平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

7月～8月イベントカレンダー
●観光キャンペーン
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。

「山形日和。」花回 3/1(水)～
廊キャンペーン
7/9(日)

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

●祭り
イベント名
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程
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バラまつり2017

6/1(木)～
7/2(日)

村山市

「恋人の聖地」にも認定されている東
沢バラ公園では、見頃を迎える6月上旬
村山市商工観光課
から7月上旬にかけて、毎年「バラまつ
り」を開催しています。初夏のバラは 村山市東沢バラ公 ☎0237-55-2111
(一社)村山市観光
大ぶりで香りも強く、広大な敷地に色 園
物産協会
とりどりのバラが咲き誇ります。ご家
☎0237-53-1351
族と、ご友人と、何度でもお越しくだ
さい。

南陽のバラまつり

6/1(木)～
7/5(水)

南陽市

340種、6000本のバ ラが 段丘 に咲 き誇
り、地形上、バラの季節には香りが立
南陽市観光協会
南陽市双松バラ園 ☎0238-40-2002
ち上り、香りのバラ園とも言われてい
ます。

山辺町

15,000 ㎡ の 敷 地 に 約 3,000 株 の ラ ベ ン
ダーが咲き誇ります。今年は定番のラ
玉虫沼農村公園指
ベンダーソフトクリームに加え新登場
玉虫沼農村公園か 定管理者㈱内外緑
のご当地かき氷(地元果物ソース、やま
化
おりの広場
べ牛乳)なども販売されます。祭期間中
☎023-666-2701
は、町特産品が当たる町内周遊スタン
プラリーも実施されます。

長井市

3.3ヘクタールの園内に500種100万本の
あやめが咲き誇る、日本有数のあやめ
公園です。「長井古種」と呼ばれる、 あやめ公園
長井でしか見ることのできない品種が
あります。

山辺町ラベンダー祭

6/10(土)～
7/17(月)

あやめまつり

6/10(土)～
7/5(水)

村山市 バラまつり

天童紅花まつり

7/1(土)～
7/9(日)

月山神社本宮開山祭 7/1(土)

「庄内酒まつり2017
7/1(土)
～やまがた芳醇～」

天童市 天童紅花まつり

長井市観光協会
☎0238-88-5279

飯豊町 いいで黒べこまつり

天童市

松尾芭蕉も訪れた天童の紅花が、上貫
津の紅花畑に咲き誇ります。約7万本の 龍神の里じゃがら 天童紅花まつり実
行委員会
紅花が満開を迎えると、紅花畑一面が むら上貫津紅花畑 ☎023-654-1111
鮮やかな黄色に染まります。

鶴岡市

毎年7月1日に行われる月山開山祭。遅
く短い夏の訪れを告げる。参拝者・登
月山神社本宮
山者が、周辺市町村のみならず、全国
各地より訪れる。

出羽三山神社社務
所
☎0235-62-2355

鶴岡市

【JA全農山形鶴岡倉庫】
・庄内酒まつり2017～やまがた芳醇～
庄内全18酒蔵・100銘柄以上の地酒の試
飲チケット 前売り券2,000円 当日券
2,500円 時間:11:00～18:00
【マリカ西館3階市民ホール】
・そば処 まやのやかた
越沢そばを特別価格で提供！
1食800円（限定300食）
時間:12:00～14:00
【マリカ広場ビアホール】
鶴岡駅前の賑わい創出のため、選りす
ぐりの一品を集めました。ステージイ
ベントも開催！
※全農倉庫とマリカ西館の間を歩行者
天国にし.、食のブースを設置
※FOODEVER（マリカ東館1F）同日グラ
ンドオープン！

庄内酒まつり実行
委員会
☎0235-25-2111(内
線529)
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JA全農山形鶴岡倉
庫
マリカ西館3階市
民ホール
マリカ広場ビア
ホール

いいで黒べこまつり 7/2(日)

山形紅花まつり

7/8(土)
7/9(日)

河北べにばな祭り

7/8(土)
7/9(日)

大石田・尾花沢・村
山 おくのほそ道 最 7/8(土)
上川そば三街道 そば 11:00～14:00
の里まつり

第23回白鷹紅花まつ 7/8(土)
り
7/9(日)

あじさい祭り

あじさいまつり

7/8(土)
7/9(日)

7/9(日)

飯豊町

最高級の飯豊牛をプライスダウンでい
飯豊町農林振興課
どんでん平ゆり園 ☎0238-87-0525
ただけるとってもオイシイお祭り。

山形市

映画「おもひでぽろぽろ」の舞台と
なった高瀬地区。まつりでは、紅花の
山形市高瀬紅花セ 紅花まつり実行委
員会
無料プレゼントのほか、紅花染め・紅
ンター他
☎023-686-3341
花摘みなどの体験コーナーなども開催
されます。

河北町

両日共に紅花の切花プレゼント（数に
限りあり）。紅染め体験、紅花摘み体
験 な ど 、 も り だ く さ ん の イ ベ ン ト で 紅花資料館
す。夜はイルミネーションのライト
アップで彩られます。

大石田町

最上川沿いにはそばの産地が多く、各
産地はそれぞれに「そば街道」と銘打
ちPRしてきました。大石田の「来迎寺
おくのほそ道最上
在来」、尾花沢の「最上早生」、村山
川そば三街道協議
の「でわかおり」、三街道の個性の違
クロスカルチャー 会
う手打ちそばを同じ盆に盛って提供
(事務局:大石田町
プラザ桂桜会館
し、そばの味比べを行う年に一度の機
産業振興課)
会です。それぞれの極上の風味をお楽
☎0237-35-2111
し み く だ さ い 。 時 間 は 11:00 ～ 14:00
で、料金は3品種のそばがセットで700
円(当日800円)です。

白鷹町

紅花まつり会場では、切花の販売や紅
花染め体験、フラワーアレンジメント
が楽しめるほか、ステージイベントと
してやまがた舞子の演舞の披露があり
ます。また、紅花にぎやか商店街や地
元のそば打ち名人による手打ちそばも
お楽しみいただけます。

白鷹町

八乙女八幡神社の参道などに、青や
紫、白のあじさいが咲きほこる中、境
内に飾られた風鈴により涼しげな雰囲
気が味わえます。また、麦茶の振る舞 荒砥城跡八乙女ヶ 荒砥地区コミュニ
ティセンター
いや、手づくりの苔玉の展示・販売・ 丘
☎0238-85-0260
体験もあります。夕方にはぼんぼりに
火が灯り訪れる人を楽しませてくれま
す。

新庄市

新庄市東山のあじさいの杜では、約4万
5千株のあじさいが7月に見頃を迎えま
す。あじさいまつりでは、お茶会やス
あじさいの杜
テージイベントなどを咲き誇るあじさ
いとともにお楽しみください。(詳細は
新庄市都市整備課まで)

新庄市都市整備課
☎0233-22-2111

肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

河北町観光協会
☎0237-72-3787

滝野交流館
萩野大日堂
白鷹町観光協会
十王コミュニティ ☎0238-86-0086
センター八卦分館

肘折温泉 開湯祭

7/14(金)

大蔵村

肘折温泉の開湯の日とされる7月14日に
執り行われる神事。地蔵神輿行列や開
湯餅まき等が行われ、温泉街が賑わい
肘折温泉街
ます。湯の神様に感謝し、長い間温泉
を守ってきた先人たちの偉業をたたえ
ます。

戸魂祭

7/15(土)

