平 成 ２ ９ 年 ３ 月 １ 日
商 工 労 働 観 光 部

3月～4月イベントカレンダー
●観光キャンペーン

「山形日和。」花回 3/1（水）～
廊キャンペーン
7/9（日）

これまで置賜地域を中心に10年間実施してきた「やまがた花回廊キャンペーン」を全県
に拡大し、新たに「山形日和。」花回廊キャンペーンとして開催します。歴史と伝統の
「雛まつり」、桜・アヤメ・バラ・ツツジ・紅花などの旬の花巡り、ブナや巨木の新
緑、といった様々なテーマを設定してキャンペーンを展開します。期間中は、咲き競う
花々をメインに季節の行事や美しい自然を織り交ぜ、県内各地で華やかなお祭りや楽し
いイベントを開催します。早春から初夏にかけての山形を感じに、ぜひお出かけくださ
い。
詳しくは、「やまがたへの旅」ホームページ（https://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。
12/1（木）～
SPECIAL 冬のごほう
3/31（金）
び」

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

日

程

要

場

所

問合わせ

遊佐町

山形市

時代雛から近代的なお雛様やつり雛を
展示している施設をめぐりながらの街
山形市都市振興公社
歩きも人気です。体験イベントや、プ 山形市中心市街地 ☎023-631-0831
レゼントが当たるスタンプラリーも楽
しめます。

3/1（水）～
5/7（日）

酒田市

庄内のあちこちから寄贈された雛人形
が、約600体飾られています。江戸時代
末期から戦後にかけて作られた、昔な 旧阿部家
がらの土人形が奥座敷に並び、春のひ
なまつりの時期を華やかに彩ります。

3/3（金）～
5/7（日）

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河
江市には、江戸時代からの絢爛豪華な
雛が残っています。「料亭慈恩寺陣
屋」では、古今雛を中心に享保から現
代ま での 逸品 400体 以上 が鑑 賞で きま
寒河江市
す。他に、五月人形や博多人形等もご
覧いただけます。また、「古澤酒造」
では古い造り酒屋で紅花商人でもあっ
た古澤家の雛等が展示され、利き酒も
楽しめます。

城下町やまがた雛ま 2/17（金)～
つり
3/20（月）

寒河江雛まつり

概

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 旧青山本邸
うぞ、「庄内雛街道」をお楽しみくだ
さい。

旧青山本邸ひなまつ 2/14(火)～
り
4/2(日)

旧阿部家ひなまつり

市町村

3/3（金）～
4/30（日）
かみのやまの雛祭り ※各施設により 上山市
開催日は異なり
ます。

上山市は古くからの城下町で、御殿
雛、享保雛などの由緒あるお雛様がご
覧いただけます。3月18日（土）～3月
26 日 （ 日 ） は 、 武 家 屋 敷 「 旧 曽 我 部
家」と古民家「楢下宿 山田屋」で、
地元ボランティアの方がお客様に湯茶
接待のおもてなしを行います。少し早
い上山の春を「雛めぐり」をしながら
お楽しみください。
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旧青山本邸
☎0234-75-3145

旧阿部家
☎0234-54-2776

第1会場・料亭慈
恩寺陣屋（大人
600円）第2会場・ 寒河江市さくらんぼ
観光課
古澤酒造資料館
☎0237-86-2111
（入場無料・試飲
コーナー有）

上山城、蟹仙洞、
武家屋敷（旧曽我
部家）、楢下宿
（山田屋）

上山市観光課
☎023-672-1111
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

柏倉九左ェ門家ひな 3/3（金）～
まつり2017
3/26（日）

六十里越街道 雪祭
3/3（金）～
り 月山志津温泉
3/5（日）
雪旅籠の灯り

中山町

江戸時代から明治時代に集められた古
今雛や享保雛が、県指定文化財である
柏倉九左ェ門家に展示されます。週末 柏倉九左ェ門家
には雅楽の演奏や朗読会などのイベン
トも開催予定です。

西川町

月山志津温泉は、江戸時代、出羽三山
に向かう六十里越街道の宿場町でし
た。四百年の時を経て当時の街並みを
再現した「雪旅籠」にロウソクのあか
りが灯されます。また、内部をLEDで装 西川町月山志津温 月山朝日観光協会
☎0237-74-4119
飾し、幻想的な雰囲気を体験できるア 泉街
イスバーでホットワイン等を味わうこ
ともできます。温泉街に突如として現
れる幻想的な雪の世界をお楽しみ下さ
い。

3/4（土）
あゆ茶屋そばまつり 3/5（日）
白鷹町
10：00～15：00

☎050-5318-6135

白鷹そばの里づくり振興会の皆さん
道の駅白鷹ヤナ公園
が、自分たちの手で栽培したそばを、
道の駅白鷹ヤナ公 あゆ茶屋
自分たちで打って振舞います。甘みが
☎0238-85-5577
園
強く香り高い「でわかおり」ののどご
白鷹町観光協会
あゆ茶屋
しを、そばのおともと併せてお楽しみ
☎0238-86-0086
ください。

上山市 かみのやまの雛祭り
遊佐町 旧青山本邸ひなまつり

あつみ温泉
新酒まつり

第5回
フェス

摩耶山

3/4（土）

3/5（日）
かみのやま桜
10:00～16:00

灯々祭2017

3/5（日）

上山市 第5回かみのやま桜フェス

鶴岡市

摩耶山系の水が流れる温海地域越沢地
区で栽培された「はえぬき」100パーセ あつみ温泉
ントのお酒「摩耶山」を地元の美味し 広場
い物と楽しむイベントです。

上山市

冬に咲く桜、「啓翁桜」は上山の名産
です。一足早い春をお届けすべく、県
内の花農家や生花店などからつくるパ
フォ ーマ ンス ユニ ット 「花 集団 floＲ
e: 」 が 魅 せ ま す 。 県 内 外 か ら 多 く の
ブース出店者が集い、フラワーパ
フォーマンスや生花販売、ワーク
ショップなどを行います。

最上町

「雪を愉しむイベント」としてスター
トした灯々祭。雪で作った約1,000個の
ランタンがやさしく灯り、この時期に
しか見られない幻想的な風景を作り出
します。ランタン制作から点灯まで参 最上町 愛宕山
加すれば、“見るだけ”とはまた違っ
た達成感と感動を味わうことができま
す。静けさの中にあたたかく、やさし
く灯るランタンは必見です。

灯々祭実行委員会
☎0233-43-2233
【当日】
☎090-4882-2173(代
表：菊池)

市民プラザで主に学習活動を行ってい
るサークル50団体が一挙にその成果を
発表します。踊りや歌、ダンス、太極
拳などのステージ発表や、絵画、お
新庄市民プラザ
花、羊毛作品、書などの作品展示、お
茶会や軽食コーナーなどもあります。
パステル画体験、ヨガ体験も実施！
（要予約）

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

【展示部門】
3/8（水）～
3/12（日）
第12回市民プラザま 9時～17時
新庄市
つり
【発表部門・そ
の他部門】
3/12（日）10時
～16時

2 ページ

朝市 あつみ観光協会
☎0235-43-3547

武家屋敷（三輪
家・旧曽我部
上山市観光課
家）、長屋門ギャ ☎023-672-1111
ラリーほか

スノーフェスタ
2017IN長根山

2017スノーライド
フェスティバル

小玉川雪まつり

3/11(土)

3/11（土）～
3/12（日）

3/11(土)
3/12(日)

スノーチューブやスノーモビル乗車体
験（バナナボート・ラフティングボー
尾花沢総合スポーツ
ド）のほか、雪積み合戦や餅ふるまい 尾花沢市総合球場 クラブ（尾花沢市体
尾花沢市
育館）
（先着100食限定）など楽しいイベント 周辺
☎0237-24-0188
が盛り沢山です。参加料は、小学生以
上 当日500円（前売り400円）です。

金山町

スノーライドフェス
金山町
ティバル事務局
神室スキー場のゲレンデをバイクが走
グリーンバレー神 メールアドレス：
るありえないイベントです！必見！
kumuro_fesuta@yaho
室スキー場
o.co.jp

