令 和 ２ 年 10 月 １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2020年10月・11月イベントカレンダー
●観光キャンペーン
新潟県・庄内エリアポ
ストデスティネーション 10/1（木）～12/31（木）
キャンペーン

日本海美食旅（ガストロノミー）をメインキャッチフレーズとした大型観光キャンペーン。
両地域に共通する、豊かな「食」「酒」等の魅力を、歴史や伝統、暮らし、風土といった背景と併
せて伝える仕組みづくりを行います。
詳しくは、キャンペーン公式ホームページをご覧ください。
https://niigata-kankou.or.jp/2019dc/

●祭り
イベント名

お店で牛肉まつり

米沢どん丼まつり

天童秋まつり

日

程

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

9/25（金）～10/31（土） 米沢市

先着3,000名様に米沢牛すき焼きセット等
を提供します。原則事前予約が必 要で
なせばなる米沢！秋
す。
米沢牛のれん会店舗 の 元 気 回 復 キ ャ ン
対象店舗で米沢牛すき焼きセット等をお ほか
ペーン実行委員会
召し上がりの方に米沢おいしいもの巡りス
☎0238-22-9607
タンプラリーのスタンプシールを1枚差し上
げます。

10/1（木）～11/30（月） 米沢市

米沢牛や米沢鯉、老舗の和風丼や海鮮
丼など各店舗が自慢の丼を提供します。
対象の丼をお召し上がりの方に米沢おい
なせばなる米沢！秋
しいもの巡りスタンプラリーのスタンプシー 米沢市内参加飲食店 の 元 気 回 復 キ ャ ン
舗
ペーン実行委員会
ルを1枚を差し上げます。
☎0238-22-9607
「米沢どん丼まつり」と「麺くいヨネザワラ
リー」それぞれ異なる3店舗ずつ制覇で抽
選に応募可能です。

10/4（日）～11/29（日） 天童市

丹精込めて育てられた菊たちを一同に飾
り、その美しさを競う菊花展や、ベテランガ
天童秋まつり実行委
イドと紅葉色づく面白山を上る登山イベン
員会事務局（天童市
わくわくランド・天童高
経済部商工観光課
ト、天童高原産の「でわかおり」を使用した 原他
内）
手打十割そばを味わう新そばまつりが楽
☎０２３-６５４-１１１１
しめます！天童秋まつりにぜひ足をお運
びください。

街なか賑わいフェス
10/10（土）～10/31(土) 山形市
ティバル2020

山形の「秋」の食をテーマにしたメニューな
どを楽しみながら、参加店舗を巡るスタン
山形市中心市街地
プラリーです。
※歩行者天国は新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為行いません。

第1弾：10/11(日)
月山山菜そば新そば
第2弾：10/24（土）～
まつり
11/1（日）

各店舗で西川町内産「早出し新そば」を使 月山山菜そば組合加 月山山菜そば組合事
務局
盟店14店舗
用した月山山菜そばを提供します。
☎0237-74-3135

西川町

街なか賑わい推進委
員会
（山形市都市振興公
社内）
☎023-631-0831

月の沢温泉北月山荘 10/11(日)、25(日)
庄内町
名水そばまつり
いずれも11:00～14:00

10割手打ちそば(60食限定)、季節の天ぷ
ら(別料金)等を販売します。なお、北月山
荘の温泉は、県内で3カ所のみの希少な 月の沢温泉北月山荘
酸性泉となっておりますので、ぜひ併せて
ご入浴ください。

第108回南陽の菊まつ
10/16（金）～11/8（日） 南陽市
り

第108回南陽の菊まつりは規模を縮小し
菊花品評会は開催せず、宮内会場のみと 宮 内 会 場 （ 熊 野 大 社 南陽市菊まつり実行
委員会
して菊人形１景（巫女）と玉菊を設置しま 周辺）
☎0238-40-3211
す。

新庄味覚まつり

新庄・最上の味自慢が集まります！秋の
味覚を思う存分味わってください。
新型コロナウイルス感染症予防対策を行 新庄市内各所
います。来場される皆様のご協力をよろし
くお願いします。
時間：10:00～14:00

10/17（土）

新庄市

1

庄内町観光協会(立
川総合支所立川地域
振興係)
☎0234-56-2213

新庄味覚まつり実行
委員会事務局（新庄
市商工観光課内）
☎0233-22-2111

イベント名

日

程

もとまち青空フェスティ 10/18（日）
バル2020
11：00～17：30

第52回最上町総合芸 10/24（土）
術文化祭
～10/28（水）

ゆうきの里さんさんま
10月24日（土）
つり

出羽街道路乃茶屋
「キラリ」紅葉まつり

10/24（土）、25（日）

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

長井市

長井の秋の恒例イベント「 もとまち青空
フェスティバル」を今年も開催します。市内
各団体のパフォーマンス、オープンカフェ
では自慢のグルメが味わえるなど、たのし
い・おいしいことが目白押し！毎年恒例の
桑島記念館（長井市
スタンプラリーや豪華賞品があたる大抽 本町1-8-12）
選会も。さわやかな秋空の下、本町商店
街で楽しいひと時をお過ごしください。
※今後プログラムに変更が生じることがあ
ります。詳しくは事務局へお問合せくださ
い。

