令 和 ２ 年 10 月 30 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

2020年11月・12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

日

程

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

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。

月山山菜そば新そば
10/24（土）～11/1（日） 西川町
まつり

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

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。

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。

板そばまつり

お待たせしました!新そばの季節がやって
きます。
期間中、対象店舗で新そばを食べると、 最上川三難所そば街 村山市商工観光課
☎0237-55-2111
村山市の特産品等がその場で当たる抽 道加盟店(12店舗)
選ができます。おいしい新そばを食べに、
ぜひ村山市に足をお運びください。

米沢どん丼まつり

天童秋まつり

11/1(日)～11/30(月)

村山市

西川菊まつり実行委
員会
☎0237-74-4119

第24回西川牛モウモ
11/3（火）～11/22（日） 西川町
ウまつり

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

新庄そばまつり

11/8（日）

新庄産「最上早生」のそば粉を使い、腕自
慢のそばうち名人による、ひきたて、うち
新庄市山屋セミナー
たて、ゆでたてそばでおもてなしします。 ハウス
時間：【完全予約制】10：00～15：00
料金：予約前売券 1食 500円

新庄市農林課
☎0233-22-2111

白鷹町内
新そばまつり

①のどか村新そばまつ
り
11/8（日）
②あゆ茶屋新そばまつ
り
白鷹町
11/21（土）～22（日）
③パレス松風新そばま
つり
11/23（月・祝）

新庄市

①のどか村
☎0238-85-0380
隠れ蕎麦屋の里しらたか。新そばの季節 ①いきいき深山郷の ②道の駅白鷹ヤナ公
は各地区でそばまつりが開催されます。 どか村
園
②道の駅白鷹ヤナ公
☎0238-85-5577
地域ごとこだわりの風味豊かなそばをお 園あゆ茶屋
③鷹野湯温泉パレス
楽しみください。
③パレス松風
松風
☎0238-85-1001
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イベント名

最上町新そばまつり

甲子大黒天例祭

日

程

11/15（日）

11/19(木)

第26回山形市伝統的
11/28（土）～29（日）
工芸品まつり

第7回ビッグウイング
フェスティバル

ひがしねウィンター
フェスティバル

羽黒山松例祭

11/28（土）～29（日）

11/28（土）～
R3/1/11（月）

12/31（木）～
R3/1/1（金）

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

最上町

最上町産の香り高く、甘みとコシが強い品
種の「最上早生」を今年は完全予約制ドラ
イブスルーで販売します。手打ち蕎麦3人
前（特製つゆ付）1,500円を限定100セット 山形県最上町赤倉温 最上町新そばまつり
実行委員会
ご用意しました。また、購入券半券提示で 泉スキー場
☎0233-43-2340
赤倉温泉旅館加盟店の日帰り入浴が500
円のところ300円でご利用いただけます。
予約申込み：10/26（月）～11/6（金）

米沢市

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。

山形市

山形鋳物や山形仏壇、和傘、打刃物、こ
けし、桐箱、籐工芸など様々な山形市の
伝統的工芸品を見て、触って、購入できる
年に一度のイベントです。各業種の職人 山形ビッグウイング
が一堂に会する貴重な機会です。伝統的
工芸品ならではの魅力と匠の技を肌で感
じてください。入場無料。

山形市伝統的工芸品
まつり実行委員会
（山形市山形ブランド
推進課内）
☎023-641-1212

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。
山形ビッグウイング
また、同じ会場において「山形市伝統的工
芸品まつり」が併催されます。

山形ビッグウイング
☎023-635-3100

東根市

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。

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

鶴岡市

大晦日から元日にかけて行われる羽黒山
の代表的な祭りで様々の神事が行われま 出羽三山神社三神合 出羽三山神社社務所
す。（今年度は一般の方の参列をお断りし 祭殿前（羽黒山山頂） ☎0235-62-2355
ております。）

板そばまつり（村山市）
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●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」

市町村

場

所

問い合わせ

戸沢村

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
行しています。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