小国町

1日目はスノートレッキング＆地域体験
ツアー。夜は山形県名物の芋煮が振る
舞われます。2日目は巨 大迷 路を はじ
め、エアーボードやスノーモービルな
どこの季節しか楽しめないアトラク
ションを体験できます。子どもたちの
にぎやかな声がアトラクションから響
き渡り、寒さも忘れてはしゃいでいる
小玉川地区自然教育
風景は雪の白さにも負けない眩しい思
圏整備促進協議会事
旧小玉川小中学校 務局
い出になるでしょう。
☎0238-64-2008
集合AM10:00、解散 翌日15:000
定員：30名
参加費：1泊2日 大人13,000円
高校生以下11,000円
持ち物：保温防水ウエア上下、帽子、
手袋、タオル、長靴
※かんじきは無料レンタルできます。
申込期限：3月6日（月）

最上町 灯々祭2017

村山市 段々ロングな雛祭り
大石田町 大石田ひなまつり
ホ ー ル を 囲 む よ う に 設 置 し た 長 さ 50
メートルの雛壇に、昭和から平成の雛
人形およそ6,000体をズラリと展示。屋
内で大迫力の雛壇をご覧いただけま
す。市内の保育園児たちのかわいらし 甑葉プラザ
い手作り雛も力作揃いです。入場無料
です。3/17（金）～3/20（月祝）は会
場前の広場にて、さまざまな露店が並
ぶ「ひな市」も開催します。

段々ロングな雛まつ 3/16（木）～
り
3/20（月）

村山市

3/19（日）
寒河江市音楽祭
13:30開場
『春を呼ぶコンサー
14:00開演
ト』

市内の音楽団体が集まってのコンサー
トです。マーチング・合唱と吹奏楽の
寒河江市 ステージです。
市民文化会館
【チケット販売】 500円（中学生以下
無料）

春日神社祈年祭（黒
3/23（木）
川能）

鶴岡市

重要無形民俗文化財黒川能が奉仕され
春日神社
る。
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村山市商工観光課
☎0237-55-2111

寒河江市文化セン
ター
☎0237-86-5111

黒川能の里王祇会館
☎0235-57-5310

大江のひなまつり

大石田ひなまつり

最上川の舟運文化によってもたらされ
た時代雛を、趣きのある建物の中で堪 大江町内5会場
能することができます。

大江のひなまつり実
行委員会
☎0237-62-2139

3/25（土）～
3/29（水）

大江町

4/1(土)
4/2(日)

山形県の内陸にある大石田町は、かつ
て最上川舟運最大の舟着場でした。江
戸期になると、西廻り航路の整備によ
り、上方との文物の交流が活発になり
ます。大石田からは近隣から集められ
た米や紅花が運ばれ、そしてその返り 大石田町本町通り 大石田ひなまつり実
大石田町 の舟で京都、大阪から優美なおひなさ 他自宅展示15軒ほ 行委員会
☎0237-35-2111
まがもたらされました。この「享保 ど
雛」や「古今雛」は大切に大切に守り
継がれ、現在に至ります。各家庭に飾
りつけられた「おひなさま」をみてま
わるという「おひなみ」という形式が
大石田ひなまつりです。

河北町

紅花交易による当時の繁栄ぶりを物語
るのが、いまも町内の旧家に残る雛人
形の数々。享保雛、次郎左衛門雛、古
今 雛 、 御 所 人 形 な ど そ れ ぞ れ の 家 で ひな市通り周辺、 谷地ひなまつり実行
委員会
代々受け継がれてきた格調高い時代雛 紅花資料館
☎0237-72-3787
が、ひな市通りを中心に一般公開され
ます。また、期間中は秋葉神社におい
て「ひな供養」の神事も行われます。

湯田川温泉
梅林公園梅まつり

4/9（日）予定 鶴岡市

温泉街を見下ろすように名勝・金峯山
の山懐に約300本の紅梅・白梅が咲き誇
湯田川温泉梅林公 湯田川温泉観光協会
る湯田川温泉梅林公園。梅の見頃に合
☎0235-35-4111
園
わせ、各旅館の女将さん衆による野点
などが行われます。

さがえ春花物語
桜まつり

桜の見頃に合わせて「桜まつり」を行
います。園内には、さくらの丘や野球
場周辺など桜の名所が多く、日本三大
桜の２世桜もあり、多くの花見客で賑
わいます。鮮やかに咲き乱れる約1000 寒河江公園
4月中旬～下旬 寒河江市
本の桜は圧巻。期間中は桜の茶店やラ さくらの丘
イトアップも実施します。
イベントデーには「さくらの丘の写真
館」や「さくらの茶会」なども開かれ
ます。

谷地ひなまつり

赤湯温泉桜まつり

4/2（日）
4/3（月）

4月中旬～5月上
南陽市
旬

寒河江市さくらんぼ
観光課
☎0237-86-2111

「日本さくら名所100選」の地に選出さ
れる烏帽子山公園。ソメイヨシノやエ
南陽市烏帽子山公 桜まつり実行委員会
☎0238-40-2002（南
ドヒガンなどが咲き誇り、夜はライト
園
陽市観光協会内）
アップで幻想的な雰囲気を醸し出しま
す。

4月中旬～下旬
釜の越・薬師さくら （桜の開花状況
白鷹町
まつり
により変更の可
能性有）

県指定の天然記念物「釜ノ越サクラ」
周辺を会場に、さくらまつりを開催し
ます。地元の漬物や銘菓、日本酒、玉
こんにゃくなど美味しいものがたくさ
んあるほか、開花期間中の土日には楽
釜の越農村公園
しいイベントも予定しています。遊歩
道を歩いて樹齢1200年の薬師ザクラも
すぐご覧いただけます。町内各地に点
在する５本の古典桜と併せて白鷹の春
を満喫してください。

釜の越・薬師さくら
まつり実行委員会
☎0238-86-0086

日和山桜まつり

日和山公園の桜約４００本と千石船を
ライトアップするほか、ぼんぼりの設
置による演出を楽しめます。露店の出 日和山公園
店や各種イベントも同時開催されま
す。

酒田市観光振興課
☎0234-26-5759

4月中旬

酒田市
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円仁祭

しゃりん旬菜祭り

お達磨の桜まつり

もがみ桜まつり

4/14（金）

4/16（日）予定 鶴岡市

4月下旬

中山町

中山町須川沿いのお達磨の桜公園で、
山形県天然記念物指定を受けている樹
齢約 750年 のエ ドヒ ガン の開 花に 合わ
せ、お達磨の桜まつりを開催します。 お達磨の桜公園
出店の設置や夜間にはソメイヨシノな
ど30本以上の桜がライトアップされ、
日中とは違う姿を見せてくれます。

最上町

恒例のジョギング大会をはじめ、抽選
会など様々なイベント企画の他、美味
しい食べ物の出店や特産物の販売もあ
もがみ南部商工会
最上町役場駐車場 ☎0233-43-2184
るイベント盛りだくさんのお祭りで
す。同会場にて「もがみ肉牛まつり」
も行います。

鶴岡市

春を感じる可憐な薄紫の花です。面積
温海川地区内
1haを誇るかたくり園です。

出羽街道 路乃茶屋
「キラリ」
☎0235-47-2588

天童市

天童市役所の南側を流れる倉津川の両
岸約1.4kmに枝垂桜が咲き誇ります。夜
（開花期間中）には720ｍにわたってラ
イトアップを行います。当日はライト 倉津川沿い
に照らされた桜並木を歩く「むかさり
行列」等のイベントが幻想的な雰囲気
を演出します。

天童桜まつり実行委
員会（天童市観光物
産協会内）
☎023-653-1680

鶴岡市

桜が見ごろな時期に松ヶ岡開墾場内に
松ヶ岡桜まつり実行
おいて、クラフト3ｄay's、手仕事展、 国指定史跡松ヶ岡 委員会（事務局：
松ヶ岡産業）
オーガニックマルシェin松ヶ岡その他 開墾場周辺
☎0235-64-1331
様々な催しを開催します。