もとまち青空フェス
ティバル2020事務局
（梅津）
☎090-5183-1468

最上町

コロナウイルス感染拡大の影響で舞台発
表及び茶道発表は残念ながら中止を決定
しましたが、町民による一般公募展及び
芸文協加盟団体による合同展示発表につ
いては感染防止対策を講じたうえで同時
開催いたします。特別展として金山町在住 最上町中央公民館
の樋口勝也氏による彫刻作品8体も展示
予定であるため、あらゆる分野の芸術が
一堂に会します。
時間：9：00～20：00（最終入場は19：30）
※マスク着用、アルコール消毒、入場制
限等にご協力をお願いします。

最上町教育委員会文
化芸術係
☎0233-43-2350

高畠町

全国に知られる有機農業の盛んな里『上
和田』の地に立つゆうきの里さんさんで、
有機野菜をはじめとする農産物の直売や ゆうきの里さんさん
新米の食べ比べセットなど高畠町の秋の
味覚をお楽しみください。

ゆうきの里さんさん
☎0238-58-3036

鶴岡市

旬の山の幸を販売します。

出羽街道路乃茶屋
温海川 出羽街道路
「キラリ」
乃茶屋「キラリ」
☎0235-47-2588

第８５回西川菊まつり 10/25（日）～11/8（日） 西川町

今年で85回を数える伝統のあるまつりで、
西川町交流センター
約400点の菊花が会場を鮮やかに彩りま 「あいべ」特設会場
す。

西川菊まつり実行委
員会
☎0237-74-4119

キッズ☆フェスタ～番
10/31（土）
外編～

新庄市

毎年恒例のキッズフェスタ。
新庄市民プラザ大
今年は、”お化け屋敷”のみに特化し、ハ ホール
ロウィンバージョンでお待ちしています。

新庄市民プラザ
☎0233-22-4200

米沢市

新米を中心とした農産物や加工品、そば
の販売等を行います。9:00～正午の米澤
米まつり開催中にお買い物をした方に米
なせばなる米沢！秋
沢おいしいもの巡りスタンプラリーのスタ
ＪＲ米沢支店西側駐車 の元気回復キャン
ンプシールを1枚差し上げます。
場
ペーン実行委員会
また、10/31（土）～11/30（月）の期間中は
☎0238-22-9607
市内の愛菜館で1,000円以上買い物をす
ると米沢おいしいもの巡りスタンプラリー
のスタンプシールを1枚差し上げます。

鶴岡市

・ 時 間 10:30 ～ /11:30 ～/12:30 ～/13:30
～
※4回に分けて入場。各回人数制限60名
まで。
・会場 道の駅「月山」・月山あさひ博物村 道の駅「月山」・
月山あさひ博物村
そば処 大梵字
そば処 大梵字
・料金 前売り券1,000円※当日券なし
・もりそば大盛・天ざるそば・天かけそば
の中から１点
・そば関連商品、朝日地域特産品の販売

鶴岡市朝日産そば消
費拡大推進協議会
（月山あさひ博物村
又は朝日庁舎産業建
設課）
☎0235-53-3413（そ
ば処大梵字）
☎0235-53-2117（朝
日庁舎産業建設課）

高畠町

高畠町の玄関口ＪＲ高畠駅併設の太陽館
で開催されます。ステージイベントやフー 太陽館
ドコーナーで秋の味覚を満喫ください。

（一社）高畠町観光協
会
☎0238-57-3844

良質な町内産黒毛和牛のすき焼きを町内
飲食店で格安で食べられるイベント。前売 西川町内飲食店
りチケットは数量限定1,800円です。

西川牛モウモウまつ
り実行委員会事務局
☎0237-74-4119

米澤米まつり

庄内あさひ新そばま
つり2020

秋の太陽館まつり

10/31（土）

10/31(土)

10月（開催検討中）

第24回西川牛モウモ
11/3（火）～11/22（日） 西川町
ウまつり
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イベント名

甲子大黒天例祭

ひがしねウィンター
フェスティバル

日

11/19(木)

程

市町村

米沢市

11/28（土）～1/11（月） 東根市

概

要

場

所

問い合わせ

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
祈祷が奉修され、古来より伝わる神斧や
小野川温泉甲子大黒 甲子大黒天
宝剣、法弓、そして「天地四方一切清浄之 天
☎0238-32-2929
秘法」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。
幻想的な屋外イルミネーションを是非お楽
しみください。 実施期間はたっぷりありま
東根市公益文化施設
すので、ごゆっくりお越しください。
「まなびあテラス」
会場では、新型コロナウイルス感染拡大
防止策へのご協力をお願いします。

3

ひがしねウィンター
フェスティバル実行委
員会事務局（商工観
光課内）
☎：0237-42-1111

令和２年10 月1日

●イベント
イベント名

日

程

(通年)
白糸の滝ライトアップ 金.土.祝日前

たかはた風景街道
フォトコン

夏
秋
冬
春

7/1～9/30
10/1～12/31
1/1～3/31
4/1～6/30

ながい百秋湖ボート
ツーリング「絶景・三淵 4月～11月
渓谷通り抜け参拝」

瀬見温泉 お楽しみ抽 1/6（月）
選会
～4/26（日）

山形まるごと市（高瀬 6月～10月の第2・第4
会場 軽トラ市）
日曜日

月山あさひサンチュア
パークオートキャンプ 6/21(日)～10月末頃
場

『やまがた景観物語』
7/1(水)～1/31(日)
写真コンテスト

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

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 戸沢村古口字土湯
ができます。
点灯時間：日没から22:00

戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

高畠町

町内の「四季の風景」「未来に残したいと
思う風景」「おすすめの場所・モノ・イベン
ト」をテーマに、町の魅力を伝える写真を 高畠町
Instagramで募集します。
優秀作品には季節賞・年間賞を贈呈！