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/

県県土利用政策課
☎023-630-2581

上山市

新湯・湯町温泉街からほど近い3.1㎞の西
山コースを、専門ガイドがご案内します。
色づいた木漏れ日の森で深呼吸したり、
クヌギやミズナラのドングリを拾ったり、
とっておきの時間をお楽しみください。
かかし茶屋前集合
服装は歩きやすい格好・靴がおススメ。約
２時間、鳥のさえずり、紅葉、土の感触、
時間を忘れて自然の中で過ごしてみませ
んか。
２名～受付／前日15:00まで要予約。

（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

7/1（水）～12/28（月）

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」

要

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

『やまがた景観物語』
7/1(水)～R3/1/31(日) 全市町村
写真コンテスト

秋の里山クアオルト
暮色（くれいろ）ウォー
集合13：50／スタート
キング
14：00／終了16：00

概

『やまがた景観物語』
7/20(月)～1/20(水)
スマホスタンプラリー

全市町村

とざわフォトコンテスト
8/1（土）～11/30（月）
2020

戸沢村

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/
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
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。

長井百秋湖（長井市）
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県県土利用政策課
☎023-630-2660

戸沢村観光物産協会
☎0233-72-2110

イベント名

日

程

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

川西町

概

要

場

所

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。
川西ダリヤ園
○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

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

・営業時間
9:00～18:00（10月以降は日没閉園）

川西ダリヤ園

問い合わせ

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
☎0238-42-2112
川西町まちづくり課
☎0238-42-6668

・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） 新庄市

「善次郎と一水会の仲
9/5（土）～12/6（日）
間たち」展

かみのやまＳＴＡＹ特
別企画！【ＧＯＧＯか
みのやま！】

鶴岡市

9/18（金 ）～
R3/2/28（日）

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：9:00～16:30
入館料：大人400円、高校・大学生300円、
小・中学生200円

いでは文化記念館
☎0235-62-4727

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。
期間：8/22（土）～11/23（月）
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）
※11/3(文化の日）は観覧料無料

新庄市

近岡善次郎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
愛した画伯の温かさに触れます。
新庄ふるさと歴史セン 新庄ふるさと歴史セ
ター1F洋画家 近岡善 ンター
期間：9/5（土）～12/6（日）
☎0233-22-2188
開館時間：9:00～16:30（16:00最終入館） 次郎記念室
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(文化の日）は観覧料無料

上山市

かみのやま温泉旅館組合加盟旅館、蔵王
坊平高原、猿倉エリア、蔵王ペンション村
に2泊以上の連泊で、5ポイント（約5,000円
相当・おとなこども同ポイント）の滞在中に
使えるポイントがもらえる特別企画！
上山市内参画宿泊施
果樹園でのフルーツ狩りや、リナワールド 設
のフリーパス、上山城入館と特産品詰め
合わせなど、市内で体験できるメニューが
盛りだくさん！
詳しくは観光物産協会ホームページをご
覧ください。
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（一社）上山市観光物
産協会
☎.023-672-0839
営業時間：9:00～
17:00

イベント名

日

程

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

市町村

県内全域

概

要

場

所

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。

問い合わせ

山形県観光物産協会
☎023-647-2333

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

「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。

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

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

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

麺くいヨネザワラリー

10/1（木）～11/30（月） 米沢市

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

10/9（金）～
R3/1/31（日）

新庄市

江戸期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。
期間：10/9（金）～Ｒ3/1/31（日）
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(文化の日）は観覧料無料

白鷹町

対象店舗で500円のお食事ごとに1スタン 町内の参加店32店舗
プ押印します。10スタンプ以上集めて、素 ※詳しくは（一社）白鷹 (一社）白鷹町観光協
町観光協会ホーム
会
敵な景品をゲットしよう！
☎0238-86-0086
景品…オリジナルマスキングテープ、オリ ページをご覧くださ
い。
ジナルマフラータオル、米沢牛 ほか

収蔵品展「藩政期の
産業と交通の発達」

しらたかグルメスタン
プ［く～か～ど］

ながい百秋湖 遊覧
船

10/15（木）～
R3/2/28（日）

10月16日（金）～11月8
長井市
日（日）のうち20日間

第108回南陽の菊まつ
10/16（金）～11/8（日） 南陽市
り

湖面をゆったりと進む船内から、色鮮やか
な長井ダムの紅葉をお楽しみください。
（※1.東北6県および新潟県にお住まいの
方のみお申込みいただけます。※2必ず
事前の電話予約をお願いします。※3.運
航日についてはやまがたアルカディア観 ながい百秋湖
光局ホームページをご覧ください。※4.乗
船定員は20名ですが、同一団体貸し切り
の場合は39名まで可能です。※5.乗船料
金 おとな（中学生以上）2,000円、こども
（小学生以下）1,000円）