戸沢村

もがみ北部商工会
戸沢村の熱い魂を持った青年たちがく
戸沢村中央公民館 戸沢事務所
りひろげるビアガーデンです。
☎0233-72-2665

大石田町
大石田・尾花沢・村山おくのほそ道
最上川そば三街道 そばの里まつり
めざみ祭(海の日まつ 7/15(土)～
り)
7/17(月)

大蔵村 肘折温泉開湯祭

飯豊町

遊佐町 載邦碑祭

めざみの里観光物産館の一大イベント めざみの里観光物 めざみの里観光物
産館
「海の日」編。
産館
☎0238-86-3939
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鶴岡市

五穀豊穣、家内安全を祈願する祭
り、。稲の花をかたどった造花の梵天
には大きな霊験があるといわれ、御輿
とともに鏡池を一周した後に、参拝者
が 梵 天 を 奪 い 合 う 様 子 は 圧 巻 で す 。 出羽三山神社三神 出羽三山神社社務
所
日程：午前9時～ 黒川能奉納、藤間乾 合祭殿前
☎0235-62-2355
社中奉納舞踊、高寺八講奉納、羽黒太
鼓奉納、羽黒一小みかぐら奉納 午前
10 時 例 大 祭 ( 本 殿 )
正 午 神 幸式
(庭上)
午後1時 献花授与(庭上)

Y-1グルメグランプリ
＆ミュージックフェ 7/16(日)
スティバル

米沢市

米沢の夏のまつりとして、参加者の投
票がグランプリを決める米沢のB級グル
メ イ ベ ン ト と 、 米 沢 で 活 躍 す る ア ー 松川河川敷
ティストなどが中心に盛り上げる野外
音楽フェスが同時に開催されます。

Y-1グルメグランプ
リ:米沢商工会議所
青年部
☎0238-21-5111
ミュージックフェ
スティバル:米沢青
年会議所
☎0238-29-0336

戴邦碑祭

遊佐町

庄内の国替えを農民と一緒に反対運動
の中心的な活躍によって中止させた文
玉龍寺
隣和尚を慕い、感謝の気持ちをささげ
るための祭です。

遊佐町役場まちづ
くり支援係
☎0234-72-5884

きゅうり天王まつり 7/17(月)

河北町

毎年7月の海の日、谷地八幡宮境内に
きゅうりをお供えするお祭り。谷地八
幡宮表参道周辺にろうそくを灯すキャ 谷地八幡宮
ンドルページェントもあわせて行わ
れ、幻想的な雰囲気に包まれます。

河北町谷地八幡宮
☎0237-72-2149

第19回山形市酪農ま
7/22(土)
つり

山形市

緑に囲まれた自然豊かな放牧場で牛の
山形市酪農まつり
乳しぼりやバターづくりなど楽しいイ 山形市西蔵王放牧 実行委員会
☎023-641-1212
ベントを通じて酪農を身近に体感する 場
（内線432）
ことができます。

7/22(土)
7/23(日)

鶴岡市

加藤清正公・忠廣公尊霊及び遠藤虚籟
先生糸塚供養などを行い、信徒信奉者
天澤寺
丸岡地内・天澤寺 ☎0235-57-2252
の家内安全、商売繁盛の大祈祷法要を
営みます。

第29回ゆざ町夕日ま 7/22(土)
つり
7/29(土)

遊佐町

二部構成で行われる遊佐の夕日まつ
り。第一部は、遊楽里前にステージが
設置され、コンサートやよさこいソー
ランなどで会場を盛り上げます。第二
部は、西浜海水浴場で行われる花火大
会。海上スターマインや音楽にのせた
花火の打ち上げで庄内地方の夏のはじ
まりを告げます。

天狗山祭り

7/23(日)

飯豊町

標高541m。昔は修験場で女人禁制だっ
小白川天狗山
た、小白川地区の天狗山で、年に1度の
宝蔵院
お祭りが開催されます。

奉賛会
☎0238-75-2509

熊野大社例大祭

7/24(月)
7/25(火)

南陽市

24日は夜祭、25日は例大祭が行われま
す。例大祭では子供たちがすくすく育
熊野大社
つよう祈る歴史のある「梵天ばよい」
が行われます。

熊野大社社務所
☎0238-47-7777

高畠町

太陽館前公園での世界のビール祭り
や、充実のフードコーナー、ミュー
ジックステージの開催。こどものお祭 高畠町太陽館
りではスーパーボールすくいを楽しめ
ます。

(一社)高畠町観光
協会
☎0238-57-3844

飯豊町

「真夏に雪で遊びましょ」をコンセプ
トに、雪上宝探し、雪のすべり台、ミ
ニライブなどイベント盛りだくさんの2
飯豊町数馬・白川 中津川地区公民館
日間。冬は3ｍもの積雪となる豪雪地に
☎0238-77-2020
ダム湖岸公園
住む若者たちが、イベントを作り上げ
ます。真夏の夜空いっぱいに打ちあが
る花火は迫力満点です！

十六羅漢まつり＆ラ
7/29(土）
イトアップ

遊佐町

十六羅漢岩の前で海上安全祈願式典が
行われます。また、この時期にあわせ
十六羅漢岩
て十六羅漢岩のライトアップが行われ
ます。

遊佐町役場企画課
観光物産係
☎0234-72-5886

2017みなとオアシス
7/30(日）
まつり

酒田市

ステージイベントや、海産物を食べら 酒田港本港地区
れるテントブースなど、酒田港で様々 (酒田海洋セン
な体験が楽しめます。
ター周辺)

酒田市商工港湾課
☎0234-26-5758

米沢市

愛宕神社の例祭日である8月1日に行わ
れます。神輿と松明が愛宕山頂の神社
まで勇壮に上ります。夕刻からは、松 愛宕神社及び地蔵 愛宕神社
☎0238-23-3268
岬神社で採火された御神火の松明を 園
持った行列が「六根清浄、身体堅固」
と声をかけ市内を練り歩きます。

例祭(花祭り)

清正公祭

7/15(土)

7/16(日)

太陽館夏の夜まつり 7/28(金)

SNOWえっぐフェス
ティバル

愛宕の火祭り

7/29(土)

8/1(火)
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7/22(土):鳥海温
泉「遊楽里」前ふ
れあい広場
7/29(土):西浜海
水浴場南側特設会
場

第一部
鳥海温泉「遊楽
里」
☎0234-77-3711
第二部
NPO法人遊佐鳥海観
光協会
☎0234-72-5666

第37回花笠サマー
フェスティバル・第 8/4(金)
36回山形県観光物産 11:00～19:00
市

山形市

山形花笠まつりを華やかに盛り上げる
ため、花笠パレードの行なわれるコー
スを会場にして、商店街参加の花笠サ
マーフェスティバルと県内市町村の特
産品を一堂に集めた山形県観光物産市
が開催されます。

米沢牛肉まつり

米沢市

七輪を囲んで野外で最高級の米沢牛の
すき焼きを堪能できます。完全チケッ 松川河川敷
ト前売り制です。

酒田市

粋な三弦の調べにのせて優美な甚句流
しが酒田の街いっぱいに繰り広げられ
（一社）酒田観光
ます。
酒田市中心商店街 物産協会
☎0234-24-2233
アップテンポのビートにのせて行われ
るダンスの祭典S-jinkuにも注目！

山形市

威勢のいい掛け声と花笠太鼓の勇壮な
音色。 華やかに彩られた山車を先頭
に、艶やかな衣装と紅花をあしらった
笠を手にした踊り手が、 山形市のメイ
ンストリートを舞台に群舞を繰り広げ
ます。 山形の真夏の夜を彩る、華麗な
まつりです。 今年も、山形まなび館で
「昼も楽しく花笠まつり」を開催しま
す。
・昼も楽しく花笠まつり13:30～
・パレード18:00～21:30