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

長井市

ながい百秋湖を船外機付きゴムボートで
楽しむ新たなレジャー。卯の花姫伝説の
舞台になった秘境・三淵渓谷を巡る約1時
間の船旅です。
※新型コロナウイルス感染防止対策とし ながい百秋湖
て、不特定の方との接触を避けるために
ボートは「ご家族」や「友人・知人」による
グループで１艘貸し切り（最大6名様）で運
行しております。乗船方法・料金等につい
てはお問い合わせください。

野川まなび館
☎0238-87-0605

最上町

【特賞】3万円宿泊利用商品券【1等】5千円
宿泊利用商品券【2等】現金500円などが
当たるお楽しみ抽選会開催。期間中、瀬
見温泉協賛旅館へご宿泊いただいたお客 瀬見温泉協賛旅館
様全員に当選のチャンス。美味しい料理と
温泉を満喫したあとは、抽選会で豪華な
賞金をプレゼントします!!詳しくは瀬見温泉
のHPで。

瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

山形市

山形まるごと市実行
採れたて新鮮な野菜や山菜、木工品が軽 べにばなトンネル高瀬
側出口から北へ約
委員会
トラの荷台に並びます
1km
☎023-641-1212

鶴岡市

オートキャンプ場で思いっきり楽しもう！！
・オートキャンプ1サイト通常：4,200円
・オートキャンプ1サイト(7/20～8/23、7.8.9
月の土曜・祝日の前日)：5,500円、フリー
サイト：2,100円
・デイキャンプ1サイト(日帰り9:00～16:00)：
1,550円
キャンプ場ご利用の方特典情報！
月山あさひサンチュア
【無料】
月山あさひサンチュ
パークオートキャンプ
アパーク
①夏野菜もぎとり放題
場
☎0235-54-6606
②中台池のブナ林散歩
③星空観察
【有料】
100円：スケートランプ、スラックライン
1,000円：本格ピザ窯利用料1時間(薪代
込）
※要予約。生地、具材はご持参ですが販
売もあります。

全市町村

ビューポイント60から撮影した風景写真を
募集します。
詳 し く は 、 『 や ま が た 景 観 物 語 』 ホ ー ム ビューポイント60
ページ
http://yamagata-keikanmonogatari.com/
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県県土利用政策課
☎023-630-2581

イベント名

日

程

市町村

道の駅「月山」月山あ
さひ博物村
特別企画展
7/4(土)～11/8(日)
昆虫大集合「むしむし
展」

『やまがた景観物語』
7/20(月)～1/20(水)
スマホスタンプラリー

本山慈恩寺
7/23(木・祝)～
悠遠なる平安の美仏 10/25(日)

とざわフォトコンテスト
8/1（土）～11/30（月）
2020

観光ぶどう園オープン 8/1(土）～

観光で健康 たかはた
8/1(土)～10/31（土）
Fun Fun Walk

要

場

所

問い合わせ

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。
標高1,000メートルの「蔵王高原坊平」は夏
でも涼しく快適。ミズナラの森を抜け、蔵王
の伏流水が湧き出る、お清水（しず）の森
へ、パワースポットで心も体もチャージしま
しょう。
◆ガイド料金
蔵王ライザレストラン
集合
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15:00まで無料／前
日15:00以降当日100％
◆申込締切：前日15:00まで
◆最小催行人数：2名

（一社）上山市観光物
産協会
☎023-672-0839
営業時間9:00～17:00

鶴岡市

＊場所 道の駅「月山」・月山あさひ博物
村 文化創造館
＊時間 9:00～17:00
道の駅「月山」
＊入館料：大人（高校生以上）500円、小 月山あさひ博物村
中学生300円、３歳以上小学生未満100 文化創造館
円、ファミリー券700円（大人1名+小中学
生1名）・500円（大人1名+幼児1名）

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
文化創造館
☎0235-53-3411

全市町村

ビューポイント60にて、スマートフォンでス
タンプを取得していただき、県内「道の駅」
特産品が当たる抽選に応募することがで
ビューポイント60
きます。
詳しくは、『やまがた景観物語』ホーム
ページ
http://yamagata-keikanmonogatari.com/

県県土利用政策課
☎023-630-2660

寒河江市

聖武天皇の勅命により西暦746年に開基
された慈恩寺には、国家安寧を願い、平
安・鎌倉期の仏像が数多く安置されてい
ます。この度は、約800年前に奈良で作ら 本山慈恩寺
れた国指定重要文化財26躯をはじめとす
る歴史的に重要な仏像群を拝観できる特
別展です。時を超えて守り継がれた優雅
な仏像をご拝観ください。

本山慈恩寺 寺務所
☎0237-87-3993

戸沢村

とざわフォトコンテスト2020を開催します。
最大賞金5万円、テーマは「魅力発見！と
ざわ村の旅」です。戸沢村を旅したくなる 応募先
戸沢村観光物産協会
戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110
ような作品をお待ちしております。詳細は 戸沢村古口２７０
戸沢村観光物産協会のHPをご覧くださ
い。

南陽市

南陽市は山形県ぶどう発祥の地と言われ
ており、約300年の栽培歴史があります。
市内には4つの観光ぶどう園があり、8月
上旬から10月中旬までぶどう狩りを楽しむ 市内観光ぶどう園
ことができます。
※今後の状況によって実施しない可能性
もあります。

