平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 １ 日
商 工 労 働 観 光 部

12月～1月イベントカレンダー
●観光キャンペーン
「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（つや姫の新米や名酒、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

●祭り
イベント名

第36回みちのく
こけしまつり

日

程

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～

第32回「雪の降るま 12/23（金）
ちを」鶴岡冬まつり ～2/27（月）

羽黒山松例祭

市町村

山形市

要

場

所

問合わせ

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 グ
ンド推進課内）
演販売やこけし絵付体験、抽選会など
☎023-641-1212
楽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。

鶴岡市

12/31（土）～
鶴岡市
1/1（日）

飛鳥神社裸詣り祈願
1/5（木）
祭

概

酒田市

名曲「雪の降る街を」の誕生の地・鶴
岡。雪国の風土と文化を伝えるまつり
と し て 、 日 本 海 寒 鱈ま つ り 、大 山新
市内各所
酒・酒造まつり、鶴岡音楽祭などの各
種行事が開催されます。雪の降るまち
鶴岡にぜひお越し下さい。

「雪の降るまち
を」鶴岡冬まつり
実行委員会
☎0235-25-2111

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
出羽三山神社三神 出羽三山神社社務
意にかなったかを競い合う験競べが祭
合祭殿前（羽黒山 所
りの中心。大晦日昼頃から元日未明に
☎0235-62-2355
山頂）
かけ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。
五穀豊穣、無病息災を祈願し、下帯姿
の若者や子どもたちが寒中に境内を走
りまわり、水ごりをとる行事です。神
社本殿でお払いを受け、山門を出て周
辺を回った後、仁王堂前に設けた「禊 飛鳥神社
ぎ場」で手桶からの冷水をかけられま
す。その後、本殿に戻り参拝、これを
三度繰り返します。江戸時代から続く
伝統行事です。
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飛鳥神社社務所
☎0234-52-2486

たかはた冬まつり
1/8（日）
わらじみこしまつり

神室雪まつり

日本海寒鱈まつり

新春キジ汁祭り

1/15（日）

1/15（日）

1/15（日）
（※予定）

東北の奇祭”やや祭
1/15（日）
り”

鶴岡市 日本海寒鱈まつり

ゆざ町鱈ふくまつり 1/15（日）

しゃりん寒鱈まつり 1/22（日）

高畠町

旧二井宿街道に面した大日如来坐像の
前には長さ4ｍ、重さ600㎏を越す「大
わらじ」があり、雪の降る中、その
「大わらじ」のみこしを裸の若者がか
（一社）高畠町観
ついで町内を練り歩き、健康祈願をす 高畠町中心商店街 光協会
☎0238-57-3844
る伝統行事です。道路沿いから、町内
の方々がバケツに入った水をかつぎ手
に思いっきりかけるシーンは迫力満点
です。

金山町

純白のパウダースノーに覆われた神室
スキー場で、音楽イベントや大抽選会
を行います。餅のふるまいほか、夜に 神室スキー場
は打ち上げ花火が雪面を彩り、幻想的
な美しさです。

鶴岡市

厳寒の荒波にもまれ、脂ののった寒鱈
岡銀座商店街振
鶴岡銀座商店街特 鶴
興組合
を味わう、鶴岡の冬の味覚「寒鱈汁」
設会場
☎0235-22-2202
を味わうイベントです。

鶴岡市

大鍋から立ち上がる湯気と香り、鶏肉
より歯ごたえがあり、それでいて他の 道の駅「月山」・ 月山あさひ振興公
肉よりやわらかいキジ肉を味わうこと 月山あさひ博物村 社
☎0235-53-3411
ができます。当日は、つきたての振る 駐車場
舞い餅もあります。

庄内町

庄内町千河原に古くから伝わる「やや
祭り」は、安産と健康を祈願する奇祭
として知られ、雪降りしきる厳寒の中
で行われます。素裸にわらで作った腰
庄内町
蓑をつけただけの少年達が、肩から手
幡神社
桶で何杯も冷水を浴びる光景は厳粛そ
のもです。見物人が思わず身震いする
ようなこの行事こそ祭りの見どころと
いえます。