酒田港まつり
甚句流し

8/4(金)

8/4(金)

第55回山形花笠まつ 8/5(土)～
り
8/7(月)

山形市内 国道112
号線車道区間（十 山形県観光物産市
事務局
日町・本町・七日 ☎023-634-0762
町大通り）

米沢市農林課
☎0238-22-5111

昼も楽しく花笠ま
つり:山形まなび
館
山形県花笠協議会
☎023-642-8753

パレード:山形市
十日町・本町・七
日町通り～文翔館

「縄文の女神」まつ 8/5(土)
り
8/6(日)

舟形町

国宝「縄文の女神」・「仮面の女神」
のレプリカや土器の展示を行う他、記
念講演を実施いたします。
8/5(土)9:00～20:00
8/6(日)9:00～17:00
(入場無料)

縄文炎祭

舟形町

野焼き、コンサート、露店、縄文の女
女神の丘
舟形町中央公民館
神打上花火など。
(舟形町西堀地内) ☎0233-32-2246
開催時間/16:00～20:30

第24回ながい水まつ
8/5(土)
り・最上川花火大会

長井市

「水」をテーマにした子供から大人ま
で楽しめる多彩なイベントを実施。夜
最上川河川緑地公 長井市観光協会
の最上川花火大会では最上川の水面が
0238-88-5279
園
美しく彩られ、毎年多くの人で賑わい
ます。

おぐに夏まつり

小国町

小国の夏の風物詩。ステージイベント
や千発以上の打ち上げ花火が小国の夏 小国中学校
を盛り上げます。

寒河江市

人形劇公演、戦争体験を聴く集い、リ
サイクル本プレゼント、ワークショッ
寒河江市立図書館
寒河江市立図書館 ☎0237-86-1662
プ ほか夏まつりは、お楽しみがいっぱ
いです。

朝日町

朝日川にイワナ・ヤマメ・ニジマスな
どの渓流魚を放流し、つかみどりを楽
しんでいただくイベントです。その場 朝日川河川公園
で炭火焼きにして楽しむことが出来ま
す。

渓流まつり実行委
員会
☎0237-67-2113

高畠町

最上川の上流、松川が流れる糠野目地
区には最上川最終船着場があり、「松
川の河童伝説」が残されています。そ
んな「かっぱ」にちなんだおまつりで 高畠駅前商店街
す。かっぱの神輿や山車が練り歩くほ
か 、 参 加 者 一 丸 と な っ て 作 る 250m の
「かっぱ巻き」は圧巻です。

河童まつり実行委
員会事務局(丸山)
☎0238-57-3483

8/5(土)

8/5(土)

さがえ図書館まつり 8/6(日)
2017夏まつり
9:30～

朝日川渓流まつり

8/6(日)

第19回まほろば河童
8/6(日)
まつり

東根市 ひがしね祭

第35回ふじしま夏ま
つり
8/6(日)
第16回鶴岡伝統芸能
祭

遊佐町 ゆざ町夕日まつり

鶴岡市

B&G海洋センター

舟形町中央公民館
☎0233-32-2246

小国町観光協会
☎0238-62-2416

飯豊町 SNOWえっぐフェスティバル

ふじしま夏まつりは「子どもすもう大
会」や「魚のつかみ取り」など、子ど
もも楽しめるイベントも行います。
鶴岡市藤島体育館 ふじしま夏まつり
実行委員会
今年で16回目を迎える鶴岡伝統芸能祭
北側芝生広場
☎0235-64-2229
は鶴岡市内各地域(旧町村)の伝統芸能
を一堂に会する見ごたえのあるステー
ジとなっております。
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天童市

花笠パレード・天童花駒おどりパレー
ド・将棋みこしパレードをメインとし
た2日間。初日は花笠パレードのほか
に、マーチング演奏がオープニングを
天童夏まつり実行
盛 り 上 げ ま す 。 翌 日 の 花 駒 お ど り パ 天童温泉通りなど 委員会
☎023-653-1680
レードは、天童独自の花駒のばちを
持って踊ります。花駒おどりの後は，
およそ15基の勇壮な将棋みこしパレー
ドが会場を練り歩きます。

東根市

伝統と新しさをミックスし、熱気に満
ちた、東根の夏を代表する祭。「動く
七 夕 提 灯 行 列 」 、 「 お ど り の 競 演 」 市役所庁舎周辺
等、バラエティ豊かな内容で観客を圧
倒します。

勢至観音ごんぼの実
8/10(木)
まつり

高畠町

高畠町中にある勢至観音様の年に一度
の祭り。「ごんぼ」とは方言で「ごぼ
う」を表しています。この日は夜にな
(一社)高畠町観光
ると、夜をまちわびた若者が集まり、 高畠町 勢至観音 協会
☎0238-57-3844
トゲトゲなごぼうの実を異性に投げ合
います。その実が相手につけば恋が実
といわれています。

川西夏まつり

川西町

町内の美味しいものが並ぶ出店や獅子
踊りなどのイベントステージ、迫力満 川西町フレンド
点の花火など、魅力満載の夏まつりで リープラザ
す。

川西夏まつり実行
委員会
☎0238-42-6613

高畠町

農産物の直売会や、旬のぶどう試食販
売 、 カ ブ ト 虫 の 相 撲 大 会 、 ス ー パ ー 道の駅たかはた
ボールすくいを楽しめます。

道の駅たかはた
☎0238-52-5433

庄内町

庄内町深川地区に伝わる「飛龍伝説」
をモチーフに作り上げたオリジナルの
「飛龍囃子」にあわせ、景気のいい掛 庄内町余目地区
け声とともに個性豊かな衣装をまとっ 駅前～茶屋町
た踊り手が、華麗な演舞を披露する真
夏の夜の競演です。

庄内町観光協会
☎0234-42-2922

金山町

雅やかな山車やお神輿が町を彩る金山
の夏祭り。お囃子、縁日などのほか、
大花火大会が祭りのフィナーレを飾り
ます。【14日:宵祭り山車パレード:19 金山町中心部
時～】【15日:本まつり・神輿渡御：8
時30分～11時・山車巡回:8時40分～16
時】【16日:納涼花火大会19時30分～】

もがみ北部商工会
金山事務所
☎0233-52-2349

小国町

昼は岩魚のつかみ取り、夜は灯籠流し 白い森ショッピン
小国町観光協会
が予定されています。水とふれあうこ グセンターアスモ ☎0238-62-2416
とのできる涼しいイベントです。
周辺

鶴岡市

酒井家参勤交代の大名行列を、子ども
から大人まで総勢約400名で練り歩きま
す。
14日 宵祭
鶴岡公園、市街地 荘内大祭実行委員
会(荘内神社)
徳川信康公例祭、歴代藩主墓前祭など 中心部
☎0235-22-8100
15日 本祭
大名行列、還幸祭、盆踊り、灯篭流し
など

酒田市

夏まつり実行委員
今年で31周年を迎え、花火大会を始め
ひらたタウンセン 会事務局（平田総
とした様々な催しがあり、平田地域の
合支所建設産業
ター北広場
夏の恒例行事となっています。
課）

第27回天童夏まつり

8/8(火)
8/9(水)

ひがしね祭

8/10(木)
8/11(金)

8/11(金)

道の駅たかはたまつ
り
8/12(土)～
お帰りなさいふるさ 8/15(火)
とフェア

夏宵まつり

金山まつり

8/12(土)

8/14(月)～
8/16(水)

岩魚つかみ取り大
会・中心商店街納涼 8/14(月)
まつり

★鶴岡お祭りウィー 8/14(月)
ク★荘内大祭
8/15(火)