南陽市観光協会
☎0238-40-2002

高畠町

高畠町を出発地点とし、8000歩を目標歩 受付
数とし、達成された方に特典をプレゼント 太陽館
道の駅たかはた
します。

高畠町観光協会
☎0238-57-3844

7/1(水)～10/18(日)
空色ウォーキング
集合
9:50
夏の里山クアオルト
スタート 10:00
空色（そらいろ）・暮色
終了
12:00
（くれいろ）ウォーキン
グ
暮色ウォーキング
集合
14:00
スタート 14:15
終了
15:45

概
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イベント名

日

程

たかはた風景街道 ス
8/1(土)～10/31（土）
マホスタンプラリー

川西ダリヤ園
8/1(土)～
Instagramフォトキャン
11/4(水)12:00
ペーン

市町村

高畠町

概

要

場

所

高畠町の観光地を巡るスマホスタンプラ
リー。町内12か所のチェックポイントにあ 高畠町観光施設各所 高畠町観光協会
☎0238-57-3844
るQRコードを4か所分集めると豪華賞品
の抽選ができます。
川西ダリヤ園で撮影したダリアの写真を
Instagram上で募集します。優秀作品を投
稿された方には、豪華賞品をプレゼントし
ます。

川西町

○参加方法
①川西ダリヤ園の公式Instagramアカウン
ト（@kawanishi_dahlia_park）をフォロー
②園内で撮影したダリアの写真を「＃ダリ
ヤモンドジュビリー」と付けて投稿

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

川西ダリヤ園

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

650種、10万本のダリアの花が咲き誇る日
本最大規模の観光ダリア園です。園内で
は、お気に入りの花を間近で写真撮影で
きます。また今年は、開園60周年を迎え、
記念イベント等を開催します。
川西ダリヤ園開園

8/1(土)～11/3(火・祝） 川西町

問い合わせ

・営業時間
9:00～18:00（10月以降は日没閉園）
・料金
大人550円 小人(小学生)220円
※8月は小人（小学生）は無料

いでは文化記念館企
画展
8/1（土）～
疫病退散～いにしえ R3/4/12（月）
の祈りと願い～

人間国宝・奥山峰石
受賞作品展

8/22（土）
～11/23（月・祝）

「あるほなつき」過去・
9/3(木)～10/31(土)
現在・未来展

川西ダリヤ園総選挙
2020

9/4(金)～10/18(日)

「善次郎と一水会の仲
9/5（土）～12/6（日）
間たち」展

ひじおりの灯

鶴岡市

古来から、人々に火事や地震よりも恐れ
られていたのは疫病(伝染病)でした。羽黒
でも多くの伝承の中に疫病退散の祈りが
込められています。疫病に昔の人々がど
のように対峙していたのか、祈りの世界を いでは文化記念館
企画展示を通して探っていきます。
開館時間：9時～16時30分
入館料：大人400円、高校・大学生300円、
小・中学生200円

新庄市

人間国宝 奥山峰石作品の中から受賞作
品を展示紹介します。
新庄ふるさと歴史セン 新庄ふるさと歴史セ
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館） ター 1F人間国宝 奥 ンター
☎0233-22-2188
休館日：火曜日・祝日の翌日（祝日の翌日 山峰石記念室
が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

新庄市

山形県を中心に表現活動をしているユ
ニット「あるほなつき」の世界が楽しめる展
示です。
雪の里情報館
1階雪国ギャラリー
入館：無料
開館時間：9:00～17:00
休館日：毎週月曜日

雪の里情報館
☎0233-22-7891

川西町

川西ダリヤ園内全てのダリアを対象に、来
園したお客様にお気に入りのダリアを選ん
で投票いただき、人気ナンバー１のダリア 川西ダリヤ園
を決定します。なお、投票いただいた方の
中から、抽選で記念品をプレゼ ントしま
す。

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

新庄市

画伯の表現活動の主体的な場で、長く委
員を務めた「一水会」。一水会出品作家と
のコラボにより、故郷をこよなく愛した画伯
新庄ふるさと歴史セン 新庄ふるさと歴史セ
の温かさに触れます。
ター1F洋画家 近岡善 ンター
期間：9/5（土）～12/6（日）
次郎記念室
☎0233-22-2188
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館）
休館日：火曜日、祝日の翌日（祝日の翌
日が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）

9/12（土）～10/11（日） 大蔵村

約2ヶ月をかけて制作された灯籠は、肘折
の旅館や商店とアーティストたちの想いが
こもった灯りとなり、約20の灯籠が夜の温 肘折温泉街
泉街を彩ります。秋の夜の温泉街を歩き
ながら、アートの灯りをぜひご鑑賞くださ
い。
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いでは文化記念館
☎0235-62-4727

肘折温泉観光案内所
☎0233-76-2211

イベント名

かみのやまＳＴＡＹ特
別企画！【ＧＯＧＯか
みのやま！】

旬だ!!!寄ってけ
とざわＭＵＲＡ市

観光くり園オープン

日

程

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

9/18（金 ）～2/28（日） 上山市

上山市内の宿泊施設に２泊以上の連泊を
すると、滞在中の観光に使えるＳＴＡＹポイ
ント（約5,000円相当）がもらえます。ＳＴＡＹ
ポイントは果物狩りなどの市内アクティビ
ティーやお食事などのメニューからお選び
いただけます。
対象の宿泊施設、ＳＴＡＹポイントが使える
メニューは上山市観光物産協会のホーム
ページでご確認ください。

（一社）上山市観光物
産協会
☎.023-672-0839
営業時間：9:00～
17:00

9/19（土）～10/25（日）
戸沢村
の土日祝日

とざわＭＵＲＡ市は、戸沢村の特産品や加
工品を販売するイベントです。
戸沢村内
会場：高麗館・戸沢藩船番所・白糸の滝ド 観光施設
ライブイン・川の駅くさなぎ
時間：9:00～16:00