天童市

天童の春を彩る「人間将棋」は、昭和
31年から行われている一大イベントで
す。約2,000本の桜が咲き誇る舞鶴山を
舞鶴山山頂
舞台に、甲冑や着物姿に身を包んだ武
者や腰元たちが将棋の駒となり対局を
行います。

高畠町

初開催。高畠駅近くの高畠町立第四中
学校跡地グラウンドでの花見イベント
です。中学校の土手の桜を眺めなが
ら、有名タレントのステージやキャラ
クターショーをご覧いただいたり、全
国の有名なお団子を集めた「だんご横 高畠町立第四中学 高畠町役場
産業経済課
丁」、たかはたの美味しいものを集め 校跡地グラウンド ☎0238-52-4482
た「たかはた横丁」、全国の有名フェ
スなどに出店しているお店が集まる
「全国うんまいもの横丁」などのグル
メを楽しんでいただけます。高畠町ゆ
るきゃらたかっき・はたっきも登場。

庄内町

桜の名所・楯山公園で、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ
大会、カラオケ大会、鰊あぶり、豚あ
ぶり（大人気！）等が行われます。4/8
庄内町楯山公園
～5/7期間中、夜10時までぼんぼり点灯
や桜を彩るイルミネーションで夜桜を
鑑賞できます。

4月下旬予定

4/21（金）
4/22（土）

4/21(金)～
松ヶ岡桜まつり2017 4/23（日）

第62回天童桜まつり 4/22（土）
人間将棋
4/23（日）

たかはた咲食楽フェ
4/22（土）
スティバル

楯山公園桜まつり

山寺観光協会
☎023-695-2816

旬の山菜を中心に春の地元の農産物を 道の駅「あつみ」 道の駅「あつみ」
しゃりん
直売。
しゃりん
☎0235-44-3211

キラリかたくりまつ
4月下旬
り

しだれ桜まつり

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 山寺宝珠山境内
開催されます。

4/22（土）
4/23（日）
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中山町観光協会
☎023-662-2114

天童桜まつり実行委
員会（天童市観光物
産協会内）
☎023-653-1680

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

米沢上杉まつり

新庄カド焼きまつり

4/29（土）～
5/3（水）

4/29（土）～
5/5（金）

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 ： 開 幕 祭 （ 民 踊 流 し 11:00 ～
13:00 、 ス テ ー ジ イ ベ ン ト 9:30 ～
17:00）
5/2：武てい式18:30～
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。
伝国の杜周辺・松 米沢上杉まつり実行
委員会
5/3：上杉行列、川中島合戦
川河川敷ほか
☎0238-22-9607
上杉行列（御輿渡御9：30～、上杉軍団
行列10：40～）
総勢千数百人の絢爛豪華な甲冑行列が
市内を練り歩きます。
川中島合戦14:00～
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。約
800名もの甲冑武者が入り乱れての戦闘
シーンは迫力満点です。

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。濠
端の約300本の見頃の桜とともに春の訪
新庄観光協会
れを祝います。炭火で焼いた大型のカ 最上公園特設会場 ☎0233-22-2340
ドは脂が乗って食べごたえ十分です。
カド美食大会や歌謡ショーも開催され
ます。

最上町 もがみ桜まつり

天童市 しだれ桜まつり

天童市 第62回天童桜まつり 人間将棋

●イベント
イベント名
蔵王温泉スキー場
じゅっきースノー
パーク

日

程

シーズン中

市町村

山形市

12月～3月の毎
西川・月山スノー
週末
シューパークプログ （詳細は右記ア 西川町
ラム
ドレスを参照し
てください。）

概

要

場

所

問合わせ

蔵王温泉観光協会
蔵王温泉のゆるキャラ「じゅっきーく
ん」がプロデュースしたキッズスペー 蔵王温泉スキー場 ☎023-694-9328
蔵王ロープウェイ山
スを新設します。家族みんなで気軽に 大森ゲレンデ
麓駅
雪遊びを楽しもう！
☎023-694-9518

町全体をスノーシューパークとして楽
しむことが可能です。毎週様々な内
容、フィールドでプログラムを開催し
西川町内各所
ています。詳細はこちらからをスノー
シューバナークリック！
http://www.gassan-info.com/

NPO法人エコプロ
☎0237-75-2780
月山朝日ガイド協会
☎0237-74-5130
弓張平公園パークプ
ラザ
☎0237-75-2040

蔵王樹氷まつり2017

12/23（金）～
山形市
3/5（日）

世界に誇る蔵王の樹氷。「冬の
HANABI 」 や 「 1000 人 の 松 明 滑 走 」 、
「冬の働く車大集合」、パワースポッ
蔵王樹氷まつり協議
ト を 巡 る 「 冬 の 開 運 回 遊 」 な ど に 加 蔵王温泉スキー場 会
☎023-647-2266
え、新たなイベントも準備中。蔵王温
泉スキー場を充分にお楽しみくださ
い。

樹氷ライトアップ

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。
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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
蔵王ロープウェイ山
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 麓駅
☎023-694-9518
近で体験できます。途中降車して、そ 原付近
※事前予約が必要で
びえたつ樹氷の大きさ実感できる注目
す。
のツアーです。(要申込）

「蔵王樹氷まつり
2017」
12/23（金）～
山形市
蔵王に来てます！！ 3/5（日）まで
フォトテーリング

広大な蔵王温泉スキー場にある撮影ス
ポットを＃ＺＡＯを付けてＳＮＳに
蔵王温泉観光協会
蔵王温泉スキー場 ☎023-694-9328
アップ。アップした方に抽選で賞品を
プレゼントします。

「蔵王樹氷まつり
2017」
冬の開運回遊

蔵王温泉スキー場ゲレンデにあるパ
蔵王地蔵尊・蔵王
ワースポット（蔵王地蔵尊・蔵王大権
蔵王温泉観光協会
大権現・蔵王大黒 ☎023-694-9328
現・蔵王大黒天）を巡って開運！ さ
天
らに抽選で賞品をプレゼントします。

12/23（金）～
山形市
3/5（日）まで

東根市 東根のひな飾り（梅ヶ枝清水）

月山キャットツアー

瀬見温泉
お楽しみ抽選会

東根市 東根のひな飾り（野守の宿）

東根市 2017利き酒選手権「酒Battle」

1月上旬～4月上
西川町
旬

雪が多すぎて冬季閉鎖される月山ス
キー場までのルートを、スノーキャッ
LLP.SOMERU
ト（雪上車）でご案内します。
月山志津温泉～姥 ☎0237-75-2211
標高1,200mから一気に滑り降りるバッ
（月山志津温泉清水
沢地区
クカントリースキーやスノーボード、
屋旅館内）
ブナ原生林の間を歩くスノーシューな
ど、冬の月山を体感してください。

1/4(水)～
3/31(金)

最上町

瀬見温泉恒例の楽しくておトクな特別
企画です。美味しい料理と温泉を満喫
したあとは、さらに抽選会でステキな
瀬見温泉
賞品もプレゼントします。【協賛旅
館
館】ゆめみの宿 観松館・湯元 喜至
楼・旅館 小川屋・旅館 ほてい屋・エ
ビス屋旅館・四季の宿 まごろく

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

米沢市

温泉街に大人6人が入れる巨大なかまく
らが立ち並びます。中にはテーブルと
いす、メニューがあり、近隣のお店に
電話をすると、かまくらまでラーメン
の出前をしてくれます。今年は啓扇桜 小野川温泉
を飾り、出前メニューに地酒セットも
用意し、日本一早いお花見もしていた
だけます。（1月中旬から2月中旬ま
で）