鶴岡市 「雪の降るまちを」鶴岡冬まつり

グリーンバレー神
室管理センター
☎0233-52-2240

千河原八 庄内町観光協会
☎0234-42-2922

高畠町 たかはた冬まつり
わらじみこしまつり

遊佐町

日本海の冬の荒波にもまれて充分に脂
がのった寒鱈と草ふぐを味噌味で煮込
み、香り豊かな岩海苔をトッピングし
て、この祭りでしか味わえない究極の マルチドーム「ふ NPO法人遊佐鳥海観
光協会
美味をお楽しみ下さい。地元商店のバ れんどりぃ」
☎0234-72-5666
ラエティに富んだ出店や餅つき大会、
毎年変わるアトラクションも大好評で
す。

鶴岡市

海を目の前に庄内浜の冬の味覚「寒鱈
汁 」 を 味 わ う 。 大 鍋か ら 熱 々を 提供 道の駅「あつみ」 道の駅「あつみ」
しゃりん
し、日本海の海の幸を存分に楽しめま しゃりん
☎0235-44-3211
す。
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亀岡文殊星まつり

1/25（水）

酒田日本海寒鱈まつ 1/28（土）
り
1/29（日）

酒の酒田の酒まつり

1/28（土）
1/29（日）

第15回雪ん子目ん玉
1/29（日）
まつり

第14回みかわあった
1/29（日）
か冬まつり

高畠町

亀岡文殊で数百年続く伝統行事。その
人の生まれ星を拝んで悪運を吉運に
し、善い運は一層よくなるよう悪事災 亀岡文殊
難を除いて福徳を招くよう祈願する炎
にお札を投げ込む伝統行事。

酒田市

日本海の冬の味覚「寒鱈」を味噌仕立
てにした大鍋に身も骨も内臓も余すと
ころなく入れ、豪快に煮たあつあつの
酒田市中町、駅
郷土料理です。
酒田市観光振興課
前、みなとオアシ ☎0234-26-5759
雪のちらつく屋外で堪能するおまつり
スエリア
ですが、寒鱈汁で体も温まります。
会場では太鼓演奏や特別な寒ダラ汁の
販売も行われます。

酒田市

寒ダラ祭りと同時開催される酒田・遊
佐の酒蔵9蔵の地酒が集まる飲み比べ
酒田市観光振興課
酒田市中町エリア ☎0234-26-5759
イベントです。各蔵自慢の地酒をお気
軽にお楽しみただけます。

酒田市

雪国でなければ体験できないことを楽
しく体験するイベントです。スキー＆
ス ノ ー ボ ー ド 大 会 をは じ め 、バ ナナ
ボート体験やスノーフラッグ大会、雪
平田スキー場
上ビーチバレーボール大会など楽しい
イベントが満載で、大人も子どもも皆
で冬の遊びを満喫できる内容となって
います。

三川町

この冬に三川町から発信する食のイベ
ント。カレー食べくらべ、屋台村、特
三川町いろり火の 三川町観光協会
産品販売など庄内一円、県内外からお
里なの花ホール ☎0235-66-4656
いしいお店が大集合！ぜひお越しくだ
さい。

大聖寺
☎0238-52-0444

平田Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター
☎0234-52-3284

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 ゆざ町鱈ふくまつり

●イベント
イベント名

日

程

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

市町村

白鷹町

概

要

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。
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場

所

◇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

問合わせ

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

新庄まつり山車展

光のプロムナード

第3回ビッグウイン
グフェスティバル

11/19（土）～
新庄市
1/30（月）

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

11月下旬～
1月中旬
山形市
16：00～23：00

七日町商店街振興
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。
nokamachi.com/

12/3（土）～
12/4（日）

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。
また、同じ会場において「山形市伝統 山形ビッグウイン 山形ビッグウイン
グ☎023-635-3100
的工芸品まつり」と「みちのくこけし グ
まつり」「山形らーめんフェスタ」が
併催されます。