（一社）やまがたアル
カディア観光局
☎0238-88-1831

第108回南陽の菊まつりは、市の花「菊」
の伝統と文化を継承することに主眼を置 宮内会場(熊野大社） 南陽市菊まつり実行
委員会
き実施します。規模は小さいですが、南陽
☎0238-40-3211
の菊を見ていただきたいと思います。
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イベント名

日

程

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

宝珠山ライトアップ・光
10/25（日）～11/8（日） 山形市
のロードスタート

奥之院までライトアップで光のロードを実 宝珠山・門前町商店
街
施。

山寺観光協会
☎023-695-2816

令和2年やまがたオン
10/30(金)～1/31(日)
ライン環境展

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

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

tsukutsukuマルシェ

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 新庄市エコロジーガー 新庄市エコロジー
ガーデン
デン
染症予防対策に十分ご留意ください。
☎0233-29-2122
時間：10:00～15:00

白鷹町

キャンペーン実施店で食事をし応募してい 熊屋
ただくと、抽選で各店の「そば食事券」が 宝思そば
(一社）白鷹町観光協
そばきり八寸
会
当たります。
のどか村
☎0238-86-0086
この機会に白鷹のおいしいお蕎麦をご堪
釜の越桜茶屋(土日の
能ください。

11/1（日）

―

千利庵

新そば・旬そばキャン 11/１（日）～
ペーン
R３.２/28（日）

み営業)

手打ちによるコシの強さと朝日地域産新
そばの風味をぜひ御賞味ください。
＊前売りチケット：1,500円(電話予約可)
店内販売1,600円
＊日時:11/1(日)～11/30(月)11:00～16:00 道の駅「月山」
月山あさひ博物村
＊内容: 十割新そば・季節の天ぷら・小鉢 そば処「大梵字」
あげむきそば・そばの白玉ぜんざい・ゆど
のの塩
※団体でご利用の場合は、あらかじめ御
予約をお願いいたします。

そば処 大梵字
☎0235-53-3413

フォトジェニックな酒田のスポットに酒田舞
娘が登場。
本間美術館（清遠閣）
普段はなかなか見ることのできない、湊町 山王くらぶ、山居倉庫
風情の中の酒田舞娘を撮影できます。

酒田交流おもてなし
市民会議（酒田市交
流観光課）
☎0234-26-5759

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

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

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

大泉竹芳（友子）、笹原紅華（幸子）、髙桑
千雫（美喜子）による書道作品を展示しま
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

そば処「大梵字」 新
そば御膳

11/1(日)～11/30(月)

湊町風情「酒田舞娘
道中」

11月の土日祝
12/5（土）～6（日）、12
酒田市
（土）～13（日）、19（土）
～20（日）

みんなで秋の感謝祭
庄内カレー食べくらべ
11/1（日）
雪若丸 三たび参
上！

弓矢・勾玉・石器を作
11/3（火・祝）
ろう

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

竹芳書道展

11/5(木)～11/29(日)

鶴岡市
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イベント名

日

程

特別展 元禄紅花染
め着物と屏風展 紅 11/7(土)～
花染め衣装3点 特別 11/8(日)予定
公開

和ろうそくで見る紅花
11/８(日)予定
衣装 特別展

マムフェス2020 菊と
市民の市民のドライブ
11/８（日）
インシアター㏌ＮＡＮＹ
Ｏ

コロナに負けるな！天
11/14（土）
童市農畜産物販売会

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）

金俣"新そば"そば打
11/15(日)
ち体験

米沢牛消費拡大事業 11月中旬

いいもの山形展

白石加代子
「百物語」

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

山辺町

日本遺産に認定された「山寺が支えた紅
花文化」の構成文化財である元禄紅花染
め着物を展示します。退色しやすいことか 山辺町ふるさと資料
ら常設展示は行っていないため、年に一 館
度の貴重な機会となっております。ぜひご
鑑賞ください。