小野川温泉旅館組合
☎0238-32-2740

鶴岡市

チットモッシェのオリジナルコースや2
次会用スナックプランが付いたりとあ あつみ温泉地内
つみ温泉をお得に楽しむ企画です。

一般社団法人まちづ
くりチームＹＵＫＡ
Ｉ（チットモッシェ
内）
☎0235-43-4390

紅花文化とおひなさ 1/12（木）～
ま展
4/10（月）

小野川温泉かまくら 1/15(日）～
村
3/12(日)予定

あつみ温泉コラボ企
1/15（日）～
画「泊まらＮｉｇｈ
4/15（土）
ｔ2017」
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協賛旅 瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

初心者のためのト
レッキング講習会

1/20（金）
2/18（土）
3/4（土）

酒田市

日本山岳ガイド協会公認ガイドによる
全3回の講座及びトレッキング・軽登山
の実技指導を実施します。
鳥海高原家族旅行 酒田市八幡総合支所
建設産業課
第1回 座学・かんじきトレッキング
村周辺・鳥海山荘 ☎0234-64-3115
第2回 座学・雪洞づくり
第3回 雪山トレッキング（鳳来山）

山形市

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

①蔵王ロープウェイ

かんじきトレッキン 1/21（土）～
グ
3/21（火）

☎023-694-9168

蔵王中央高原かんじ 1/21（土）～
きスノーハイク
3/21（火）

東根のひな飾り
（梅ヶ枝清水）

1/21（土）～
4/3（月）

名刀月山剣展

1/28（土）～
3/31（金）

雛飾り

2/9（木）～
3/7（火）

平成29年天童雛飾り

おひなさま展

2/10（金）～
3/26（日）

2/11（土）～
3/28（火）

2/17（金）～
八幡さまのひな飾り
4/9（日）

東根のひな飾り
（野守の宿）

やまのべ雛人形展

2/18（土）～
4/3（月）

2/19（日）～
3/26（日）

山形市

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

東根市

由緒ある旧家を利用した郷土料理
「梅ヶ枝清水」。艶やかな雛人形をご 郷土料理
覧いただきながら、手作りの郷土料理 梅ヶ枝清水
をお楽しみいただけます。

河北町

（一社）河北町観光
出羽神社、谷地八幡宮所蔵の貴重な刀
河北町紅花資料館 協会
剣を展示します。
☎0237-72-3787

舟形町

雛祭りの時期に合わせて、舟形若あゆ
温泉ロビーに新旧の雛人形を展示いた 舟形若あゆ温泉
します。時間：8時30分～20時30分

舟形若あゆ温泉
☎0233-32-3655

天童市

今年も「天童雛飾り」の季節がやって
参りました。豪華な衣装を身にまとっ
た古今雛達。天童に古きよき時代の春
市内各展示施設
物語が繰り広げられます。雛人形を見
ながら春の散策をどうぞお楽しみくだ
さい。

天童市商工観光課
☎023-654-1111

村山市

旧家に伝わる享保雛や古今雛などのお
雛さまや、庶民が愛した土雛を展示し
ます。江戸時代から続く女性の健やか 最上徳内記念館
な成長への願い、雛人形と土人形の愛
らしさをご覧ください。

最上徳内記念館
☎0237-55-3003

寒河江八幡宮参集殿において、多種多
寒河江市 様 な お 雛 様 が 展 示 さ れ ま す 。 入 場 無 寒河江八幡宮
料。

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200
梅ヶ枝清水
☎0237-42-0589

寒河江八幡宮
☎0237-86-6258

東根市

漬物屋「壽屋寿香蔵」の蔵座敷「野守
の宿」。江戸時代の亨保雛（神町の武
田家）をはじめとしたお雛様が、穏や ㈲壽屋寿香蔵
かな表情を見せてくれます。また、和 野守の宿
布を利用した創作小物教室を開催しま
す（要予約）。

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200
壽屋寿香蔵
☎0237-42-0173

山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の
時代雛を、そのお雛様がつくられた時
代の飾り方や小道具一つひとつにこだ
ふるさと資料館
わりながら、村山地方らしい飾り方で
展示しています。紅花と雛の関係につ
いての解説をお楽しみください。

雛飾り実行委員会
☎023-664-5033
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新庄市

国内最大級の享保雛をはじめ、新庄藩
所縁の雛人形や道具類など約1500点を
展示します。開館時間：9時～16時30分
新庄ふるさと歴史 新庄ふるさと歴史セ
ンター
（入館は16時まで）火曜日休館。入館
センター
☎0233-22-2188
料：大人300円、高校生100円、小・中
学 生 50 円 ※ 常 設 展 も ご 覧 い た だ け ま
す。

村山市

旧家に残されていた江戸時代後期の雛
人形や、明治時代の古今雛を、庄内地 最上川美術館（真 最上川美術館
☎0237-52-3195
方で作られる精巧で色とりどりのかわ 下慶治記念館）
いらしい雛菓子とともに展示します。

新庄市

国内最大級の享保雛をはじめ、新庄藩
所縁の雛人形や道具類など約1500点を
展示します。
開館時間：9時～16時30分（入館は16時 新庄ふるさと歴史 新庄ふるさと歴史セ
ンター
まで）火曜日休館
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
※常設展もご覧いただけます。

山形市

先着100名様にお茶を振る舞います（無
料）。山寺門前町にもお雛様が展示さ 山寺芭蕉記念館
れます。

村山市

家族の健康や幸せへの願いを込めて、
「ばら・傘福クラブ」の皆さんがひと
つひとつ手作りしました。小さな飾り
楯岡地域市民セン 楯岡地域市民セン
ター
雛は4,000体を超え、いっぱいに広がる
ター
☎0237-55-7477
つるし飾りとなりました。圧巻のつる
し飾り展をごゆっくりご覧ください。
見学料は無料です。

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
荘内神社宝物殿や 鶴岡雛祭り実行委員
します。雛菓子づくりなど各種体験イ
致道博物館など、 会（荘内神社内）
ベントも開催されます。着物でご来場
☎0235-22-8100
市内各所
の方は入場料が半額になりますのでぜ
ひお越しください。

鶴岡市

旅館・商店などでひな人形・姉さま人
形 な ど を 展 示 し ま す 。 見 学 は 無 料 で あつみ温泉地内
す。

酒田雛街道
3/1（水）～
～湊・酒田雛めぐり
4/3（月）
～

酒田市

酒田の早春の楽しみ「雛めぐり」。市
酒田雛街道実行委員
内の主要観光施設や商店街などで、江
戸時代初期からの雛人形や素朴な味わ 酒田市内各観光施 会事務局
（一社）酒田観光物
いのある鵜渡川原人形、子どもの成長 設、商店街
産協会
や幸せを願って作られた傘福などが楽
☎0234-24-2233
しめます。

3/2（木）～
尾花沢のおひなさま
4/4（火）

芭蕉、清風歴史資 芭蕉、清風歴史資料
尾花沢に代々伝わる「お 雛さ ま( 古今
尾花沢市
料館(尾花沢市中 館
雛･享保雛･押し絵雛)」を展示します。
☎0237-22-0104
町5番36号)

新庄のひなまつり展

お雛様展

新庄のひなまつり展

2/25（土）～
4/3（月）

2/24（金）～
4/11（火）

2/25（土）～
4/3（月）

2/26（日）
雛のみち・風流茶会 3/5（日）
各日13：00～

雛のつるし飾り展

鶴岡雛物語

3/1（水）～
3/31（金）

3/1（水）～
4/3（月）

3/1（水）～
湯のまち人形めぐり
4/3（月）

「蔵王樹氷まつり２
3/4（土）
０１７」
19：30～
冬のＨＡＮＡＢＩ

山形市

山寺観光協会
☎023-695-2816

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

山形市観光協会
ナイタースキーとともに、ゲレンデの
蔵王温泉スキー場 ☎023-647-2266
澄んだ夜空に広がる冬の花火をお楽し
蔵王温泉観光協会
竜山ゲレンデ
みください。
☎023-694-9328
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蔵王温泉スキー場
ゲレンデサービス