戸沢村まちづくり課
☎0233-72-2152

9/19(土)～10月中旬

＊時間：10:00～16:00
＊料金：大人200円、小中学生100円
月山あさひ博物村 古 大梵字(月山あさひ振
※栗代金として1ｋｇあたり400円をいただ の里交流農園(そば処 興公社)
大梵字裏手)
☎0235-53-3413
きます。
※要予約（雨天可）

【応募期間】
「山形日和。」フォトコ
9/24（木）～
ンテスト2020
R3/1/28（木）

鶴岡市

県内全域

山形自慢のきれいな風景やおいしい食べ
物などを、6つの部門に分けて募集しま
す。
応募方法は以下のとおりです。
①「やまがたへの旅公式Instagramアカウ
ント」と「『東京カメラ部』キャンペーン用
Instagramアカウント」をフォロー
②募集期間内（R2.09.24～R3.1.28）に、指
定のハッシュタグと応募部門ハッシュタグ
をつけて投稿する
過去に撮影した写真で応募することもでき
ます。
皆様からのご応募お待ちしております。

以下お問い合わせ
フォームより問い合
わせください
https://fb.minpos.co
m/campaign/contact
/?cd=yamagata_cont
est2020

フォトコンテストの詳細はこちらから
https://yamagata.tokyocameraclub.com/
contest2020/

米沢おいしいもの巡り
9/25（金）～11/30（月） 米沢市
スタンプラリー

蔵王ペンション村オー
プンガーデン～山の 9/27（日）～10/4（日）
秋の庭～

上山市

「お店で牛肉まつり」「四蔵飲みくらべセッ
ト販売」「米沢どん丼まつり」「麺くいヨネザ
ワラリー」「米澤米まつり」「米沢牛消費拡
大事業」
それぞれのイベントに参加してスタンプ 米沢市内参加店舗
シールを集め、抽選に応募すると豪華景
品が当たるイベントスタンプラリーを開催
します。イベントは開催期間が異なり、イ
ベント参加数に応じて各賞に応募可能と
なります。
各ペンションが自慢のお庭を公開します。
雑木林の紅葉と庭の調和がひときわ美し
い時です。西日が木々の間を通り抜け、
秋明菊やススキを照らしだします。秋色に
変わった庭は落ち着いた時間を与えてく
蔵王ペンション村
れます。

なせばなる米沢！秋
の元気回復キャン
ペーン実行委員会
☎0238-22-9607

ペンションブラウン☎
023-679-2970

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

9/30(水)～10/1(木)

川西町

おしょうしな乾杯条例
記念米沢四蔵飲みくら 10/1（木）～11/30（月） 米沢市
べセット販売

米沢信用金庫本店にダリアのアレンジメ
ントが展示されます。アレンジによりさらに 米沢信用金庫本店
華やかになったダリアをお楽しみください。

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

四蔵元、未公開限定日本酒が当たる抽選
券4枚付の飲みくらべセットを数量限定500
セット販売します。
飲みくらべセットをお買い上げの方、また 米沢小売酒販組合員
は販売店で市内四蔵元いずれかのお酒 店
を2,500円（税別）以上お買い上げの方に
米沢おいしいもの巡りスタンプラリーのス
タンプシールを1枚差し上げます。

なせばなる米沢！秋
の元気回復キャン
ペーン実行委員会
☎0238-22-9607
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問い合わせ

米沢らーめん、そば、うどんなど各店舗が
提供する麺をお楽しみください。
対象の店舗でお食事をお召し上がりの方
に、米沢おいしいもの巡りスタンプラリー 米沢麺業協議会参加
店舗
のスタンプシールを1枚差し上げます。
「米沢どん丼まつり」と「麺くいヨネザワラ
リー」それぞれ異なる3店舗ずつ制覇で抽
選に応募可能です。

なせばなる米沢！秋
の元気回復キャン
ペーン実行委員会
☎0238-22-9607

赤倉温泉 豆名月・栗
10/1（木）～10/31（土） 最上町
名月

赤倉の温泉街を訪ね歩き、茹でた枝豆や
栗、お菓子を頂く催しは、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため残念ながら中止 最上町赤倉温泉内
となりますが、10/1～10/31に赤倉温泉旅
館ご宿泊いただいた方へ“ちっちゃなプレ
ゼント”を差し上げます。

赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

第67回東北ダリヤ名
花展

日本最大規模のダリア品評会。愛好家達
が丹精込めて育てた高品質のダリアをお 川西ダリヤ園
楽しみください。

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

10月の土日、
山形まるごと市（山寺
11/1,3,7,8,14,15,21,22,2 山形市
会場）
3

新鮮な野菜や果物はもちろん、たくさんの
種類の山菜や昨秋の味覚をぎゅっと凝縮 山寺宝珠橋公園
したジュースも絶品です。

山形まるごと市実行
委員会
☎023-641-1212

名雪祥代カルテット
feat.渡邊滉介 「What
10/3(土)
a Wonderful Jazz
Trip」

川西町

開演 18:30(開場 18:00)
定員 30名
料金 一般 2,000円
川西町フレンドリープ
川西町フレンドリープ
ラザ
PLA's会員 1,500円
ラザ ロビー
☎0238-46-3311
高校生以下 1,000円
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

山形市

山形まるごとマラソン2020 ONLINE大会の
関連イベントで、観光とランニングの持つ
特性を掛け合わせた滞在型のアクティビ 蔵王温泉
ティーイベントです。エイドや給水の提供も
あります。