山辺町ふるさと資料
館
☎023-664-5033

山辺町

日本遺産に認定された「山寺が支えた紅
花文化」の構成文化財である元禄紅花染
山辺町ふるさと資料
め着物を、今年は3回に分けて和ろうそく 館
でともしながらご覧いただけます。※人数
に限りがありますのでご注意ください。

山辺町ふるさと資料
館
☎023-664-5033

南陽市

車の中から映画を鑑賞出来る「ドライブイ
南陽市商工会
ンシアター」を開催いたします。また、イベ シェルターホール南陽 ☎0238-40-3232
ント当日は花火も打ち上げる予定です。

天童市

今年地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録さ
れた「山形ラ・フランス」や天童牛をはじめ
とした、天童市産の農畜産物をお買い求
めやすい価格で販売します。また、観光物
産展等の相互交流を行っている、茨城県
土浦市、群馬県館林市、北海道網走市の 天童市農協本所広場
特産品の販売も行いますので、ぜひ足を
お運びください。なお、入場の際は新型コ
ロナウイルス感染防止対策としてマスクの
着用や検温、手指消毒等のご協力をお願
いします。

天童市農業まつり実
行委員会（天童市経
済部農林課内）
☎023-654-1111

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6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
新庄市エコロジー
新庄市エコロジーガー
ガーデン
コロナウイルス感染症予防対策に十分ご デン
☎0233-29-2122
留意ください。
時間：10:00～15:00

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

遊佐町

挽きたての新そば粉を使って、そば打ち
体験をします。一人前を試食し三人前を しらい自然館
持ち帰りお家で食べます。(一人で四人前
を打ちます)

鳥海山おもしろ自然
塾推進協議会
☎0234-72-2069

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。

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

11/21(土)11:00～17:00
天童市
11/22(日)11:00～16:00

山形県産品愛用運動
暮らしに彩りを添える、個性豊かな県産品 イオンモール天童2階 推進協議会(事務局：
イオンホール
商業・県産品振興課)
を集めた展示・販売会を開催します。
☎ 023-630-2498

11/24（火）

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。

親子でガラス玉を作ろ
11/28（土）
う
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県立考古資料館
☎0238-52-2585

イベント名

日

程

市町村

電動糸のこ教室(クリ
スマスツリー作り)

コースターを作ろう

11/29(日)

12/5（土）

古代風ブレスレットを
12/5（土）
つくろう

蔵王温泉スキー場開
12/12(土）
き

黒伏高原スノーパーク
「ジャングル・ジャング 12/12（土）～
ル」オープン

令和2年度「山形学」
地域連携講座
雪調に学ぶ市民講座 12/12(土)
第5回「ワークショップ・
わら細工」

12/12（土）プレオープ
山形県最上町赤倉温 ン
泉スキー場開き
12/19（土）フルオープ
ン

学業成就祈願法要

大人の自由研究

12/13（日）
10：00～11：00

12/19（土）

羽黒山スキー場オー
12/19(土)～
プン

要

場

所

問い合わせ

上山市

＜かみのやま温泉発着＞南陽市 熊野大
社の縁結び祈願祭『月結び』へご案内しま
す。
かみのやま温泉から、満月の夜に素敵な
恋旅に出かけませんか？
■旅行代金 大人1名 7,000円（税込）
かみのやま温泉観光
※ジャンボタクシー乗車代、月結び参拝 案内所集合
料を含む
・1名より受付（最少催行人員4名）
・出発4日前まで要予約（空きがあれば当
日受付可）
・大人（20歳）のみの限定コースです
・ジャンボタクシーは乗合となります

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

遊佐町

電動糸のこを使って、木工体験をします。
子どもも大人も楽しめる教室です。自分の しらい自然館
作りたいものでも、課題作りでも自由で
す。初心者の方には丁寧に指導します。