小国町

木の実や自然の素材を使ってクリスマ おぐに開発総合セ NPO法人ここ掘れ和
ん話ん探検隊
スの飾りづくり。
ンター
☎0238-62-5955

クリスマスオーナメ
12/3（土）
ントづくり

第３回
ルシェ

フローラ・SAGAEの2階の空きスペース
の利活用と賑わいを生み出すために市
内外から50店舗程が集まり、ハンドメ
イ ド 雑 貨 か ら お い しい モ ノ 等を 揃え
フローラ・SAGAE
て、皆様のご来場をお待ちしておりま
リボーンマ 12/4（日）
サービスセンター
寒河江市 す。
フローラ・SAGAE ☎0237-86-1662
10：00～16：00
他 に も 抽 選 や お 楽 しみ も あ りま すの
で、ご家族で楽しんでいただけま
す！！
皆様、お誘い合わせの上、ご参加くだ
さい！

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
初滑りを楽しんでみませんか。（滑走 上の台ゲレンデ ☎023-694-9328
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
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学業成就祈願法要

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

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

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！

”年越しそば”打ち 12/11（日）
体験
12/18（日）

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。

雪中いちご狩り

12月中旬～
3/31（金）

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

①12/17（土）
12/18（日）
1/7（土）
1/8（日）
1/21（土）
1/22（日）
2/4（土）
2/5（日）
2/18（土）
2/19（日）
山形市
3/4（土）
3/5（日）
②シーズン中
③1/8（日）
1/22（日）
2/12（日）
2/26（日）
④3/12（日）
3/26（日）

①スキーこどもの日：小学生以下のお
子様に限り、ナイターにも使用できる
全山共通1日券通常2,500円→1,000円
になります。
②感謝の贈り物：リフトシニア券(55
才以上)購入者に100円コーヒー券をプ
レゼントします。(シーズン券購入者
を除く。）
③甘酒サービス：各会場先着100名に
熱々の甘酒を振舞います。11:00～。
④玉こんサービス：各会場先着100名
に熱々の玉こんを振舞います。11:00
～。

【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

蔵王温泉スキー場
③、④上の台・パ
蔵王温泉観光協会
ラダイス・中森・ ☎023-694-9328
横倉・大森・黒姫
の各ゲレンデ

＜シーズン期間外

花笠高原スキー場
オープン

12/17（土）

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）。
☎0237-28-3939

西川町

冬芽をつける木々や野生動物の痕跡等
を観察しながらスノーシューを履いて
歩 く ス ノ ー シ ュ ー トレ ッ キ ング はス
西川町弓張平公園 月山朝日観光協会
キーやソリとは違った新しい冬の楽し
（パークプラザ） ☎0237-74-4119
み方です。
身近な里山でもプログラムがありま
すので初心者でも安心です。

Asahi自然観スノー
パークスキー場開き 12/17（土）
及び安全祈願祭

朝日町

Asahi 自 然 観 ス ノ ー パ ー ク 内 に て ス
キ ー 場 開 き 及 び 安 全祈 願 祭 を行 いま
Asahi自然観ス
す。
ノーパーク
新しく「ロッジしらくら」がオープン
します。

花笠高原スキー場子
12/18（日）
供の日

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）

スノーシューパーク
オープニングイベン 12/17（土）
ト
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Asahi自然観
☎0237-83-7111

ミニ門松づくり

桂吉弥落語会

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

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。

新庄市
市民プラザホ
リデーコン
サート

真室川町
桂吉弥落語
会

遊佐町 “年越しそば”打ち体験
12/23（金）～
3/5(日)
山形市
期間中限定52日
間17:00～21:00

漆黒の闇の中に照明で浮かび上がる樹
氷は、幻想の世界に迷い込んだかの様 蔵王スキー場樹氷 蔵王ロープウェイ
山麓駅
な雰囲気。昼とは違った表情を見せる 原付近
☎023-694-9518
夜の樹氷も格別です。

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

暖房付の特殊車両・新型雪上車「ナイ
蔵王ロープウェイ
ト ク ル ー ザ ー 号 」 に乗 車 し 、ラ イト
アップされた幻想的な樹氷や霧氷を間 蔵王スキー場樹氷 山麓駅
☎023-694-9518
近で体験できます。途中降車して、そ 原付近
※事前予約が必要
びえたつ樹氷の大きさ実感できる注目
です。
のツアーです。(要申込）

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
☎0233-22-4200
ホール
下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。