ひがしね祭実行委
員会事務局
☎0237-42-1111

庄内ひらた目ん玉

庄内ひらた目ん玉夏
8/14(月)
まつり

☎0234-52-3915

前森高原
サマーフェスティバ 8/15(火)
ル

最上町

大高原で夏を満喫できるイベントで
す。大人気の「イワナのつかみ取り」
最上町役場 交流促
イベントや「エンジンバギー」、「引 わくわくファーム 進課
☎0233-43き馬」などの体験もできます。前森高 前森高原
2111(代)
原のウインナーやアイスクリームなど
飲食ブースも充実しています。(仮)

赤倉温泉 夏祭り

最上町

出店や楽しい出し物はもちろん、地元
赤倉温泉
の小学生や大人たちが「赤倉温泉盆踊
おまつり広場
り」を踊り、祭りを盛り上げます。

高畠町

300年以上の伝統をもつ祭り。提灯つき
の青竹を飾って「八幡神社のみこし」
を送迎したのが始まりで、青竹に赤い
高畠地区中心商店 (一社)高畠町観光
協会
提灯をつけて沿道を飾ります。勇壮な
街
☎0238-57-3844
神輿パレード、千数百人の踊り手が踊
る民踊パレードを中心に多彩なイベン
トが開催されます。

8/15(火)

第52回たかはた夏ま
8/15(火)
つり「青竹ちょうち
8/16(水)
んまつり」
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赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

大石田まつり「最上
8/16(水)
川花火大会」

大石田町

大石田町内を流れる最上川に架かる
「大橋」の完成を祝い始まったまつり
で、約90年の歴史があります。その年
に成人を迎えた若者による「成人神
輿」や神輿団体による勇壮な神輿渡御
が行われます。また、数千の灯篭が流
れる中、大型花火を中心とした約3,000
発の花火が打ち上がります。観覧場所
最上川河畔
と打ち上げ場所が近く、まるで自分の
真上で花火が開いているような感覚に
なります。記念花火やスターマイン、
創造花火など変化にとんだ打ち上げの
最後を飾るのは、日本一の町民号「20
号玉（2尺玉）10連発」。開花時の直径
が450mを超える大型花火が次々に打ち
上がる光景は感動間違いなしです。

2017真室川まつり・
8/16(水)～
第66回真室川まつり
8/17(木)
花火大会

真室川町

16日に盆踊りイベントなどの前夜祭、
17日に真室川音頭パレード、花火大会 真室川駅周辺
を開催します。

真室川まつり実行
委員会事務局
☎0233-62-2111

大蔵村

湯の神様である湯坐神社（薬師神社）
のお祭り。16日は「仮装盆踊り」、19
日は「のど自慢大会」、そして20日の 肘折温泉街
本祭りでは、「相撲大会」が行われま
す。

肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

飯豊町

約200年続くこの神輿渡御行列。町の若
者が白装束に身を固め、長者の列で獅
子を舞います。時には、果敢にそして
飯豊町観光協会
優雅に、その舞い方から荒獅子舞いと 飯豊町萩生地区内 ☎0238-86-2411
呼ばれています。8/16が夜祭り、8/17
が例大祭です。(毎年8月16日、17日開
催)

村山市

「むらやま徳内まつり」は今年で23年
を迎えます。囃子手の奏でる軽快なリ
ズムにあわせて、3,000人の踊り手が勇
壮かつ華麗に舞います。豪華な山車も
見どころのひとつ。特設ステージ前に
徳内ばやし共演会 むらやま徳内まつ
は迫力の演舞を間近で楽しめる有料観
場(JR村山駅東口 り実行委員会
覧席も設置します。
☎0237-55-2111
～楯岡商店街)
【宵まつり】
18日(金)18:00～21:00
【本まつり】
19日(土)18:00～21:00
20日(日)16:00～19:30

鶴岡市

第13回 開催テーマ
<<喝祭～Kassai～>>
かつて鶴岡には三日三晩踊り明かす祭
りがありました。
当日は、生演奏によるおぃやさ囃や庄 山王商店街
内はやえ節流し踊りで、山王を舞台に
甦ります。
同時開催の山王ナイトバザールもお楽
しみ下さい。

おぃやさ祭り実行
委員会(山王会館)
☎0235-25-0613

ユネスコ無形文化遺 8/24(木)～
産 新庄まつり
8/26(土)

新庄市

日本が世界に誇る山・鉾・屋台行事
【ユネスコ無形文化遺産登録記念！観
覧席無料ご招待】
観覧メーン会場のスタンド席(正面席)
にご招待します。
○通常1,500円の本まつりスタンド席が
無料に！さらに記念品も進呈いたしま
す。
※有料席同様にご予約が必要です。
(7/3 9:00受付開始)

新庄まつり実行委
員会（新庄商工会
議所内）
☎0233-22-6855
観覧席販売専用電
話
☎0233-23-3844

三川町納涼祭2017

三川町

よさこいなどのステージパフォーマン
いろり火の里イベ 三川町納涼祭実行
ス、テント夜市、肝試しなど、子供か
委員会事務局(三川
ント広場(雨天時 町観光協会内)
ら大人まで気軽に参加できる「夏祭
三川町公民館)
☎0235-66-4656
り」です。

東根市

始まりは江戸中期と言われ、仙台方面
から伝えられた神楽では県下唯一の保
存とし高く評価され、平成2年度文化財 若宮八幡宮
愛護川崎浩良賞に輝いています。東根
市指定無形民俗文化財。

尾花沢市

県内の夏祭りの最後を飾る盛大な祭り
で、毎年8月27･28日に行われます。
尾花沢市四大まつ
27 日 は 神 輿 や 囃 子 屋 台 な ど の 伝 統 行
尾花沢市中央駐車 り実行委員会(パ
列、28日は花笠踊り大パレードを開催
レットスクエア内)
場周辺
します。約3,000人の踊り手が発祥地な
☎0237-23-4567
らではの豪快華麗な伝統踊りを披露
し、街中が花笠一色に染まります。

8/16(水)
肘折温泉 湯坐神社
8/19(土)
祭り
8/20(日)

諏訪神社御輿渡御行 8/16(水)
列(荒獅子まつり)
8/17(木)

むらやま徳内まつり 8/18(金)～
2017
8/20(日)

★鶴岡お祭りウィー
8/20(日)
ク★おぃやさ祭り

若宮八幡宮風祭り

8/26(土)

8/27(日)

おばなざわ花笠まつ 8/27(日)
り
8/28(月)
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新庄市
※メーン会場
駅前ふれあい広場
アビエス

大石田まつり委員
会
☎0237-35-2111

東根公民館
☎0237-42-0107

8/31(木)
9/1(金)

瀬見まつり

八朔祭(蜂子神社祭) 8/31(木)

最上町

瀬見温泉湯前神社の祭典。湯前神社の
神事や瀬見温泉ゆかりの義経・弁慶の
供養祭を行います。また、縁日や出店 瀬見温泉街
もある他、義経弁慶太鼓など演芸の夕
べも見どころです。

鶴岡市

出羽三山神社の修行神事の一つで、開
祖蜂子皇子の修行を辿る秋峰の行を
行っている山伏によって、羽黒山頂の
蜂子神社の前庭で大紫燈護摩が焚か
れ、豊作と家内安全が祈られます。こ 出羽三山神社三神 出羽三山神社社務
所
の祭りは、台風が訪れるこの季節に、 合祭殿前
☎0235-62-2355
実った稲が潰されないように風を鎮め
る祭りで、陰暦の8月1日からその前夜
を祭日としたので、八朔祭と呼んでい
ます。