鳥海山おもしろ自然
塾推進協議会
☎0234-72-2069

高畠町

縄文・古代の技術をカラムシからとった繊
維を使ってアンギン台やミニ機織機でコー 県立考古資料館
スターをつくります。

県立考古資料館
☎0238-52-2585

高畠町

古代から人々の生活で使われてきたアサ
の紐を編んで自分だけのブレスレットをつ 県立考古資料館
くります。

県立考古資料館
☎0238-52-2585

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
蔵王温泉スキー場上 蔵王温泉観光協会
峰を見渡す大パノラマで、初滑りを楽しん の台ゲレンデ
☎023-694-9328
でみませんか。（滑走が可能かはゲレンデ
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・ジャングル」がいよいよオープ 黒伏高原スノーパーク 黒伏高原スノーパー
ク ジャングル・ジャ
「ジャングル・ジャング
ンします。
ングル
今シーズンも多彩なイベントを開催しま ル」
☎0237-41-5555
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。）

新庄市

雪調が冬期間に取り組んだ手仕事「わら
細工」のワークショップを行います。
時間：9:30～11:30
雪の里情報館
費用：500円（全6回講座通して）
※別途材料費が必要となります。
申込書を持参、またはＦＡＸにてお申し込
みください。

最上町

林の中の非圧雪ゾーンを滑ることができ
るツリーランエリアや上級者向けのコース
が充実。
また、お子様の初めての雪遊び、ソリ滑
り、スキー滑走を十分にお楽しみいただけ
最上町役場交流促進
山形県最上町赤倉温
課
ます。
泉スキー場
☎0233-43-2262
12/19 （ 土 ） フ ル オ ー プ ン で は 本 格 的 な
シーズンインを記念してリフト券が無料で
す！！！
リフト運行時間 8：30～16：00（プレオープ
ン祭事は9：00～）

山形市

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しいたし 山寺・根本中堂
ます。
参加料：3,000円

山寺観光協会
☎023-695-2816

高畠町

カラムシと呼ばれる植物から繊維をとり、
糸を紡いだり布を作成する体験学 習で 県立考古資料館
す。

県立考古資料館
☎0238-52-2585

鶴岡市

羽黒山バイパスの開通でアクセスしやすく
なりました。オープン日の12/19午後から
無料開放します。また、バイパス開通記念 羽黒山スキー場
として、12/20～R3/1/8の期間は、１日券
が格安で購入できます。さらに1/9・16・23
は中学生以下無料です。

休暇村庄内羽黒
☎0235-62-4270
羽黒庁舎産業建設課
☎0235-26-8776

11/29（日）
12/26（土）
かみのやま月結びツ
アー
17：50集合
18：00出発
21：00頃解散

概
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雪の里情報館
☎0233-22-7891

イベント名

日

程

たらのきだいスキー場
12/19(土)～
オープン

年越しそば打ち体験

12/20(日)

電動糸のこ教室(干支
12/20(日)
とパズル作り)

樹氷ライトアップ

12/26(土)～2/28(土)
期間中限定47日間
17:00～21:00

市町村

概

要

場

所

問い合わせ

鶴岡市

壮大な景観とナイターを楽しめるスキー
場。日中は庄内平野と日本海を見渡す大
パノラマ、夜は鶴岡市街地の夜景が広が たらのきだいスキー場
る絶好のロケーションです。平日はナイ
ターのみの営業、土日祝・年末年始は終
日ご利用いただけます。

たらのきだいスキー
場
☎0235-57-5470
☎0235-57-2115

遊佐町

自分で"年越しそば"を打つためのそば打
ち体験をします。一人前を試食し三人前を しらい自然館
持ち帰りお家で食べます。(一人で四人前
を打ちます)

鳥海山おもしろ自然
塾推進協議会
☎0234-72-2069

遊佐町

電動糸のこを使って、木工体験をします。
子どもも大人も楽しめる教室です。自分の しらい自然館
作りたいものでも、課題作りでも自由で
す。初心者の方には丁寧に指導します。

鳥海山おもしろ自然
塾推進協議会
☎0234-72-2069

山形市

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。
蔵王ロープウェイ山
蔵王ロープウェイ地蔵
麓駅
夜は期間限定でライトアップを実施しま 山頂駅周辺
☎023-694-9518
す。漆黒にライトアップで浮かび上がる幻
想的な樹氷は必見です。

ナイトクルーザー号で 12/26（土）～2/28（土）
行く「樹氷幻想廻廊」 期間中限定47日間
山形市
ツアー
17:00,18:00,19:00,20:00

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乗車して 樹氷山麓駅集合・樹
間近で見ることができます。（大人4,500 氷高原駅発着
円、小人3,800円）