山形市

やまがたの地元の採れたて新鮮な野菜や
山形まるごと市実行
蔵王温泉高湯通り（緑
委員会
果物やジャム等の加工品のほか、湯花な 屋駐車場）
☎023-641-1212
どのお土産も人気です。

新庄市

ワークショップ中心の出店者が集うマル
シェ。ご来場の際は、新型コロナウイルス エコロジーガーデン
感染症予防対策に十分ご留意ください。
時間：10:00～15:00

エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

鶴岡市

＊集合場所：月山あさひ博物村
＊集合時間：9:00(13:00解散予定)
＊コース：田ノ頭林道周遊
＊持ち物：山歩きできる服装、靴、飲み
物、雨具、ハサミ、等
あさひむら観光協会
＊料金：大人2,000円、中学生以下1,000
円(保険料、ガイド料、山ぶどうジュース作
り体験料、昼食代他)
＊定員：先着11名(9/27締め切り)
＊申込先：あさひむら観光協会

あさひむら観光協会
☎0235-53-3411

新庄市

江戸期から近代までの主な産業と交通関
係の発達・変遷に関する資料等を展示し
ます。
新庄ふるさと歴史セ
新庄ふるさと歴史セン
ンター
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館） ター 2F展示室
☎0233-22-2188
休館日：火曜日、祝日の翌日（祝日の翌
日が休日・土曜日・日曜日の場合は開館）
※11/3(火・祝）は観覧料無料

麺くいヨネザワラリー

10/1（木）～11/30（月） 米沢市

10/2(金)～10/4(日)

山形まるごとマラソン
ツアーランニングｉｎ蔵 10/3（土）～4（日）
王

山形まるごと市（蔵王
10/4（日）,11（日）
温泉会場）

tsukutsukuマルシェ

10/4（日）

六十里越街道トレッキ
ングと
10/4(日)
山ぶどうジュース作り

収蔵品展「藩政期の
産業と交通の発達」

ダリヤいけばな展

10/9（金）～1/31（日）

川西町

10/10(土)～10/11(日) 川西町

いけばな小原流米沢支部による花展。い
けばなによって華やかになったダリアをお 川西ダリヤ園
楽しみください。
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山形シティマラソン大
会実行委員会
☎023-615-1182

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668
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鶴岡市

折り畳み式の焚き火台を作って、炎を楽し
みませんか？
集合時間：9:30～15:00
参加費：800円
創造の森交流館
定員：10名※定員になり次第締切り
持ち物：作業用革手袋、昼食
その他：11/7(土)にも同講座を実施しま
す。

山形市

山形まるごとマラソンのツアーランニング
山形シティマラソン大
イベントで、各種エイドコーナーや給水な 山形市内（山形市総
合スポーツセンター発 会実行委員会
ど、ツアーランニングイベントならではの仕 着）
☎023-615-1182
掛けが用意されています。

山形市

ブランド力のある県産農林水産物を使用
した、「山形ならでは」の加工食品が大集 ホテルメトロポロタン
合。エントリー商品約100品目（一口サイ 山形
ズ）をご試食できます。

川西町

開演 19:00(開場 18:00)
定員 350名
料金 一般 3,000円
川西町フレンドリープ
PLA's会員 2,800円
川西町フレンドリープ
ラザ
ラザ ホール
高校生以下 1,500円
☎0238-46-3311
(当日券の販売はいたしません)
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム
ページをご覧ください。

新庄市

毎月テーマが変わり、生産者と会話を楽し
むマルシェ。ご来場の際は、新型コロナウ
イルス感染症予防対策に十分ご留意くだ エコロジーガーデン
さい。
時間：10時～15時

高畠町

地元の生産者が、お客様へ直接販売いた
します。また日替わりの音楽のイベント よねおりかんこうセン よねおりかんこうセン
ター
や、子どもさん向けの縁日コーナー等もご ター
☎0238-57-2140
用意しております。

森のハロウィンパー 10/24（土）～10/25
ティー～かぼちゃラン （日）
上山市
タンで妖精の村作り～ 集合：10/24（土）13:00

紅葉真っ盛りの秋の蔵王坊平高原でかぼ
坊平観光協議会
ちゃランタン作り体験ができます。ペンショ
☎023-679-2311
蔵王坊平高原ペンショ
（一社）上山市観光物
ン宿泊、温泉施設の入浴券がセットの体 ン村
産協会
験メニューで夜にはランタンの点灯会、星
☎.023-672-0839
空観賞も楽しむことができます。

令和２年度「山形学」
地域連携講座 雪調
に学ぶ市民講座 第３ 10/24(土)
回「ワークショップ・健
康体操」

新庄市

雪国の運動不足解消のための健康体操
を体験します。
時間：9:30～11:30
雪の里情報館
１階雪国ギャラリー
費用：500円(全5回講座通して)
参加ご希望の方は、雪の里情報館までお
問い合わせください。

鶴岡市

しな織製品の展示販売、しな織体験、地
関川しな織センター周 関川しな織センター
元で生産された農産物等の販売を行いま 辺
☎0235-47-2502
す。

鶴岡市

アケビのつるを採取し、野趣豊かな乱れ
編みの壁かけ花器を作ります。
集合時間：9:30～14:00
創造の森交流館
持ち物：軍手、昼食
参加料：300円
定員：20名程度※定員になり次第締め切
り