瀬見温泉観光案内
所
☎0233-42-2123

尾花沢市
おばなざわ
花笠まつり

大石田町
大石田まつり「最上川花火大会」

最上町 赤倉温泉夏祭り

●イベント
イベント名

日

程

概

要

場

所

問合わせ

鶴岡市

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

大蔵村

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。

あつみ温泉体験工房 4/22(土)～
「遊ったりや」
11/26(日)

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。しな織 あつみ温泉「遊っ 出羽商工会温海支
所
のしおり・ハーブせっけん・ビーズス たりや」
☎0235-43-2411
トラップ作り、しな織などの展示・販
売等。

清流鮭川を楽しむ会 5月～11月

鮭川村

山形県の誇る清流、鮭川の恵みを楽し
く美味しく学ぶ川イベント。旬の材料
鮭川村内
を使った料理を味わいます。(年間5回
予定)

清流鮭川を楽しむ
会
☎0233-55-3051

寒河江市さくらん
ぼ観光課
☎0237-86-2111
葉山市民荘
☎0237-87-5038

あつみ温泉朝市

名物朝市

4/1(土)～
11/30(木)

市町村

4/20(木)～
11月下旬

肘折温泉観光案内
所
☎0233-76-2211

葉山市民荘オープン

5/1(月)～
10/20(金)

寒河江市

古くは出羽三山の一つであり、今も自
然豊かな信仰の山「葉山」。葉山市民
荘は登山、サイクリング、散策の基地
としてご利用いただける無料の日帰り 葉山市民荘
休養施設です。入口には名水として名
高い「長命水」が湧き出ています。
開館8:30～17:00(7・8月は18時まで)

赤倉温泉朝市

5/7(日) ～
11/5(日)

最上町

毎週日曜日開催。美味しい漬物や地野
菜、手作り品など様々販売します。ま
赤倉温泉観光協会
まじゃれ茶や周辺 ☎080-1660-4083
た、毎月第1週は汁物の振る舞いがあり
ます。

鮭川村

鮭川村の良さを実感し、専門的ガイド
知識とガイドの実践を結びつけた講座
(座学4回・現地研修4回)
鮭川村内
第3話 7/12 19:00～20:30
費用 無料
参加申込み 鮭川村観光協会

鮭川村観光協会(役
場 むらづくり推進
課内)
☎0233-55-2111

大江町

大江町大字柳川～古寺鉱泉への県道27
号が5月19日午後3時から通行可能とな
り、朝日連峰登山をお楽しみいただけ
ます。また、登山口には古寺鉱泉の民
古寺鉱泉
宿があり、春から初夏は新緑ががとて
も美しく、朱泥の色をしている鉱泉は
リュウマチ、神経痛、胃腸病などに効
くといわれています。

大江町役場政策推
進課
☎0237-62-2111

鮭川村観光ガイド養 5/10(水)～
成講座
7/22(土)

5/19(金)～
朝日連峰登山古寺鉱
(古寺鉱泉営業
泉口開通
6月～10月)
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蔵王ペンション村
オープンガーデン～ 5/21(日)～
山の春から初夏の庭 7/2(日)
～

上山市

蔵王連峰の麓にある蔵王ペンション村
の各ペンションがそれぞれの庭を公開
ペンションステラ
しています。庭を散策しながら、各ペ 蔵王ペンション村 ☎023-679-2320
ンションでランチやスイーツなども楽
しめます。

獅子舞

6月～9月中旬

飯豊町

町内各所で豊年祈願、仏の供養として
踊ります。地区によって微妙に踊りが
違うところも、さすが！歴史を感じま
す。詳しくは観光協会までお問い合わ
せください。

山形まるごと市
(山寺会場)

6/3(土)4(日)
10(土)11(日)
17(土)18(日)
24(土)25(日)
7/2(日)8(土)
9(日)15(土)
16(日)17(月)
23(日)30(日)

山形市

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 山寺宝珠橋公園
と凝縮したジュースも絶品です。

山形まるごと市
(蔵王温泉会場)

6/4,11,18,25
7/2,9,16,23,30
※全て日曜日

山形市

やまがたの地元の採れたて新鮮な野菜
蔵王温泉高湯通り 山形まるごと市実
や果物やジャム等の加工品のほか、蔵
(山口餅屋・能登 行委員会
王名物稲花餅や湯花などのお土産も人
☎023-641-1212
屋 駐車場)
気です。

大蔵村

肘折温泉では、温泉ドクター（温泉療
養専門医）が正しい入浴方法や療養の
アドバイスを行っています。膝や腰が
肘折いでゆ館「療 肘折いでゆ館
痛い方や手術後の方、健康増進を図り
☎0233-34-6106
養相談室」
たい方はお気軽にお申し込みくださ
い。無料で相談できます。宿からの送
迎も無料で行っております。

森の演奏会

6/9,16,23.30
7/7,14,21
10/13,20,27
※全て金曜日

金山町

静かな森に囲まれたドイツ風のホテル
「シェーネスハイム金山」のレストラ
ンを会場に行われる音楽会です。ピア シェーネスハイム シェーネスハイム
金山
ノやフルートに耳を傾けながら、地域 金山
☎0233-52-7761
の食材をふんだんに使ったバイキング
をお楽しみください。(要予約)

こまつ市

6/10(土)
7/8(土)

川西町

今年度で11年目を迎える置賜最大級の
朝 市 「 こ ま つ 市 」 。 約 30 店 が 軒 を 連
川西町内
ね、町内の“うまいもん”が一堂に会
します。

どんでん平ゆり園
OPEN

6/10(土)～
7/23(日)

飯豊町

東日本最大級・多品種50万本のゆりが
咲き誇ります。かぐわしく爽やかに初
どんでん平ゆり園
どんでん平ゆり園 ☎0238-78-5587
夏の風を感じながら、あなたの好きな
ゆりを探してみてください。

置賜公園ハーブガー 6/17(土)～
デンフェア
7/9(日)

川西町

1ヘクタールの敷地に、約80種類のハー
置賜公園ハーブ
ブが薫りよく咲き誇るハーブガーデ
ガーデン(川西ダ
ン。ワークショップやハーブクラフト
リヤ園隣)
等が体験できます。

川西町観光協会
☎0238-54-1515

川西町

シーズンに応じたダリアの栽培管理方
法を説明します。初心者の方も栽培経
験がある人もお気軽に参加ください。

川西町産業振興課
☎0238-42-6645

6/4,18
7/2,16
温泉ドクターアドバ 9/3,17
イス
10/1,15
14:00～
※全て日曜日

ダリアの栽培講習会

6/24(土)
8/5(土)
9/24(日)
11/3(金)

最上町
みやぎ大崎鳴子温泉郷ツーデーマーチ

芭蕉来訪展

6/29(木)～
7/18(火)

長井おどり大パレー
7/1(土)
ド

遊佐町 鳥海山夏山開き

町内各所

川西町内

飯豊町観光協会
☎0238-86-2411

山形まるごと市実
行委員会
☎023-641-1212

こまつ市実行委員
会事務局（町産業
振興課内）
☎0238-42-6696

白鷹町 「紅花colors」

尾花沢市

尾花沢市は、俳聖松尾芭蕉が「おくの
ほそ道」行脚のなか、元禄2年5月17日
芭蕉、清風歴史資 芭蕉、清風歴史資
から27日(現在の7月3日～13日)まで10
料館(山形県尾花 料館
泊11日と長逗留したまちです。芭蕉真
沢市中町5番36号) ☎0237-22-0104
筆書簡をはじめ、「おくのほそ道」関
連資料を展示します。