鶴岡市

鶴岡の冬の風物詩「鶴岡冬まつり」の
「雪の降るまち
イベントのひとつ。致道博物館（旧西 致道博物館・鶴岡 を」鶴岡冬まつり
実行委員会
田川郡役所）・大宝館が幻想的にライ 公園
☎0235-25-2111
トアップされます。

鶴岡市

12/23（金）～
オープンの12/23は無料開放日
羽黒山スキー場
初心者・ファミリーから上級者まで気
軽に楽しめるスキー場です。

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。

樹氷ライトアップ

鶴岡冬まつり
ライトアップ

12/23（金）

12/23（金）
～2/27（月）

羽黒山スキー場オー
12/23（金）
プン

クリスマスパーティ
12/23（金）
inきたがっさんそう
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国民休暇村羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎観光商工
室
☎0235-62-2111

平成28年度第6回
「雪ん子俳句展」

蕎麦打ち講座

暮の市

12/24（土）～
新庄市
1/6（金）

12/25（日）

12/28（水）

歳の市

12/29（木）

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

舟形の手打ちそば文化の今後を担う打
ち手を養成します。講師の指導の下、
5人前を打ち4人前はお持ち帰り出来ま
生涯学習センター 舟形町生涯学習セ
ンター
舟形町 す。
工芸室
☎0233-33-2556
・開催時間：9時30分より
・材 料 代：1,500円
・締め切り：12月16日

中山町

中山町で年末に毎年開催されている
暮の市。今年は、松島直送の牡蠣・ホ
中山町情報・物産 中山町観光協会
タテの販売や地元農家による軽トラ市
館○っと前駐車場 023-662-2114
を開催します。お正月の準備にぜひ中
山町にお越しください。

遊佐町

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

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

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。

山寺大晦日除夜の
鐘・光のロード

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。

12/31（土）
23：30～

山形市

山寺観光協会
☎023-695-2816

慈恩寺大晦日花火大 12/31（土）
会「雪月華」
23時40分～

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 寒河江市慈恩寺活 火実行委員会（西
寒河江市
ち上げ花火に加え、本堂に続く仁王堂 性化センター付近 部地区公民館）
☎0237-87-1302
坂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。

花笠高原スキー場年
12/31(土)
末イベント

尾花沢市のシンボルキャラクターの
「雪ごろう」とおばね特産隊「ごっ
花笠高原スキー場 尾花沢市商工観光
尾花沢市 つぉ3」がスキー場に遊びに来ます。 （尾花沢市大字鶴 課☎0237-22-1111
㈹
今年最後の運試し「雪中宝探し」のほ 子858）
か、写真撮影も行います！

遊佐町 歳の市

上山市 元旦登城
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遊佐町 アマハゲ

本山慈恩寺修正会
（しゅしょうえ）

元旦登城

川西町
ン

元旦マラソ

初日の出スノー
シューハイク

1/1（日）
10時～

本山慈恩寺にて最初の年中行事となる
修正会が行われます。修正会は寺院で
正月に修する法会（ほうえ）であり、
旧年の悪を正し、その年の吉祥を祈願
寺務
寒河江市慈恩宗本 本山慈恩寺
所
寒河江市 するものです。多数の国重要文化財の
山慈恩寺
☎0237-87-3993
仏像が安置された本堂内陣で、一山衆
が読経を行い、国家安泰、五穀豊穣な
どを祈念します。また、一般の方の祈
祷も受け付けます。

1/1（日）

上山市

天守閣より、三吉山から昇る初日の出
公益財団法人
を眺めませんか。三吉山からの日の出 公益財団法人
上山城郷土資料館
は例年7時30分頃です。先着300名の入 上山城郷土資料館 ☎023-673-3660
館者に記念品をプレゼントします。

川西町

県内で一番最初のマラソン大会。新た
川西町民総合体育 川西町民総合体育
館
な一年の健康を祈願して参加してはい
館
☎0238-46-2277
かがでしょうか？

川西町

西洋かんじき、いわゆる「スノー
シュー」を履いて浴浴センターまどか
高戸屋山
を出発し、高戸山の頂上から初日の出
を眺める雪上ハイキングです。

川西町観光協会
☎0238-54-1515
☎090-3360-1688

遊佐町

1日（滝ノ浦地区）、3日（女鹿地
区）、6日（鳥崎地区）でそれぞれ行
われます。
遊佐の北端に位置する海岸の地域に伝
わる、秋田の「なまはげ」とよく似た 1/1（滝之浦）
行事です。起源はどちらも一緒らしい 1/3（女鹿）
と言われていますが、遊佐町では「あ 1/6（鳥崎）
ま は げ 」 と 言 い ま す。 衣 装 の体 裁、
面、小道具などはそれぞれ微妙に違い
ます。「なまはげ」と同様に各家庭を
回り、怠惰を戒めて歩きます。