蔵王ロープウェイ山
麓駅
☎023-694-9518
※事前予約必要

歳の市

ゆざの歳の位置『ゆざっと軽トラ市』を毎
年 開催 して いま す。 自慢 の野 菜か ら果 遊佐駅前
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

12/29(火)

遊佐町

12/30（水）
鐘楼すす払い・お供え 10：00～鐘楼すす払
山形市
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、お供え用
山寺山門前鐘楼前広 山寺観光協会
の餅つきを行います。無料で一般の参加 場
☎023-695-2816
も可能です。

山寺大晦日除夜の鐘 12/31（木）23：30～

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、玉こんにゃくの振る舞いもあ 山寺山門前鐘楼
り、先着108名に干支の記念品のプレゼン
トがあります。

高畠町

まほろば古の里歴史公園にある安久津八
幡神社の三重塔は、県の文化財に指定さ
高畠町役場商工観光
安久津八幡神社境内
課
れている高畠町のシンボルで、年末年始
☎0238-52-4482
にライトアップされます。12/31（木）17:00
～1/１（金）7:00

三重塔ライトアップ

12/31（土）
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山寺観光協会
☎023-695-2816

●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 30 日

大会名

概

要

場

所

問い合わせ

11/4（水）19:00～

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

11/11（水）19:00～

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

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー 11/14（土）13:00～
レ

2020-21
V.LEAGUE
VS 千葉エンゼルクロス
DIVISION2
WOMEN

酒田市国体記念体育
館

パスラボ山形ワイヴァ
11/14（土）18:00～
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

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー 11/15（日）14：00～
レ

2020-21
V.LEAGUE
VS フォレストリーヴズ熊本
DIVISION2
WOMEN

酒田市国体記念体育
館

モンテディオ山形

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

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

モンテディオ山形

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

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー 12/5（土）15:00～
レ

2020-21
V.LEAGUE
VS フォレストリーヴス熊本
DIVISION2
WOMEN

山形県総合運動公園
総合体育館

モンテディオ山形

2020明治
安田生命 VS FC町田ゼルビア
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

2020-21
V.LEAGUE
VS 千葉エンゼルクロス
DIVISION2
WOMEN

山形県総合運動公園
総合体育館

モンテディオ山形

モンテディオ山形

11/15（日）14:00～

11/25（水）19:00～

12/2（水）19:00～

プレステージ・インター
ナショナル・アランマー 12/6（日）14:00～
レ
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パスラボ山形ワイヴァ
12/12（土）
ンズ

B.LEAGUE
VS 西宮ストークス
2020-21

モンテディオ山形

2020明治
安田生命 VS ファジアーノ岡山
J2リーグ

12/13（日）14：00～

(株)パスラボ
☎023-664-3646

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
12/13（日）
ンズ

B.LEAGUE
VS 西宮ストークス
2020-21

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
12/26（土）
ンズ

B.LEAGUE
VS 群馬クレインサンダーズ
2020-21

(株)パスラボ
☎023-664-3646

パスラボ山形ワイヴァ
12/27（日）
ンズ

B.LEAGUE
VS 群馬クレインサンダーズ
2020-21

(株)パスラボ
☎023-664-3646

●山形交響楽団演奏会(県内版)
演奏会名

第288回定期演奏会

日

程

市町村

11/28（土）19:00～（18：
00開場）
山形市
11/29（日）15:00～（14：
00～開場）

東京バレエ団 ～くる 12/19（土）
み割り人形～
13:30開演(開場12:30)

山形市

概

要

場

所

問い合わせ

指揮：粟辻 聡
ピアノ：ゲルハルト・オピッツ

山形テルサホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607

音楽：ピョートル・チャイコフスキー
台本：マリウス・プティパ
改訂演出振付：斎藤 友佳理
舞台美術：アンドレイ・ボイテンコ
装置・衣裳：ニコライ・フョードロルマー
シャ、秋山 瑛
くるみ割り王子：宮川 新大
演奏：山形交響楽団

やまぎん県民ホール
大ホール

山響チケットサービス
☎023-616-6607
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