焚き火台を作ろう

10/10（土）

山形まるごとマラソン
ツアーランニングｉｎ山 10/11（日）
形

令和2年度(第1回)山
形のうまいもの「ファイ
ンフードコンテスト」～
10/15(木）
山形のこだわり加工
食品大集合！～一般
試食会

プラザ寄席Vol.34 春
10/16(金)
風亭一之輔独演会

kitokitoマルシェ

10/18（日）

よねおりかんこうセン
１０月中旬
ター チサンマーケット

令和2年度関川しな織
10/24（土）、25（日）
と地域産物販売会

壁かけ花器を編む

10/24（土）

9

創造の森交流館
☎0235-62-2655

やまがた食産業クラ
スター協議会
☎023-679-5081

エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

雪の里情報館
☎0233-22-7891

創造の森交流館
☎0235-53-3411

イベント名

日

程

秋の恵みを五感で楽
10/24（土）
しもう

観音岩トレッキング

子ども演劇教室
定期公演

10/25（日）

10/25（日）

駅長オススメの小さな
旅「伊達家ゆかりの地 10/25(日)
巡りin川西」

六十里越街道ミニト
レッキングときのこピ
ザ作り

10/25(日)

令和2年やまがたオン
10/30(金)～1/31(日)
ライン環境展

朗読倶楽部「星座」公
園 午後の朗読会
10/31(土)
Vol.4 群読劇『水の手
紙』
みんなで秋の感謝祭
庄内カレー食べくらべ 10/31（土）
雪若丸 三たび参
11/1（日）
上！

tsukutsukuマルシェ

11/1（日）

弓矢・勾玉・石器を作
11/3（火・祝）
ろう

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

鶴岡市

羽黒山旧参道散策後に、秋の恵みを五感
で楽しもう
集合場所：9:30(13:00終了予定)
持ち物：レインウェア・飲料水・携帯食など
定員：25名程度
申込期限：10/20(火)※定員になり次第締 羽黒山周辺
め切り
その他：悪天候の場合は中止。実施の確
認は当日6:00～6:30の間にお問い合わせ
ください。当日、具合の悪い方は無理をせ
ずにキャンセルしても構いません。

高畠町

高畠町二井宿地区にある観音岩の秋の
景色を楽しみながらトレッキングを行いま
す。最後には、世界に類を見ない大きさの 高畠町二井宿地区公 高畠町二井宿地区公
民館
民館
線彫延命観音も見ることができます。
☎0238-52-1001
トレッキングの後は、芋煮ランチを楽しむ
ことができます。

川西町

2020年度川西町フレンドリープラザ附属
川西町フレンドリープ
川西町フレンドリープ
ラザ
子ども演劇教室の定期公演です。ひたむ ラザ
☎0238-46-3311
きに努力してきた成果を披露します。

川西町

伊達家やその家臣にゆかりある城趾や寺
院等を巡り、その歴史を学びながらウォー
キングを楽しみます。
羽前小松駅、原田城
・集合： 8:20まで羽前小松駅集合
川西町まちづくり課
趾、小松城趾、大光院
☎0238-42-6668
・時間： 8:30～13:50（予定）
など
※昼食は各自でご持参いただくか、川西
町浴浴センターまどかのレストランをご利
用ください。

鶴岡市

親子参加歓迎！古道歩きと即身仏拝観で
地域の歴史に触れた後、ブナ林でのきの
こ採りと、昼食用のきのこピザ作りをしま
す。自然の中で遊びましょう！
＊集合時間・場所 9:00・道の駅「月山」月
山あさひ博物村 （解散予定14:00）
あさひむら観光協会
＊コース：田ノ頭林道～十王峠
＊ 参 加 費 大 人 2,000 円 、 中 学 生 以 下
1,000円（ガイド料、保険料、体験料、など）
＊持ち物：雨具、飲み物、山歩きのできる
服装と靴、タオル
＊ 定 員 ： 先 着 11 名 （ 申 込 期 限 ： 10/18
（日））

あさひむら観光協会
☎0235-53-3411

―

環境関連の事業者・団体・行政等が、地
球温暖化対策や自然との共生、3Ｒなど環 令和2年やまがたオン
境情報や環境技術、各種環境製品等の ライン環境展特設Web
情報発信を行い、循環型社会及び脱炭素 サイト
社会の形成を目指します。

令和2年やまがたオ
ンライン環境展実行
委員会事務局
☎023-630-2302

川西町

開演 14:00(開場 13:00)
川西町フレンドリープ
料金 500円(高校生以下無料)
川西町フレンドリープ
ラザ
※詳細は川西町フレンドリープラザホーム ラザ ホール
☎0238-46-3311
ページをご覧ください。

三川町

山形県のブランド米”雪若丸”と、庄内のカ
レー店のカレーをお好みで購入して食べ 庄内いろり火の里
ることができるイベントです。
なお、来場には、事前予約が必要です。

三川町観光協会
☎0235-66-4656

新庄市

年内最後のtsukutsukuマルシェになりま
す。ご来場の際は、新型コロナウイルス感 エコロジーガーデン
染症予防対策に十分ご留意ください。
時間：10:00～15:00

エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

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自分で作れます。弓 県立考古資料館
矢は作った後実際に使ってみましょう！