遊佐町教育委員会
教育課文化係
☎0234-72-5892

1/1（日）

1/1（日）

1/1（日）
1/3（火）
1/6（金）

アマハゲ

1月上旬～2月下
雪国ワンダーランド 旬（金土日祝の 新庄市
み）

新庄駅東口から徒歩3分の会場で雪国
ならではのアトラクションを楽しむこ
とができます。スノーモービルや迫力 新庄駅東口すぐそ 新庄市商工観光
満点のバナナボート、雪の滑り台など ば「かむてん公園 課
雪国体験満載です！
内」特設会場
☎0233-22-2111
スケジュール：13時～15時（要予約）
料金：一人2,500円（予定）

新春に餅つきや雪遊
1/7（土）
びを楽しもう！

金山町

臼での餅つきやナシダンゴづくりなど
正月の慣わしを体験しよう！雪遊びで
は、雪上カルタやモービルチューブ引 遊学の森
き体験などで寒い冬を吹き飛ばそう！ こもれび館
（入浴券付）料金は、大人1500円、子
ども1000円です。

遊学の森
☎0233-64-3305

大蔵村

出羽三山に古くから伝わる、山伏たち
の年越行事。白装束に身を包んだ村の
男たちが、五穀豊穣、無病息災を祈願
肘折温泉街
し、法螺貝の合図で温泉街を練り歩き
ます。来場者につきたて餅の振る舞い
もあります。

肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

河北町

当日は、様々なイベントや販売をはじ
め、ご来場の方に温かい振る舞いなど
を用意してお待ちしております。皆様 どんがホール
お誘い合わせのうえぜひ、ご来場下さ
い。

河北町商工会
☎0237-73-2122

肘折さんげさんげ

河北町

初市

1/7（土）

1/8（日）
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どんでん平スノー
パーク OPEN

1/7（土）～
2/26（日）まで
飯豊町
の毎週土・日・
祝

平成29年新春餅つき
1/9（月）
とお楽しみ会

山形市初市

冬のさくらキャン
ペーン

山辺町初市

1/10（火）

どんでん平スノー
パーク（どんでん 飯豊町観光協会
平ゆり園前駐車 ☎0238-86-2411
場）

新庄市

正月のお餅の振る舞いや、最上8市町
村の中で踊りや歌などの活動を行って
いるサークルの皆さんによるステージ
ショーもあります。
「ゆめりあ」
年末年始に帰省されるお客様へ、帰り
花と緑の交流広場
の新幹線の時間まで楽しんでいただけ
るようなイベントとなっております。
スケジュール：13時～15時30分
入場料：無料

山形市

江戸時代初期、最上義光公の時代から
続く伝統行事で、商業の株を象徴して
の「かぶ」、長寿を表す「白ひげ」な
ど の 野 菜 、 初 あ め 、団 子 木 の縁 起物
や、臼、杵、まな板などの木工品、家
庭用品などの露店が立ち並びます。

新庄最上をげん氣
にする会
（新庄観光協会
内）
☎0233-22-2340

山形市内十日町・
本町・七日町の国 山形商工会議所
道 112 号 線 及 び 沿 ☎023-622-4666
線

１/中旬～2月下
旬
※初日にキック 山形市
オフイベント実
施

山形特産の冬に咲く桜「啓翁桜」を多
くの皆様に知っていただくため、展示
山形市山形ブラン
や春をテーマとした期間限定メニュー
山形市中心市街地 ド推進課
の提供、体験イベントなどを実施しま
☎023-641-1212(内
内
す。
412)
詳細は、『タカラの山ガタ』で検索し
てください。