長井市

長井駅前から長井市役所までの区間を
「新長井おどり」の曲に合わせて踊り
ま す 。 長 井 市 民 、 長 井 線 沿 線 の 皆 さ 長井駅前通り
ん、どなたでも飛び入り参加大歓迎で
す。
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長井市観光協会
☎0238-88-5279

西川町

月山山頂神社の開山に併せて、いよい
よ月山の登山シーズンが始まります。
姥沢口からリフトを利用すれば、一気 月山
に標高1500mに到達し、万年雪や貴重な
高山植物を楽しむことができます。

みやぎ大崎鳴子温泉 7/1(土)
郷ツーデーマーチ
7/2(日)

最上町

源義経一行も辿ったと言われる「出羽
街道中山越」、松尾芭蕉と曾良がその
道を辿った頃に思いをはせながら、大
崎温泉郷や尿前の関から山形県の堺田
までの奥の細道などの自然に触れ、ふ
つふつと沸き上がる温泉に癒される
ウィーキングイベントです。
参加費:一般2,500円 高校生700円 小・
中学生 無料(小学生以下は保護者の同
伴が必要です。)
※昼食、コーススタート地点までの交
通費（JR）は自己負担になります。
※宿泊プランも用意しています。

第20回ゲンジボタル 7/1(土)
とカジカ蛙の鑑賞会 7/2(日)

高畠町

げんじぼたるとカジカ蛙が織りなす光
二井宿地区公民館
高畠町二井宿地区 ☎0238-52-1001
と音のページェントを楽しめます。

小国町
飯豊町

小国町役場産業振
中級～上級者向けの霊峰飯豊山。日本
興課
百名山のひとつに数えられ、別名「東
☎0238-62-2416
北のアルプス」と称されます。
夏山シーズンの幕開けと登山者の安全 小国町飯豊山荘付 飯豊連峰山形県側
合同山開き実行委
祈願を願い、山形県側(小国町、飯豊町 近
員会
合同)の山開きを開催します。コース別
(飯豊町商工観光課
に分かれ、リーダー指導のもと初夏の
内)
飯豊山を満喫できます。
☎0238-87-0523

あつみ温泉 鮎釣り 7/1(土)～
マル得情報
8/31(木)

鶴岡市

期間中、あつみ温泉にお泊りいただく
と鮎釣りの遊漁証を割引販売します。
温海地域
【対象河川】温海川、庄内小国川、
鼠ヶ関川

鳥海山夏山開き

遊佐町

夏山シーズン中の安全を祈願します。
鳥海山の山頂・御浜の山小屋が順次開 鳥海山大物忌神社 鳥海山大物忌神社
吹浦口ノ宮
設し、本格的な鳥海山の夏山シーズン 吹浦口ノ宮
☎0234-77-2301
をむかえます。

山形市

紅花の季節にあわせて「紅花摘み唄」
遊学館ホール
の全国大会が開催されます。

天童市

山形県内の若者の活躍について紹介す
るYBCラジオ放送『yamagata DIVE～挑
戦する若者たち～』の第1回目を公開生
若者活躍・男女共
放送するキックオフイベントです。イ
イオンモール天童 同参画課 若者活
ベント会場では若者によるトークセッ
グリーンコート内 躍担当
ションや事例紹介などが行われます。
☎023-630-2262
ラジオは、毎週（日）13:30～YBCラジ
オ番組「オーレオーレ」にて放送予定
です。

花フェスタin徳良湖 7/2(日)

尾花沢市

尾花沢市徳良湖畔で毎年7月に開催され
るチャリティーイベントです。色とり
どりの花に包まれた空間が心地よいひ
徳良湖グラウンド 花フェスタin徳良
とときを創り出します。豪華賞品が当
湖事務局(SHOP
ゴルフ駐車場特設 NOON内)
たるスーパー抽選会やお子様に大人気
会場
☎0237-24-0356
のイワナつかみ取り、スーパーカーが
大集結するなど、楽しいイベントが盛
りだくさんです。

月山クロユリ登山

西川町

クロユリの他、ミネザクラ、シラネア
オイなど、高山植物の咲き乱れる月山
月山
に行きましょう！ガイド付き登山なの
で初心者でも安心です！

白鷹町

7/2(日)のオープニングイベントでは、
紅花を使った「紅ランチ発表会」、や
まがた舞子の演舞披露があります。期
間中は、紅花染め・紅点し体験などの
ワークショップがあるほか、開花期間
中は紅花摘みが体験できます。紅花に
ちなんだ商品も販売しますので、是非
お越しください。

月山夏山開き

飯豊連峰山開き

7/1(土)

7/1(土)
7/2(日)

7/1(土）

紅花摘唄コンクール
7/2(日)
全国大会

（仮称）やまがた若
者活躍ラジオ
『yamagata DIVE～挑 7/2(日)
戦する若者たち～』 13:30～15:30
放送開始キックオフ
イベント

「紅花colors」

7/2(日)

7/2(日)～
7/30(日)
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月山朝日観光協会
☎0237-74-4119

受付場所:大崎市
鳴子公民館
みやぎ大崎観光公

コース:赤倉温泉 社
から有備館の森公 ☎0229-25-9620
園まで距離に応じ
て一日3コース

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

紅花摘唄コンクー
ル全国大会実行委
員会
☎023-645-2697
(高橋方)

月山イベント実行
委員会
☎0237-74-4119

荒砥駅前交流施
設・白鷹文化交流 白鷹町観光協会
センター「あゆー ☎0238-86-0086
む」

鶴岡市

ヒドロテロサウルス・ステノプテリギ
ウス・ディロフォサウルスをメインに
恐竜の全身骨格や頭骨・化石を展示。
迫力満点の恐竜のナゾに迫る！！
＊場所 道の駅「月山」・月山あさひ
博物村 文化創造館
道の駅「月山」
月山あさひ振興公
＊時間 午前9時～午後5時
月山あさひ博物村 社
☎0235-53-3411
＊入館料 大人(高校生以上)700円 小 文化創造館
中学生500円 3歳以上小学生未満200円
(カブトムシ園も入場できます。)
＊体験コーナー
化石のレプリカ作り・化石の消しゴム
作り 体験料300円

やまがたワインバル
7/8(土)
2017inかみのやま温
7/9(日)
泉

上山市

地元ワイナリーをはじめ、県内外のワ
イナリーが大集合します。質の高い上
山産ワイン用ぶどうで造られた「かみ 上山城及び周辺エ 一般社団法人上山
市観光物産協会
のやまワイン」をはじめ、県内外のワ リア
☎023-672-0839
インや多彩なフードコートをお楽しみ
いただけます。

さくらんぼ東根温泉
7/8(土)
火渡り式

東根市

半世紀以上続く、無病息災・厄難消除
さくらんぼ東根温 東根温泉協同組合
を願う火渡り式。火渡り体験はどなた
☎0237-42-7100
泉地内
でもご参加いただけます。

飯豊町

作曲家・池辺信一郎先生、作詞家・村
田さち子先生、指揮者・栗山文昭先
生、ヴォイストレーナー横尾佳子先
町民総合センター 町民総合センター
「あ～す」
生、4名の一流講師のもと、2日間にわ
「あ～す」
☎0238-72-3111
たる合唱イベント。素敵な出会いの中
で、歌って、聴いて、食べて、一緒に
コーラスを楽しみませんか？

道の駅「月山」月山
あさひ博物村 夏季 7/2(日)～
特別企画展「今よみ 10/22(日)
がえる恐竜時代」

めざみの里カンター 7/8(土)
ト
7/9(日)

