下を彷彿とさ
せます。現在の龍神水は、平成 10 年に整備されたものです。里に近く、気軽に利用するこ
とができます。
〔管理者・保全団体〕簗沢区

18 五本樋 （ごほんどよ）

朝日町大字三中字八ツ沼
朝日町役場から北西に 2.6Km ほど行った春日沼近くにあります。道路そばの杉林に石積
みがあり、小さな祠の下の木の樋から水が流れ落ちています。村の生活用水として長く使
われて、昭和 30 年代簡易水道の給水に伴い一度姿を消したが昭和 63 年に復元されたとの
こと。また、八ッ沼のいわれによると、この樋からは青い水が流れるといれ、池にたまっ
た水も微青白色です。

〔管理者・保全団体〕八ツ沼区

19 イカゴの清水 （いかごのすず）

大石田町大字駒籠
JR 奥羽本線北大石田駅から道なりに 3Km ほど西にあります。北西に広がる低い山と丘陵
の伏流水と考えられます。付近には縄文から中世までの遺跡があり、
「イカゴすず」は大石
田町の登録記念物になっています。この水の記録はありませんが、昔からの文化がある場
所です。季節によって湧出量は変化するが、枯れたことは無いということです。

〔管理者・保全団体〕駒籠地区

20 薬師様の水 （やくしさまのみず）

最上町大字満澤
最上町の南部に位置する満澤地区内の「満沢薬師神社」そばに湧いています。県道 262

号は、過去には最上町から尾花沢にぬける唯一の街道で、多くの旅人が通行したと言い、
この水で喉を潤したことでしょう。四季を通して湧水量、水温が一定で、地区の人々にも
愛されており、内外から汲みに来る人が多いです。

〔管理者・保全団体〕満沢神社氏子

21 慶次清水 （けいじしみず）

米沢市八幡原
米沢駅から東に 2.3Km ほどの野球場西の森の中にあります。前田慶次がこの地に庵を結
び、この清水で暮らしたといいます。以前はかなりの水量がありましたが、八幡原工業団
地の開発が進むにつれ細くなったと言われており、降雨の後などは豊富な水量がみられま
す。近くには前田慶次由来の遺構が数々見られます。

〔管理者〕米沢市 〔保全団体〕米沢前田慶次の会

22 ブナしずく （ぶなしずく）

西置賜郡小国町大字玉川（森林セラピー基地温身平地内）
日本百名山の「飯豊連峰」への登山基地の一つ、飯豊山荘から気軽に散策できる「森林
セラピー基地 ブナの森 温身平」の中にあります。セラピーロードは標高 400～500ｍ、全
コース延長 5.5Km。深いブナの原生林に囲まれたこの林道を 2Km ほど歩く必要があるので、
登山家や、自然愛好家しか知らない湧水です。まさにブナの精、ブナのしずくであり、全
身で自然を感じることができる場所です。

〔管理者〕置賜森林管理署 〔保全団体〕森林セラピーアテンダントミーティング

23 郷清水 （ごうしみず）

鶴岡市越沢
鶴岡市の温海地区から東に 15ｋｍほど入った越沢地区の山中にあり、摩耶連山の伏流水
が棚田の最上部から湧出しています。標高は 350ｍほどです。水が湧いている沢と、その横
に水底から湧く木枠の池があり、透明な水の中にサンショウウオが生息しています。沢の
湧き口にはステンレス製で「摩耶の銘水郷清水」の表示板があります。
周囲は山際に杉林があり、他方は「やまがたの棚田 20 選」に選定された棚田が連なりま
す。越沢地区の街道沿いに「まやのやかた」があり、掲示板に案内図があります。
〔管理者・保全団体〕越沢自治会