1/12（木）

山辺町

江戸時代から続く伝統的な催し。縁起
物のだんご木や初あめ等を買い求める
客で例年賑わう。
山辺町駅前・本 山 辺 町 初 市 運 営 協
常連さんたちのお目当ては、要害特産 町・仲町・大手町 議会
☎023-664-5939
の「鯉こく汁の無料振る舞い」等、心 通り
も体も温まる美味しい『おもてなし』
があります。。

河北町

江戸時代に河北町が誇った最上紅花交
易によって、京都からもたらされたひ
な人形。旧家で大切に受け継がれてき 紅花資料館
た 貴 重 な お 雛 様 を 特別 公 開 いた しま
す。

（一社）河北町観
光協会
☎0237-72-3787

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
山寺宝珠橋公園
どを直接聞くことができるのも楽しみ
のひとつです。各日10：00～15：00※
ただし品物が無くなり次第終了

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

紅花文化とおひなさ 1/12（木）～
ま展
4/10（月）

山形まるごと市
（山寺会場）

飯 豊 町 は 東 北 で も 有数 の 豪 雪地 帯。
「この雪を使って遊んじゃおう！」と
いうのがどんでん平スノーパーク。巨
大滑り台やスノーモービル乗車体験、
バナナボートなどお子さまから大人ま
で無邪気なこどもに変身しよう！

1/14（土）
1/15（日）
1/21（土）
1/22（日）
1/23（月）

花笠高原スキー場子
1/15（日）
供の日

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）

ヤハハエロ

1/15（日）前後 飯豊町

小正月行事。無病息災など藁の火柱に
町内各地
ヤハハエロとはやして祈願する。

飯豊町商工観光課
☎0238-87-0523

温海旬御膳「冬の
ごっつぉめぐり」

1月中旬～2月下
鶴岡市
旬

温海地域ならではの冬のごっつぉ(ご
温海地区内
馳走)を旅館や飲食店で提供します。

あつみ観光協会
☎0235-43-3547
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①蔵王ロープウェ

かんじきトレッキン 1/21（土）～
グ
3/21（火）

山形市

①樹氷原探索コースと②中央高原霧氷
蔵王温泉スキー場 イ山麓駅
原探索コースの2コースがあります。
☎023-694-9518
①樹氷原②中央高 ②蔵王中央ロープ
蔵王山岳インストラクターが案内しま
原霧氷原
ウェイ
す。（2日前の16時まで要予約。）
☎023-694-9168

蔵王中央ロープ

蔵王中央高原かんじ 1/21（土）～
きスノーハイク
3/21（火）

山形市

個人で、自由に自分のペースでのんび
ウェイ
りと雪原をハイクできます。蔵王の自 蔵王温泉スキー場 ☎023-694-9168
蔵王スカイケーブ
然を満喫してください。かんじきはレ （中央高原）
ル
ンタルしています。
☎023-694-9420

はじめてのつる細工
1/21（土）
教室

たらのきだいスキー
1/21（土）
場ファン感謝デー

つる細工講習会

1/25（水）～
1/27（金）

肘折幻想雪回廊

1/28（土）
2/4（土）
2/11（土）
2/18（土）

第26回「雪の能」ま
1/28（土）
つやま大寒能

山形まるごと市
（高瀬会場）

通年開催
（1/1～1/3休
み）

小国町

小国町の冬の手仕事、つる細工を気軽
に楽しめます。味わい深いつる細工に 未定
ついて楽しく学べます。

鶴岡市

終日リフト無料、甘酒サービスがあり 櫛引たらのきだい たらのきだいス
キー場
ます。
スキー場
☎0235-57-5470

小国町

２泊３日で行われるつる細工講習会で
す。あたたかな風合いのつる細工作り 国民宿舎飯豊梅花 小国町観光協会
☎0238-62-2416
をじっくりと楽しむことができる講習 皮荘
会です。

大蔵村

全国屈指の豪雪地帯、肘折ならではの
イベント。3mを超える雪壁に、ろうそ
肘折温泉街
くの火がやさしく灯ります。冬の雪あ
かりの散策をお楽しみください。

酒田市

県指定無形民俗文化財の松山能は、
6月に「花の能」薪能、 8月に「 月の
能」皇大神社奉納能と1月の「雪の
能」まつやま大寒能の年3回演じられ
酒田市松山総合支
ます。
酒田市松山城址館 所建設産業課
☎0234-62-2611
観 賞 後 に 演 者 と の交 流 会 「雪 見の
宴 」 が 行 わ れ 、 納 豆汁 と 竹 の酒 器を
使った「かっぽ酒」が振る舞われ、毎
年大変好評をいただいております。