2017利き酒選手権
「酒Battle」

第22回雪の学校

①3/4（土）
3/5（日）
②シーズン中
③3/12（日）
3/26（日）

3/4（土）

3/4（土）
3/5（日）

山形市

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玉こんサービスデイ：各会場11:00～
先着100名に熱々の玉こんにゃくを振舞
います。

東根市

「蔵参観2017」のサイドイベントとし
て開催される対戦型・利き酒選手権！
いにしえの歌人「六歌仙」の称号をか ㈱六歌仙
けた熱き戦いにぜひ、挑戦してみてく 特設会場
ださい。（事前に東根市観光物産協会
にてお申し込みください。）

小国町

地元マタギの案内で残雪の森の中で
フィールドワークをします。森に生き
る動物たちの足跡を見つけたり、ブナ
林の探検などワクワクドキドキの楽し
い学校です。オプション（別途料金）
としてスノーモービル、メープルサッ
プ採取、うさぎ追い等の体験ができま 白い森交流セン
す。
ターりふれ周辺
集合 PM12:45、解散 翌日AM11:30
定員：50名
参加費：大人15,000円
中高生10,000円
小学生以下7,000円
宿泊先：白い森交流センターりふれ

蔵王温泉スキー場
③上の台・パラダ
蔵王温泉観光協会
イ ス ・ 中 森 ・ 横 ☎023-694-9328
倉・大森・黒姫の
各ゲレンデ

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200

雪の学校実行委員会
事務局（小国町観光
協会）
☎0238-62-2416

大蔵村 第21回
おおくら雪ものが
たり

川西町 玉庭ひなめぐり

東根市 東根のひな飾り（東の杜資料館）

スキー場ならでは、冬ならではの働く
山形市観光協会
車（圧雪車・スノーモービル等）が集 蔵王温泉スキー場 ☎023-647-2266
蔵王温泉観光協会
合します。当日は、子供 1日 リフ ト券 上の台ｹﾞﾚﾝﾃﾞ
☎023-694-9328
2,500円が無料になります。

「蔵王樹氷まつり
2017」
3/5（日）
冬の働く車大集合！

山形市

第37回花笠ラングラ
3/5（日）
ウフ大会

「健康で歩くスキーを楽しみたい！」
花笠ラングラウフ大
「雪景色を堪能したい！」という方に
尾花沢市運動公園 会事務局(尾花沢市
教育委員会 社会教
尾花沢市 おススメです。競技ではありませんの
周辺
育課内)
で、自分のペースで楽しめます。申込
☎0237-22-1111㈹
みの締め切りは2/10（金）です。

朝日町雪山トレッキ
3/5（日）
ング(予定)

ブナ林を抜けて、朝日連峰の大パノラ
雪まつり実行委員会
マを見に行こう！朝日山岳会員のガイ Ａｓａｈｉ自然観 朝日町役場総合産業
課
ドとともに春の雪山を満喫できます。 集合
☎0237-67-2113
※要予約 参加料1,000円

朝日町
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第76回秋山スキー大
3/5（日）
会

町、教委、山形県スキー連盟主催によ
るクロスカントリー競技大会で、山形
秋山クロスカント 真室川町教育委員会
教育課
真室川町 県 ス キ ー 連 盟 公 認 記 録 会 を 兼 ね た 大
リーコース
☎0233-62-2111
会。冬季五輪の青木富美子や高橋涼子
を輩出している。

鮭川村

残雪の米地区太平山をトレッキングし
ます。トレッキング後は、羽沢温泉で 羽沢温泉駐車場集 さけがわ友遊Ｃ’Ｌ
ｏｖｅ
食事と温泉も楽しめます。
合
☎0233-55-3051
参加費3,000円 2/24申込締切

米沢市

米沢の西に聳える斜平山のかた雪の中
トレッキング（方言でカンカン渡り）
愛宕コミュニティ 山形新聞米沢南専売
します。市内はもちろん、栗子、吾
センター～地蔵園 所
妻、飯豊、朝日、蔵王などの山々を一
☎0238-21-4545
～山頂～地蔵園
望でき、まんさくの花やふきのとうの
春の息吹も楽しめます。

酒田市

山形県指定無形民俗文化財「黒森歌舞
伎」の正月公演(2/15・2/17)と同じ演
目を酒田市民会館で上演します。
【開場】11：30【開演】12：00
【内容】少年太鼓「四季 黒森」「風」
酒田市民会館「希 酒田市教育委員会社
会教育文化課
「いろどり」
望ホール」
☎0234-24-2994
少年歌舞伎「菅原伝授手習鑑」より吉
田社頭車引きの場
本狂言「絵本太功記」より本能寺の
場・尼ヶ崎閑居の場
【料金】前売り券500円 当日券700円

山形市

春休み期間だけのご家族様限定、宿泊
とリフト１日券のお得なセットです。
蔵王温泉観光協会
蔵王温泉スキー場 ☎023-694-9328
詳しくは、蔵王温泉観光協会へお問い
合わせください。

酒田市

地区の住民が長さ6尺程度の太めの綱を
持ち寄り、つなぎ合わせて数珠に見た
てて全員で輪になります。「ナムアミ
貴船神社
ダブツ」を唱えながら綱を回し、床に
叩きつけたり首にかけあったりして、
健康と豊作を願います。

ホワイトデーウィー 3/11（土）～
ク
3/17（金）

金山町

神室スキー場来場者に、チョコレート
をプレゼントします。たくさん準備し グリーンバレー神 神室スキー場
☎0233-52-2240
ていますが、なくなり次第終了ですの 室スキー場
でお早めに！

3/12（日）
病送り（やんまいお
受付9:00～
くり）
出発10:00～

無病息災の願を込め、のぼりを先頭に
団子木や鬼の絵を持ち、太鼓、笛の音
にあわせ村を練り歩き疫病神を川に流
寒河江市 す、幸生地区に伝わる伝統行事です。 市内
一般参加も可、500円(だんご木代とし
て)。終了後、ふれあい友遊館で甘酒と
納豆汁の振る舞いがあります。

雪山トレッキング

3/5（日）

斜平山カンカン渡り 3/5（日）

黒森歌舞伎酒田公演 3/5（日）

蔵王温泉スキー場
3/6（月）～
「春休みファミリー
4/2（日）
パック」

でごぐり百万遍念仏 3/6（月）

東根のひな飾り
（東の杜資料館）

3/18（土）～
3/20（月）

東根市

幸生地区

歴史民俗資料を展示している東の杜資
料館。古今雛をはじめ、地元に伝わる
土人形など、代々受け継がれてきた貴
重な雛人形を、昔懐かしい雰囲気の中
でご覧いただけます。会場内では、そ
ば茶のサービスや、特産品の販売もお 東の杜資料館
こないます。また、今回は、期間中、
お休み処において、ひなカフェをオー
プンします。お雛様を見たあとは、お
いしいコーヒーとあま～いスイーツで
ほっと一息つきませんか？
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平田総合支所建設産
業課
☎0234-52-3915

(一社)寒河江市観光
物産協会
☎0237-86-8866

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200
東の杜資料館
☎0237-43-4902

第21回おおくら雪も
3/18（土）
のがたり

ひな供養

3/19（日）

大蔵村

大蔵村冬の風物詩。冬の花火大会や幻
想雪回廊、巨大雪だるま『おおくら君
23 世 』 の お 目 見 え な ど 、 盛 り だ く さ
ん。甘酒や玉こんにゃくのサービスも 肘折いでゆ館前広 肘折いでゆ館
☎0233-34-6106
実施予定です。また、東北最古の造り 場
酒屋といわれる小屋酒造の新酒が村内
の酒店で振舞われる「新酒祭り」も行
われます。（13日～20日）

村山市

傷んでしまった人形たちに感謝の祈祷
愛宕神社（楯岡晦 晦日町商友会事務局
（有限会社コセキ）
をささげ丁寧に供養する、古くからの
日町）
☎0237-55-5637
行事です。

花笠高原スキー場子
3/19（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料 （尾花沢市大字鶴 ☎0237-28-3939
金が無料になります。
子858）