上山市
やまがたワインバル2017inかみのやま温泉

東根市
さくらんぼ東根温泉火渡り式

遊佐町 海水浴場開き

鼠ヶ関漁船クルージ 7/9(日)～
ング
8/16(水)

鶴岡市

休漁期間中の底曳き網漁船で爽快ク
ルージング。夕方出港のクルージング
鼠ヶ関港
は日本海に沈む美しい夕陽が最高で
す。【申込：乗船前日まで】

あつみ観光協会
☎0235-43-3547

湯野浜海水浴場海開 7/14(金)～
き
8/20(日)

鶴岡市

温泉郷の広い海岸線に広がる県内最大
の海水浴場。広い浜辺、遠浅の海、美
湯野浜海水浴場
しい夕陽が特徴。サーフィンなどのマ
リンスポーツも盛んです。

湯野浜温泉観光協
会
☎0235-75-2258

7/14(金)～
由良海水浴場海開き
8/20(日)

鶴岡市

快水浴場百選にも選ばれた、白山島と
夕日のコントラストが美しい海水浴
場。白山島や海の釣り堀、温泉やキャ 由良海水浴場
ンプ場も整備され、県外からも海水浴
客が訪れます。

由良温泉観光協会
☎0235-73-2250

鳥海山御浜出神事(火
7/14(金)
合わせ)

遊佐町

鳥海山の山頂、御浜、西浜、飛島など
で火を焚き、その年の農作物の作況を 吹浦港
占う神事です。

遊佐町役場企画課
観光物産係
☎0234-72-5886

遊佐町海水浴場海開 7/14(金)～
き
8/20(日)

遊佐町

西浜海水浴場をはじめ、釜磯・十里塚
の海開きです。十六羅漢岩のライト
西浜海水浴場
アップ、キャンプ場・コテージ村開村
と遊佐の夏本番を迎えます。

遊佐町役場企画課
観光物産係
☎0234-72-5886

イザベラ・バード来
町から139年シンポジ 7/15(土）
ウム 金山の自然と 7/16(日)
風景を考える

金山町

今年でイザベラ・バードの来町から139
年を迎えることから、町の景観保全や
金山町役場
街並みづくり、バードが評した風景や
町民ホール
自然を改めて考える契機として、記念
シンポジウムを開催します。

金山町観光協会
☎0233-52-2111

JR東日本臨時列車運 7/15(土)
行(新潟駅発)
7/16(日)

小国町

米沢駅発の臨時列車の旅です。清涼な
森林セラピー基地 小国町産業振興課
空気で満ちたコースを森林のプロがご
☎0238-62-2416
ブナの森温身平
案内します。

鶴岡市

羽黒山五重塔をライトアップします。
闇の中に照らされ荘厳さを増した五重
塔は、訪れる人々を幽玄の世界へと誘 羽黒山五重塔
い清浄な気持ちにしてくれます。協力
金1人300円から。

7/15(土)～
国宝羽黒山五重塔ラ 10/9(月)の土日
イトアップ
祝日及び8/14・
15
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羽黒町観光協会
☎0235-62-2500

月山あさひサンチュ
アパーク
7/15(土)～
オートキャンプ場
8/13(日)
夏やすみ自然教室

鶴岡市

オートキャンプ場で思いっきり夏休み
を楽しもう！！
＊夏やすみ自然教室
・期間:7月15日(土)～8月13日(日)
・内容:イワナつかみどり炭火焼体験炭
火で焼き上げるまきまきパン焼き体験
ほか
月山あさひサン
月山あさひサン
※各教室とも開催日が異なりますの
チュアパーク
チュアパーク
で、鶴岡市観光連盟HPをごらんくださ
オートキャンプ場 ☎0235-54-6606
い。
＊スターウォッチング
望遠鏡あり、夏の星座表を無料で貸し
出しします。
＊夏野菜もぎとり体験
キャンプ場ご利用の方は無料で夏野菜
もぎとり体験ができます。

鼠ヶ関キャンプ場開 7/15(土)～
設
8/20(日)

鶴岡市

夕陽に輝く弁天島を眺める、見晴らし
あつみ観光協会
のよいキャンプ場。磯釣りや磯遊びな 鼠ヶ関キャンプ場 ☎0235-43-3547
どもおすすめです。

鶴岡市

毎年夏限定でオープンするカブトムシ
園。2アールの敷地にカブトムシの生息
環境を再現して放虫し、実際にカブト
ムシにさわったり観察したり、遊びな
がら学習することができます。
＊場所 道の駅「月山」・月山あさひ
道の駅「月山」・ 月山あさひ振興公
博物村 交流農園
月山あさひ博物村 社
＊時間 午前10時～午後4時
☎0235-53-3411
交流農園
＊料金(カブトムシ園の入場券で文化創
造館も入館できます。）
※15名以上団体割引あり
大人(高校生以上)700円
小中学生500円
3歳以上小学生未満200円

酒田市

酒田みなとICから車で5分と交通の利便
性が高く、釣りのメッカ酒田北港にも
隣接している海水浴場です。地引網や
古 代 塩 づ く り 体 験 、 風 車 塔 の ラ イ ト 宮海海水浴場
アップなど様々な催しも開催予定で
す。また、海から見える風車や鳥海山
の景色も最高です。

酒田市

庄内空港から車で5分ほど北上したとこ
ろにあり、高速道路のインターやキャ
浜中海水浴場実行
ンプ場も近くにある海水浴場です。テ
浜中あさり海水浴 委員会（浜中コミ
トラポットがないので、壮大な日本海
セン内）
場
と美しい砂浜を一望できます。開催期
☎0234-92-3004
間中の週末には、庄内砂丘メロンの抽
選会が開催されます。

kitokito MARCHE
7/16(日)
(キトキトマルシェ)

新庄市

7月はクラフト＆フリーマーケットフェ
ス。スツールと陶芸のワークショップ
もお楽しみくだ さい 。時 間は 10:00～
新庄市エコロジー 新庄市商工観光課
15:00
☎0233-22-2111
ガーデン
カフ ェ＆ ショ ップ communeAOMUSHIは
毎 日 11:00 ～ 15:00 ま で 営 業 し て い ま
す。※不定休

夏の5耐MTB大会

川西町

川西ダリヤ園と内山沢をマウンテンバ
イクで駆け巡る大会です。本格的な夏
川西町内
を迎える内山沢の大自然を満喫できま
す。

チーム白猿
✉
shirozaru.kawani
shi@gmail.com

鶴岡市

＊集合場所 月山あさひ博物村 午前8
時(解散予定時間15時)
＊コース 湯殿山料金所～大岫峠(往
復)～笹小屋跡
＊参加費 2,500円(おにぎり、特製山
菜汁、ガイド料、等)
六十里越街道
＊持ち物 飲み物、雨具、山歩きでき
る服装と靴
＊定員25名(先着順)※最少催行人数：
10人
＊申し込み〆7月7日(金)

あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

酒田市

酒田港の北西39km沖合にある山形県唯
一の有人島である飛島の海水浴場で
す。海水の透明度は抜群で、泳いでい
る魚を間近に見ることができます。ま 飛島海水浴場
た、波も穏やかで泳ぎやすく、近くで
磯遊びもできるので、自然の素晴らし
さや島の魅力を存分に体感できます。

飛島観光協議会
☎0234-95-2246

中山町

最強の横綱かぶと虫を決めるトーナメ
ントのほか、木登りレースやかぶと虫
日本かぶと虫相撲
リレーが行われます。さらに、子供た
中山町総合体育館 協会
ちに大人気のミニ新幹線の運行や働く
☎023-662-5777
車大集合、ミニ四駆レース体験会も開
催されます。