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。

NPO法人ここ掘れ和
ん話ん探検隊
☎0238-62-5955

肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

●スキー場関連（再掲）
イベント名

日

程

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

市町村

概

要

場

所

問合わせ

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
初滑りを楽しんでみませんか。（滑走 上の台ゲレンデ ☎023-694-9328
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）。
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黒伏高原スノー
パーク ジャング
ル・ジャングル
☎0237-41-5555

神室スキー場オープ
12/10（土）
ン予定

蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

金山町

①12/17（土）
12/18（日）
1/7（土）
1/8（日）
1/21（土）
1/22（日）
2/4（土）
2/5（日）
2/18（土）
2/19（日）
山形市
3/4（土）
3/5（日）
②シーズン中
③1/8（日）
1/22（日）
2/12（日）
2/26（日）
④3/12（日）
3/26（日）

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。

①スキーこどもの日：小学生以下のお
子様に限り、ナイターにも使用できる
全山共通1日券通常2,500円→1,000円
になります。
②感謝の贈り物：リフトシニア券(55
才以上)購入者に100円コーヒー券をプ
レゼントします。(シーズン券購入者
を除く。）
③甘酒サービス：各会場先着100名に
熱々の甘酒を振舞います。11:00～。
④玉こんサービス：各会場先着100名
に熱々の玉こんを振舞います。11:00
～。

グリーンバレー神
室管理センター
☎0233-52-2240

蔵王温泉スキー場
③、④上の台・パ
蔵王温泉観光協会
ラダイス・中森・ ☎023-694-9328
横倉・大森・黒姫
の各ゲレンデ

Asahi 自 然 観 ス ノ ー パ ー ク 内 に て ス
キ ー 場 開 き 及 び 安 全祈 願 祭 を行 いま
Asahi自然観ス
す。
ノーパーク
新しく「ロッジしらくら」がオープン
します。

Asahi自然観スノー
パークスキー場開き 12/17（土）
及び安全祈願祭

朝日町

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

Asahi自然観
☎0237-83-7111

＜シーズン期間外

12/17（土）

☎0237-28-3939

冬芽をつける木々や野生動物の痕跡等
を観察しながらスノーシューを履いて
歩 く ス ノ ー シ ュ ー トレ ッ キ ング はス 西川町弓張平公園 月山朝日観光協会
キーやソリとは違った新しい冬の楽し （パークプラザ） ☎0237-74-4119
み方です。身近な里山でもプログラム
がありますので初心者でも安心です。

スノーシューパーク
オープニングイベン 12/17（土）
ト

西川町

花笠高原スキー場子
12/18（日）
供の日

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）

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

漆黒の闇の中に照明で浮かび上がる樹
氷は、幻想の世界に迷い込んだかの様 蔵王スキー場樹氷 蔵王ロープウェイ
山麓駅
な雰囲気。昼とは違った表情を見せる 原付近
☎023-694-9518
夜の樹氷も格別です。

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

暖房付の特殊車両・新型雪上車「ナイ
蔵王ロープウェイ
ト ク ル ー ザ ー 号 」 に乗 車 し 、ラ イト
アップされた幻想的な樹氷や霧氷を間 蔵王スキー場樹氷 山麓駅
☎023-694-9518
近で体験できます。途中降車して、そ 原付近
※事前予約が必要
びえたつ樹氷の大きさ実感できる注目
です。
のツアーです。(要申込）

樹氷ライトアップ
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12/23（金）～
オープンの12/23は無料開放日
羽黒山スキー場
初心者・ファミリーから上級者まで気
軽に楽しめるスキー場です。