COOL MONKEY2017

今年もやります!COOL MONKEY!! ワン
メイク（一般男子（オープン･ビギナー
360まで）女子の部、JUNIORの部（ス
ノーボード及びスキー））、スラロー
尾花沢市 ムタイムレース（一般の部、JUNIORの
部）のほか、誰でも参加できるように
スノーフラッグが企画されています。
参加料などの詳細はお問い合わせくだ
さい。

3/19(日)

胎蔵山早春譜ツアー 3/19（日）

竜馬山登山

3/20（月）

3/21（火）～
冬のお釜鑑賞ツアー
4/10（月）

玉庭ひなめぐり

酒田市

山形百名山に選ばれた胎蔵山をスノー
シューを履いてトレッキングします。 胎蔵山
胎蔵ロマン会
下山後は、当日の映像を見ながら豚汁 元田沢社務所集合 ☎0234-54-2766
を食べます。参加費：1,000円

金山町

竜馬山の物語に耳を傾けながら、早春
の竜馬山に和かんじきで登ります。料
金山町・竜馬山
金は800円 （中学生以上 10名まで）
おにぎり、入浴券つき

遊学の森・木もれび
館
☎0233-64-3305

山形市

冬のお釜を見ることができる貴重なツ
アーです。蔵王山岳インストラクター 蔵王お釜周辺
が案内します。（有料）

蔵王ロープウェイ山
麓駅
☎023-694-9518

3/25（土）～
3/26（日）
9:00～15:00
川西町
（受付終了午後
2時）

山形360パノラマVR体
3/26(日)
験ギャラリー

あつみ温泉朝市

4/1（土）～
11/30（木）

まちなか雛めぐり

4/2（日）
4/3（月）

花笠高原スキー場
（尾花沢市山形県 NOON
尾 花 沢 市 鶴 子 ☎0237-24-0356
858）

家宝として代々継承されてきた雛人形
を遊覧することができます。玉庭の各 川西町玉庭地区一 玉 庭 地 区 交 流 セ ン
ター四方山館
家庭の雛人形を見るほか、伝統料理の 帯
☎0238-48-2130
おもてなしもありますよ！

舟形町

舟形町を中心に山形県内の美しい風景
を、VRを通して360度観ることができま
す。この機会にぜひ体験してみてくだ
舟形若あゆ温泉
さい。
時間：11時～16時、参加無料（入浴料
350円）

鶴岡市

期間中毎朝開催（5：30～8：30）。温 あつみ温泉朝市広 あつみ観光協会
☎0235-43-3547
海の特産品、民芸品等の販売。
場

金山町

町内の民家に伝わる京雛・享保雛など
歴史的なお雛様や絵図、錦絵などの家 金山町中心部
宝を一般公開します。
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舟形町役場まちづく
り課
☎0233-32-2111

金山町観光協会
☎0233-52-2111

平塩舞楽

4/3（月）
13:30～

天平時代に始まり、その後幾多の変遷
を経て現在に至っている平塩舞楽は、
絶えて久しい京都舞楽の影響を受けて
寒河江市 いると言われており、山形県無形民俗 平塩熊野神社
文化財指定も受けています。舞楽は毎
年4/3、例大祭の幟はためく熊野神社境
内で行われます。

平塩熊野神社宮司
☎0237-86-0165

出羽富士「鳥海山」を仰ぎ見ながら、
新井田川沿いに花咲く桜並木をお楽し
みください。特別運航期間に限り、予
酒田湊観光企画(有)
約なしでもご乗船いただけます。
山居橋付近乗船場 ☎0234-21-8015
【時間】
1回目10:30/2回目13:20/3回目15:00
【特別料金】大人1,000円/小人500円

特別運航！湊町酒田
4/7（金）～
のお花見屋形船と山
4/23（日）
居倉庫

酒田市

ミスさくらんぼ
コンテスト2017

寒河江市の観光PRやイベントなどで活
躍していただく、ミスさくらんぼ３名 道の駅寒河江チェ 寒河江市さくらんぼ
寒河江市 を選出します。当日は１００人限定の リーランド内「さ 観光課
☎0237-86-2111
一般投票も行います。エントリー締切 くらんぼ会館」
は4/3（月）です。

4/9（日）
14:00～

桜の咲き始め～
散り始め（4月 山形市
中旬～下旬）

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。開花時期の週末には、筝 山形市霞城公園
曲演奏や野点等の風流なイベントも開
催します。

霞城観桜会実行委員
会
☎023-641-1212(観
光物産課内線424)

桜の咲き始め～
馬見ヶ崎さくらライ
散り始め（4月 山形市
ンライトアップ
中旬～下旬）

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 馬見ヶ崎河川敷
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
市観光物産課内)
☎023-641-1212
(内424)

あつみ温泉温海川河
4月中旬
畔桜ライトアップ

鶴岡市

桜の咲いている期間中、毎日ライト
あつみ温泉温海川 あつみ観光協会
アップ。日没から午後11時頃まで。川
☎0235-43-3547
河畔
面にうつる桜は幻想的です。

酒田市

山形百名山に選ばれた経ケ蔵山を、円
能寺口から山頂を目指してトレッキン 経ケ蔵山
新緑の十二滝・経ケ
グ し ま す 。 道 中 は 猿 渡 り や 座 禅 岩 と ひらた生涯学習セ 蔵ツアー実行委員会
☎0234-54-2292
いったスポットや、様々な種類の山野 ンター集合
草を見ることができます。（有料）

霞城観桜会

新緑の十二滝・経ケ
4月中旬
蔵ツアー

鶴岡市 あつみ温泉温海川河畔桜ライトアップ

置賜さくら回廊オー
4/14（金）
プニングイベント

白鷹町

山辺町 県民の森オープニングイベント

長井市・南陽市・白鷹町にかかる置賜
さくら回廊。桜の季節のスタートを飾
る オ ー プ ニ ン グ イ ベ ン ト を 開 催 し ま 殿入りサクラ
す。今年の会場は白鷹町浅立の殿入り
サクラです。
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白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

鶴岡桜まつり
お花見茶会

鼠ヶ関の神輿流し

義経上陸の地
鼠ヶ関を歩こう会

4/15（土）
鶴岡市
4/16（日）予定

ソメ イヨ シノ など 730本 の桜 が咲 き乱
れ、日本さくらの名所100選に選ばれて
鶴岡公園
いる鶴岡公園で、菓子職人が会場で
社境内
作ったできたての和菓子と抹茶をお楽
しみいただけます。

4/15（土）

鶴岡市

鼠ヶ関の弁天島にある厳島神社の祭典
の見どころ。白装束姿の若者が神輿を
鼠ヶ関川
担いで威勢良く川に入り水を掛け合
う。

鼠ヶ関自治会
☎0235-44-2112

鶴岡市

マリンパークねずがせきを基点に、観
光名所を巡りながら、勇壮な神輿流し 鼠ヶ関地内
を見学する。

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

酒田市

桜の時期にあわせて、県内唯一の城郭
建築として現存している松山城大手門
２階を一般開放し、鎧の着付け体験を
松山歴史公園
行います。また、茶道愛好会による呈
茶の振舞いや、ボランティアガイドに
よる城下町歩きを行います。

松山地域観光物産事
業実行委員会（松山
総合支所建設産業課
内）
☎0234-62-2611

川西町

川西出身の作家である井上ひさし氏を
偲ぶ文学忌。22万点に及ぶ蔵書・資料 川 西 町 フ レ ン ド 川西町フレンドリー
プラザ
に囲まれた本町で、多くのファンとと リープラザ
☎0238-46-3311
もに、氏と氏の業績を語り継ぎます。

鶴岡市

期間中の土・日・祝日に開店（10：00
～16：30）。これ以外でも予約があれ
ば開店しますのでご相談ください。し あつみ温泉「遊っ 出羽商工会温海支所
☎0235-43-2411
な織のしおり・ハーブせっけん・ビー たりや」
ズストラップ作り、しな織などの展
示・販売等。