県立考古資料館
☎0238-52-2585

10

月山ビジターセンター
☎0235-62-4321

イベント名

日

ダリア切り花収穫デー 11/3(火・祝）

「山形青菜」の栽培体
験と置賜地域の郷土 11/3(火・祝)
料理づくり体験

令和２年度「山形学」
地域連携講座 雪調
に学ぶ市民講座 第４ 11/14(土)
回「雪調とシャルロッ
ト・ぺリアン」

kitokitoマルシェ

吉里吉里忌2020

11/15（日）

11/15（日）

米沢牛消費拡大事業 11月中旬

白石加代子
「百物語」

11/24（火）

親子でガラス玉を作ろ
11/28（土）
う

程

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

川西町

川西ダリヤ園最終日の恒例イベント。園内
のお気に入りのダリアを切り花として収穫 川西ダリヤ園
してお持ち帰りできます。

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112

川西町

在来野菜「山形青菜」栽培体験と、山形青
菜を使用した置賜地域の郷土料理づくり 川西町交流館「あい
体験です。2回講座となっていますが、両 ぱる」集合
方、または各回ごとの参加も可能です。

やまがた里の暮らし
推進機構
☎0238-54-3006

新庄市

雪調とフランスの建築デザイナーのシャル
ロット・ペリアンとの関わりについて学びま
す。
雪の里情報館
時間：9:30～11:30
１階雪国ギャラリー
費用：500円(全5回講座通して)
参加ご希望の方は、雪の里情報館までお
問い合わせください。

雪の里情報館
☎0233-22-7891

新庄市

年内最後のkitokitoマルシェ。11月のテー
マは「Sweets」です。ご来場の際は、新型
コロナウイルス感染症予防対策に十分ご エコロジーガーデン
留意ください。
時間：10:00～15:00

エコロジーガーデン
☎0233-29-2122

川西町

今年で没後10年となった井上ひさしをふる 川西町フレンドリープ 川西町フレンドリープ
ラザ
ラザ
さとの川西町で語り継ぐ文学忌です。
☎0238-46-3311

米沢市

事前配布の割引券と引き換えに、米沢牛
（精肉）を特別価格で提供します。対象店
米沢牛のれん会店舗
で米沢牛をお買い上げの方に、米沢おい ほか
しいもの巡りスタンプラリーのスタンプシー
ルを1枚差し上げます。

川西町

日本文学における「恐怖」をテーマに朗読
川西町フレンドリープ
川西町フレンドリープ
ラザ
の 形 態 で つ づ る 、 白 石 加 代 子 の ラ イ フ ラザ
☎0238-46-3311
ワークともいうべき一人芝居です。

高畠町

古墳から出土したガラス玉を観察し、ガラ
ス玉の加工方法の一つの「巻き付け技 県立考古資料館
法」を体験します。
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なせばなる米沢！秋
の元気回復キャン
ペーン実行委員会
☎0238-22-9607

県立考古資料館
☎0238-52-2585

●プロスポーツ試合情報(県内版)
チーム名

日

程

令 和 ２ 年 10 月 １ 日

大会名

概

要

場

所

問い合わせ

10/4（日）14:00～

2020明治
安田生命 VS 松本山雅FC
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

10/10（土）14:00～

2020明治
安田生命 VS FC琉球
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
10/10（土）18:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS 福島ファイヤーボンズ
2020-21

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
10/11（日）14:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS 福島ファイヤーボンズ
2020-21

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

10/18（日）14:00～

2020明治
安田生命 VS 愛媛FC
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

10/24（土）14:00～

2020明治
安田生命 VS 東京ヴェルディ
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
10/24（土）17:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS バンビシャス奈良
2020-21

南陽市民体育館

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
10/25（日）14:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS バンビシャス奈良
2020-21

南陽市民体育館

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
10/28（水）19：00～
ンズ

B.LEAGUE
VS 茨城ロボッツ
2020-21

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

11/4（水）
※日程未確定

2020明治
安田生命 VS アルビレックス新潟
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形

11/11（水）
※日程未確定

2020明治
安田生命 VS 大宮アルディージャ
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

モンテディオ山形

11/14（土）
※日程未確定

2020明治
安田生命 VS 徳島ヴォルティス
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

B.LEAGUE
VS ライジングゼファー福岡
2020-21

山形市総合スポーツ (株)パスラボ
センター
☎023-664-3646

モンテディオ山形

モンテディオ山形

モンテディオ山形

パスラボ山形ワイヴァ
11/14（土）18:00～
ンズ
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パスラボ山形ワイヴァ
11/15（日）14:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS ライジングゼファー福岡
2020-21

山形市総合スポーツ (株)パスラボ
センター
☎023-664-3646

2020明治
安田生命 VS ツエーゲン金沢
J2リーグ

NDソフトスタジアム山 ㈱モンテディオ山形
形
☎023-666-8882

パスラボ山形ワイヴァ
11/28（土）18:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS 群馬クレインサンダーズ
2020-21

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
11/29（日）14:00～
ンズ

B.LEAGUE
VS 群馬クレインサンダーズ
2020-21

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

11/25（水）
※日程未確定

●山形交響楽団演奏会(県内版)
演奏会名

日

程

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

やまがた芸術の森音
楽祭2020「山形ゆかり 10/10（土）14:00～
の音楽と"もがみ"」

山形市

ピアノ小曾根 真
チェロ：矢口 里菜子(山響首席)
琵琶：久保田 晶子
指揮：太田 弦
管弦楽：山形交響楽団
特別出演：やまがた愛の武将隊
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：佐藤 博子

やまがた芸術の森音
楽祭2020「思い出の 10/11（日）14:00～
映画音楽コンサート」

山形市

指揮：竹本 泰蔵
管弦楽：山形交響楽団

山形テルサホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

山形市

指揮：アルベルト・ヴェロネージ
演出・振付：大島 早紀子
合唱指揮：佐藤 宏
舞台監督：八木 清市
合唱団管弦楽：山形交響楽団

山形テルサホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

グランドオペラ共同制
10/31（土）14:00～
作『トゥーランドット』
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山形テルサホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