国民休暇村羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎観光商工
室
☎0235-62-2111

羽黒山スキー場オー
12/23（金）
プン

鶴岡市

花笠高原スキー場年
12/31(土)
末イベント

尾花沢市のシンボルキャラクターの
「雪ごろう」とおばね特産隊「ごっ
花笠高原スキー場 尾花沢市商工観光
尾花沢市 つぉ3」がスキー場に遊びに来ます。 （尾花沢市大字鶴 課☎0237-22-1111
㈹
今年最後の運試し「雪中宝探し」のほ 子858）
か、写真撮影も行います！

初日の出スノー
シューハイク

1/1（日）

川西町

西洋かんじき、いわゆる「スノー
シュー」を履いて浴浴センターまどか
高戸屋山
を出発し、高戸山の頂上から初日の出
を眺める雪上ハイキングです。

川西町観光協会
☎0238-54-1515
☎090-3360-1688

1月上旬～2月下
雪国ワンダーランド 旬（金土日祝の 新庄市
み）

新庄駅東口から徒歩3分の会場で雪国
ならではのアトラクションを楽しむこ
とができます。スノーモービルや迫力 新庄駅東口すぐそ 新庄市商工観光
満点のバナナボート、雪の滑り台など ば「かむてん公園 課
雪国体験満載です！
内」特設会場
☎0233-22-2111
スケジュール：13時～15時（要予約）
料金：一人2,500円（予定）

新春に餅つきや雪遊
1/7（土）
びを楽しもう！

臼での餅つきやナシダンゴづくりなど
正月の慣わしを体験しよう！雪遊びで
は、雪上カルタやモービルチューブ引 遊学の森
き体験などで寒い冬を吹き飛ばそう！ こもれび館
（入浴券付）料金は、大人1500円、子
ども1000円です。

どんでん平スノー
パーク OPEN

1/7（土）～
2/26（日）まで
飯豊町
の毎週土・日・
祝

花笠高原スキー場子
1/15（日）
供の日

神室雪まつり

金山町

1/15（日）

飯 豊 町 は 東 北 で も 有数 の 豪 雪地 帯。
「この雪を使って遊んじゃおう！」と
いうのがどんでん平スノーパーク。巨
大滑り台やスノーモービル乗車体験、
バナナボートなどお子さまから大人ま
で無邪気なこどもに変身しよう！

遊学の森
☎0233-64-3305

どんでん平スノー
パーク（どんでん 飯豊町観光協会
平ゆり園前駐車 ☎0238-86-2411
場）

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

純白のパウダースノーに覆われた神室
スキー場で、音楽イベントや大抽選会
を行います。餅のふるまいほか、夜に 神室スキー場
は打ち上げ花火が雪面を彩り、幻想的
な美しさです。

山形市

①樹氷原探索コースと②中央高原霧氷
蔵王温泉スキー場 イ山麓駅
原探索コースの2コースがあります。
☎023-694-9518
①樹氷原②中央高 ②蔵王中央ロープ
蔵王山岳インストラクターが案内しま
原霧氷原
ウェイ
す。（2日前の16時まで要予約。）

グリーンバレー神
室管理センター
☎0233-52-2240

①蔵王ロープウェ

かんじきトレッキン 1/21（土）～
グ
3/21（火）

☎023-694-9168

蔵王中央ロープ

蔵王中央高原かんじ 1/21（土）～
きスノーハイク
3/21（火）

山形市

個人で、自由に自分のペースでのんび
ウェイ
りと雪原をハイクできます。蔵王の自 蔵王温泉スキー場 ☎023-694-9168
蔵王スカイケーブ
然を満喫してください。かんじきはレ （中央高原）
ル
ンタルしています。
☎023-694-9420

たらのきだいスキー
1/21（土）
場ファン感謝デー

鶴岡市

終日リフト無料、甘酒サービスがあり 櫛引たらのきだい たらのきだいス
キー場
ます。
スキー場
☎0235-57-5470
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第15回雪ん子目ん玉
1/29（日）
まつり

酒田市

雪国でなければ体験できないことを楽
しく体験するイベントです。スキー＆
ス ノ ー ボ ー ド 大 会 をは じ め 、バ ナナ
ボート体験やスノーフラッグ大会、雪
平田スキー場
上ビーチバレーボール大会など楽しい
イベントが満載で、大人も子どもも皆
で冬の遊びを満喫できる内容となって
います。
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平田Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター
☎0234-52-3284

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