4/15（土）

花の城下町「まつや 4/15（土）
ま」探訪
4/16（日）

第3回
吉里吉里忌

4/16（日）
11時30分
～17時30分

あつみ温泉体験工房 4/18（火）～
「遊ったりや」
11/30（木）

名物朝市

高玉芝居上演

飛鳥神社湯立神楽

内）
☎0235-24-7711

4月下旬～11月
大蔵村
下旬

肘折温泉の朝は、朝市のお母さんたち
とお客さんの明るいやり取りから始ま
ります。春の山菜に始まり、自家製の
肘折温泉街
野菜やきのこなど、その季節の旬の味
覚、お母さんたち手作りの惣菜が、ず
らりと並びます。

肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

4/22（土）

白鷹町

地元に200年以上伝わる地芝居「高玉芝
居」は、笑いあり、涙ありの義理・人
釜の越農村公園
情劇。満開の桜のもとでお楽しみくだ
さい。

白鷹町観光協会
☎0238-86-0086

鶴岡市

あつみ温泉を主会場に、海、山、川と
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2km、5km、10km、30kmの各
コースを走ります。

温海さくらマラソン
大会
☎070-6614-5030

温海さくらマラソン
4/23（日）
大会

大堰・鯉の放流

鶴岡観光協会

荘内神 （鶴岡市商工会議所

温海地域内

4/24(金）予定 金山町

金山町の春の風物詩。町のシンボル、
町中心部をめぐる石積みの農業用水路
大堰・大堰公園
「大堰」に、約200匹の鯉が放流されま
す。

金山町産業課
☎0233-52-2111

4/27（木）

修験神楽とも呼び、披露する演目は9つ
にものぼります。巫女舞では、鍋に湯
を沸かし、その中に笹束を浸し清めと
飛鳥神社
して身体に振り掛けるところから「湯
立神楽」と言われています。(市指定無
形文化財）

飛鳥神社社務所
☎0234-52-2486

酒田市
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県民の森オープニン
4/29（土）
グイベント

春のかねやまを楽し
4/29(土）
もう

源流の森ＯＰＥＮ

4/29（土）～
11/30（木）

山形まるごと市
（高瀬会場）

通年開催
（1/1～1/3休
み）

山辺町

森林散策や青空クラフト教室など楽し
いイベントいっぱい。ほかにも、ミニ
森林学習展示館
ＳＬの体験乗車や丸太切り体験、緑の
プレゼントなどを行います。

金山町

ゴールデンウィークを中心に、金山町
の中心街で行われるミニフェスティバ 金山町
金山町観光協会
ル。お茶会、青空市など、楽しい企画 マルコの蔵前広場 ☎0233-52-2111
を予定しています。

飯豊町

今年もやってきました源流の森ＯＰＥ
Ｎ。自然と遊べるプログラムがいっぱ
源流の森センター
いです！残雪の春から木々が真っ赤に 源流の森センター ☎0238-77-2077
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♪

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。

森林学習展示館
☎023-666-2116

山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

●雛まつり・雛飾り関連（再掲）
イベント名

日

程

紅花文化とおひなさ 1/12（木）～
ま展
4/10（月）

東根のひな飾り
（梅ヶ枝清水）

1/21（土）～
4/3（月）

雛飾り

2/9（木）～
3/7（火）

平成29年天童雛飾り

おひなさま展

2/10（金）～
3/26（日）

2/11（土）～
3/28（火）

旧青山本邸ひなまつ 2/14(火)～
り
4/2(日)

市町村

概

要

場

所

問合わせ

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

東根市

由緒ある旧家を利用した郷土料理
「梅ヶ枝清水」。艶やかな雛人形をご 郷土料理
覧いただきながら、手作りの郷土料理 梅ヶ枝清水
をお楽しみいただけます。

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200
梅ヶ枝清水
☎0237-42-0589

舟形町

雛祭りの時期に合わせて、舟形若あゆ
温泉ロビーに新旧の雛人形を展示いた 舟形若あゆ温泉
します。時間：8時30分～20時30分

舟形若あゆ温泉
☎0233-32-3655

天童市

今年も「天童雛飾り」の季節がやって
参りました。豪華な衣装を身にまとっ
た古今雛達。天童に古きよき時代の春
市内各展示施設
物語が繰り広げられます。雛人形を見
ながら春の散策をどうぞお楽しみくだ
さい。

天童市商工観光課
☎023-654-1111

村山市

旧家に伝わる享保雛や古今雛などのお
雛さまや、庶民が愛した土雛を展示し
ます。江戸時代から続く女性の健やか 最上徳内記念館
な成長への願い、雛人形と土人形の愛
らしさをご覧ください。

最上徳内記念館
☎0237-55-3003

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 旧青山本邸
うぞ、「庄内雛街道」をお楽しみくだ
さい。

旧青山本邸
☎0234-75-3145
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時代雛から近代的なお雛様やつり雛を
展示している施設をめぐりながらの街
山形市都市振興公社
歩きも人気です。体験イベントや、プ 山形市中心市街地 ☎023-631-0831
レゼントが当たるスタンプラリーも楽
しめます。

城下町やまがた雛ま 2/17（金)～
つり
3/20（月）

山形市

2/17（金）～
八幡さまのひな飾り
4/9（日）

寒河江八幡宮参集殿において、多種多
寒河江市 様 な お 雛 様 が 展 示 さ れ ま す 。 入 場 無 寒河江八幡宮
料。

東根のひな飾り
（野守の宿）

やまのべ雛人形展

新庄のひなまつり展

お雛様展

新庄のひなまつり展

2/18（土）～
4/3（月）

2/19（日）～
3/26（日）

2/25（土）～
4/3（月）

2/24（金）～
4/11（火）

2/25（土）～
4/3（月）

2/26（日）
雛のみち・風流茶会 3/5（日）
各日13：00～

雛のつるし飾り展

3/1（水）～
3/31（金）

寒河江八幡宮
☎0237-86-6258

東根市

漬物屋「壽屋寿香蔵」の蔵座敷「野守
の宿」。江戸時代の亨保雛（神町の武
田家）をはじめとしたお雛様が、穏や ㈲壽屋寿香蔵
かな表情を見せてくれます。また、和 野守の宿
布を利用した創作小物教室を開催しま
す（要予約）。

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200
壽屋寿香蔵
☎0237-42-0173

山辺町

ふるさと資料館では、寛永から明治の
時代雛を、そのお雛様がつくられた時
代の飾り方や小道具一つひとつにこだ
ふるさと資料館
わりながら、村山地方らしい飾り方で
展示しています。紅花と雛の関係につ
いての解説をお楽しみください。

雛飾り実行委員会
☎023-664-5033

新庄市

国内最大級の享保雛をはじめ、新庄藩
所縁の雛人形や道具類など約1500点を
展示します。開館時間：9時～16時30分
新庄ふるさと歴史 新庄ふるさと歴史セ
ンター
（入館は16時まで）火曜日休館。入館
センター
☎0233-22-2188
料：大人300円、高校生100円、小・中
学 生 50 円 ※ 常 設 展 も ご 覧 い た だ け ま
す。

村山市

旧家に残されていた江戸時代後期の雛
人形や、明治時代の古今雛を、庄内地 最上川美術館（真 最上川美術館
☎0237-52-3195
方で作られる精巧で色とりどりのかわ 下慶治記念館）
いらしい雛菓子とともに展示します。

新庄市

国内最大級の享保雛をはじめ、新庄藩
所縁の雛人形や道具類など約1500点を
展示します。
開館時間：9時～16時30分（入館は16時 新庄ふるさと歴史 新庄ふるさと歴史セ
ンター
まで）火曜日休館
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
※常設展もご覧いただけます。

山形市

先着100名様にお茶を振る舞います（無
料）。山寺門前町にもお雛様が展示さ 山寺芭蕉記念館
れます。

村山市

家族の健康や幸せへの願いを込めて、
「ばら・傘福クラブ」の皆さんがひと
つひとつ手作りしました。小さな飾り
楯岡地域市民セン 楯岡地域市民セン
ター
雛は4,000体を超え、いっぱいに広がる
ター
☎0237-55-7477
つるし飾りとなりました。圧巻のつる
し飾り展をごゆっくりご覧ください。
見学料は無料です。
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山寺観光協会
☎023-695-2816

鶴岡雛物語

3/1（水）～
4/3（月）

3/1（水）～
湯のまち人形めぐり
4/3（月）

旧阿部家ひなまつり

3/1（水）～
5/7（日）

酒田雛街道
3/1（水）～
～湊・酒田雛めぐり
4/3（月）
～

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
荘内神社宝物殿や 鶴岡雛祭り実行委員
します。雛菓子づくりなど各種体験イ
致道博物館など、 会（荘内神社内）
ベントも開催されます。着物でご来場
☎0235-22-8100
市内各所
の方は入場料が半額になりますのでぜ
ひお越しください。

鶴岡市

旅館・商店などでひな人形・姉さま人
形 な ど を 展 示 し ま す 。 見 学 は 無 料 で あつみ温泉地内
す。

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

酒田市

庄内のあちこちから寄贈された雛人形
が、約600体飾られています。江戸時代
末期から戦後にかけて作られた、昔な 旧阿部家
がらの土人形が奥座敷に並び、春のひ
なまつりの時期を華やかに彩ります。

旧阿部家
☎0234-54-2776

酒田市

酒田の早春の楽しみ「雛めぐり」。市
酒田雛街道実行委員
内の主要観光施設や商店街などで、江
戸時代初期からの雛人形や素朴な味わ 酒田市内各観光施 会事務局
（一社）酒田観光物
いのある鵜渡川原人形、子どもの成長 設、商店街
産協会
や幸せを願って作られた傘福などが楽
☎0234-24-2233
しめます。

東根市 おいしい山形空港
3/2（木）～
尾花沢のおひなさま
4/4（火）

寒河江雛まつり

3/3（金）～
5/7（日）

村山市 山の内雪祭り

上山市 かみのやまの雛祭り

芭蕉、清風歴史資 芭蕉、清風歴史資料
尾花沢に代々伝わる「お 雛さ ま( 古今
尾花沢市
料館(尾花沢市中 館
雛･享保雛･押し絵雛)」を展示します。
☎0237-22-0104
町5番36号)

徳川幕府の天領として栄えたここ寒河
江市には、江戸時代からの絢爛豪華な
雛が残っています。「料亭慈恩寺陣
屋」では、古今雛を中心に享保から現
代ま での 逸品 400体 以上 が鑑 賞で きま
寒河江市
す。他に、五月人形や博多人形等もご
覧いただけます。また、「古澤酒造」
では古い造り酒屋で紅花商人でもあっ
た古澤家の雛等が展示され、利き酒も
楽しめます。

第1会場・料亭慈
恩寺陣屋（大人
600円）第2会場・ 寒河江市さくらんぼ
観光課
古澤酒造資料館
☎0237-86-2111
（入場無料・試飲
コーナー有）

3/3（金）～
4/30（日）
かみのやまの雛祭り ※各施設により 上山市
開催日は異なり
ます。

上山市は古くからの城下町で、御殿
雛、享保雛などの由緒あるお雛様がご
覧いただけます。3月18日（土）～3月
26 日 （ 日 ） は 、 武 家 屋 敷 「 旧 曽 我 部
家」と古民家「楢下宿 山田屋」で、
地元ボランティアの方がお客様に湯茶
接待のおもてなしを行います。少し早
い上山の春を「雛めぐり」をしながら
お楽しみください。

柏倉九左ェ門家ひな 3/3（金）～
まつり2017
3/26（日）

中山町

江戸時代から明治時代に集められた古
今雛や享保雛が、県指定文化財である
柏倉九左ェ門家に展示されます。週末 柏倉九左ェ門家
には雅楽の演奏や朗読会などのイベン
トも開催予定です。

☎050-5318-6135

村山市

ホ ー ル を 囲 む よ う に 設 置 し た 長 さ 50
メートルの雛壇に、昭和から平成の雛
人形およそ6,000体をズラリと展示。屋
内で大迫力の雛壇をご覧いただけま
す。市内の保育園児たちのかわいらし 甑葉プラザ
い手作り雛も力作揃いです。入場無料
です。3/17（金）～3/20（月祝）は会
場前の広場にて、さまざまな露店が並
ぶ「ひな市」も開催します。

村山市商工観光課
☎0237-55-2111

段々ロングな雛まつ 3/16（木）～
り
3/20（月）
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上山城、蟹仙洞、
武家屋敷（旧曽我
部家）、楢下宿
（山田屋）

上山市観光課
☎023-672-1111
上山市観光物産協会
☎023-672-0839

東根のひな飾り
（東の杜資料館）

3/18（土）～
3/20（月）

東根市

歴史民俗資料を展示している東の杜資
料館。古今雛をはじめ、地元に伝わる
土人形など、代々受け継がれてきた貴
重な雛人形を、昔懐かしい雰囲気の中
でご覧いただけます。会場内では、そ
ば茶のサービスや、特産品の販売もお 東の杜資料館
こないます。また、今回は、期間中、
お休み処において、ひなカフェをオー
プンします。お雛様を見たあとは、お
いしいコーヒーとあま～いスイーツで
ほっと一息つきませんか？

村山市

傷んでしまった人形たちに感謝の祈祷
愛宕神社（楯岡晦 晦日町商友会事務局
（有限会社コセキ）
をささげ丁寧に供養する、古くからの
日町）
☎0237-55-5637
行事です。

大江町

最上川の舟運文化によってもたらされ
た時代雛を、趣きのある建物の中で堪 大江町内5会場
能することができます。

ひな供養

3/19（日）

大江のひなまつり

3/25（土）～
3/29（水）

玉庭ひなめぐり

3/25（土）～
3/26（日）
9:00～15:00
川西町
（受付終了午後
2時）

大石田ひなまつり

4/1(土)
4/2(日)

谷地ひなまつり

4/2（日）
4/3（月）

まちなか雛めぐり

4/2（日）
4/3（月）

（一社）東根市観光
物産協会
☎0237-41-1200
東の杜資料館
☎0237-43-4902

大江のひなまつり実
行委員会
☎0237-62-2139

家宝として代々継承されてきた雛人形
を遊覧することができます。玉庭の各 川西町玉庭地区一 玉 庭 地 区 交 流 セ ン
ター四方山館
家庭の雛人形を見るほか、伝統料理の 帯
☎0238-48-2130
おもてなしもありますよ！

山形県の内陸にある大石田町は、かつ
て最上川舟運最大の舟着場でした。江
戸期になると、西廻り航路の整備によ
り、上方との文物の交流が活発になり
ます。大石田からは近隣から集められ
た米や紅花が運ばれ、そしてその返り 大石田町本町通り 大石田ひなまつり実
大石田町 の舟で京都、大阪から優美なおひなさ 他自宅展示15軒ほ 行委員会
☎0237-35-2111
まがもたらされました。この「享保 ど
雛」や「古今雛」は大切に大切に守り
継がれ、現在に至ります。各家庭に飾
りつけられた「おひなさま」をみてま
わるという「おひなみ」という形式が
大石田ひなまつりです。

河北町

紅花交易による当時の繁栄ぶりを物語
るのが、いまも町内の旧家に残る雛人
形の数々。享保雛、次郎左衛門雛、古
今 雛 、 御 所 人 形 な ど そ れ ぞ れ の 家 で ひな市通り周辺、 谷地ひなまつり実行
委員会
代々受け継がれてきた格調高い時代雛 紅花資料館
☎0237-72-3787
が、ひな市通りを中心に一般公開され
ます。また、期間中は秋葉神社におい
て「ひな供養」の神事も行われます。

金山町

町内の民家に伝わる京雛・享保雛など
歴史的なお雛様や絵図、錦絵などの家 金山町中心部
宝を一般公開します。
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金山町観光協会
☎0233-52-2111

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