月山カブトムシ園
オープン！

宮海海水浴場海開き

7/15(土)～
8/20(日)

7/15(土)～
8/15(火)

浜中あさり海水浴場 7/15(土)～
海開き
8/16(水)

7/16(日)

六十里越街道 古道
歩き～特製山菜汁を 7/16(日)
味わう会

飛島海水浴場海開き

7/16(日)～
8/16(水)

第27回かぶと虫相撲
7/17(月)
大会
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酒田市宮海海水浴
実行委員会
☎090-5598-6417

きゅうり天王祭

7/17(月)

疫病除けのため行われるお祭りです。

酒田市

海難防止活動や海上保安業務の理解と
関心を深めてもらうために「海の月
酒田北港展望台
間」に合わせ、酒田灯台を一般公開し
(酒田灯台)
ます。日本海の雄大なパノラマをぜひ
お楽しみください。

マリンパークねずが 7/22(土)～
せき海開き
8/20(日)

鶴岡市

環境省「快水浴場百選」にも選定され
ており、川砂利を敷き詰めた濁りの少
ない海水浴場で、気軽に海に親しむこ マリンパークねず 鼠ヶ関自治会
☎0235-44-2112
とができます。磯遊びのできる人工磯 がせき
浜もあり、家族連れにも人気！トイ
レ、シャワー、更衣室、駐車場完備。

山寺宝珠山ライト
7/22(土)～
アップ・光のロード 8/20(日)

山形市

山寺宝珠山のライトアップを行ないま 山寺宝珠山・門前 山寺観光協会
☎023-695-2816
す。秋の紅葉時期にも行なわれます。 町商店街

新庄市

イス-1グランプリとは事務イスに乗っ
て周回数を競う耐久レースです。日本
中を席巻している熱狂レースの新庄大 新庄市南本町商店 実行委員会事務局
☎0233-29-2279
会も5回目の開催となります。5月末か 街
(NPO法人AMP内)
ら出場チームを募集しております。詳
細は実行委員会事務局まで。

新庄市

イス-1グランプリの開催に合わせて、
新庄・最上の味自慢のお店が集まりま
す。飲食スペースもありますので、イ 新庄市南本町商店 新庄市商工観光課
☎0233-22-2111
ス-1グランプリ観戦とともにお楽しみ 街
ください。
営業時間 16:00～21:00

ひじおりの灯HP
http://hijiorinoh
i.com

(一社)高畠町観光
協会
☎0238-57-3844

酒田灯台の一般公開 7/17(月)

イス-1グランプリ

まちなか夜市

7/22(土)

7/22(土)

谷地八幡宮

谷地八幡宮
☎0237-72-2149

河北町

ひじおりの灯

7/22(土)～
9/18(月)

大蔵村

夏の夜、温泉街に灯籠が点々と灯りま
す。「ひじおりの灯」の灯籠絵はアー
ティストが肘折に滞在し取材を行って
制作します。肘折温泉の自然や景観、
くらしや湯治文化がさまざまに描かれ 肘折温泉街
た「肘折物語」をお楽しみください。8
月11日(山の日)の夜には、灯籠の絵の
制作者によるトークイベントが温泉街
にて開催されます。

全国ペット供養祭

7/22(土)

高畠町

高畠町高安地区にたたずむ「犬の宮・
猫の宮」には、多くの方がペット供養 犬の宮境内
に訪れています。

大蔵村 ひじおりの灯

上山市
スマイルプロジェクト☆（きらり）かみのやま

酒田海上保安部交
通課
☎0234-24-0055

尾花沢市
おくのほそ道 山刀伐峠越え体験ツアー

鶴岡市

奇岩怪岩がある変化に富んだ入江状の
海水浴場。山々の自然に囲まれ、磯場
もある浜辺は、家族連れでも楽しめる 三瀬海水浴場
海水浴場として人気です。また、夜光
虫の観察や、漁師体験もできます。

三瀬観光協会
☎0235-73-3035

小波渡海水浴場海開 7/22(土)～
き
8/20(日)

鶴岡市

三瀬海水浴場からトンネルを越える
と、国道のすぐそばにある海水浴場。
見 晴 ら し も 良 く 、 磯 遊 び も 楽 し め ま 小波渡海水浴場
す。お子様連れの家族に人気の海水浴
場です。

小波渡観光協会
☎0235-73-2252

加茂レインボービー 7/22(土)～
チ海開き
8/13(日)

鶴岡市

人口の砂場・磯場として整備された海
水浴場。磯場では、足を切らないよう 加茂レインボー
に履物を着用したうえで、海草や貝類 ビーチ
などの生物観察も楽しめます。

加茂地区自治振興
会
☎0235-33-3023

7/22(土)～
三瀬海水浴場海開き
8/20(日)

龍神月山

7/22(土)
7/23(日)

庄内町

立谷沢川を渡るエンデューロ(オフロー
ドバイクの耐久レース)が開催され、各
地から腕に覚えのあるライダーが多数
庄内町立谷沢地区 庄内町商工観光課
立谷沢流域振興係
集結してその力と技を披露します。水
南部山村広場
☎0234-56-2213
しぶきをあげながら疾走するバイクは
迫力満点で、エキサイトすること間違
いなしです。

ボタニカルアート展

7/23(日)～
8/27(日)

山辺町

杉崎紀世彦さん、文子さんのボタニカ
ルアートを展示します。植物の大きさ 山辺町ふるさと資 山辺町ふるさと資
料館
や形、特徴などが正確･立体的に描かれ 料館
☎023-664-5033
ています。
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湯ノ沢岳 山開き登
7/23(日)
山

鶴岡市

＊集合場所と時間：湯ノ沢岳登山口
午前7時(申し込み不要)
＊内容：山開き登山(午後4時頃下山予
湯ノ沢岳
定)
＊持ち物：昼食、飲み水(下山後に直会
あります。当日申込可：500円)

湯野浜温泉ミニ花火 7/26(水)～
大会
8/14(月)

鶴岡市

7月26日から8月14日までの計20日間、
夜8時30分から10分間、花火を打ち上げ 湯野浜温泉
ます。(※悪天候は中止になります。)

湯野浜温泉観光協
会
☎0235-75-2258

川西町

650種、10万本のダリアの花が咲き誇る
日本最大級のダリア園です。開園期間
中は、ダリアのアレンジ展やラジオの 川西ダリヤ園
生中継等、園内で様々なイベントを開
催します。

川西ダリヤ園
☎0238-42-2112
川西町産業振興課
☎0238-42-6645

上山市

縁日・露店コーナーをはじめ、各種
ワークショップ、フリーマーケットな
三友エンジニア体 公益社団法人上山
青年会議所
ど、子供から大人まで楽しめる催しが
育文化センター
☎023-672-7721
盛りだくさんです。夜はグラウンドで
大迫力の花火大会が開かれます。

西川町

月山湖の周辺では、普段は見られない
寒河江ダム管理棟やダム堤体の見学、
月山湖周辺、弓張 月山朝日観光協会
ボートに乗って湖面巡視体験ができま
☎0237-74-4119
平
す。その他、楽しいイベントを開催し
ます。夏でも涼しい月山湖へ行こう！

鶴岡市

約500年以上、農民の手で受け継がれて
きた国の重要無形民俗文化財「黒川
能」が総合運動公園水上野外ステージ
でかがり火の中、幻想的に上演されま
す。

酒田市

酒田市定期航航路 酒田市定期航路事
夏の日本海に沈む夕日を船上から楽し
事業所(酒田市船 業所
む約1時間のクルーズです。
☎0234-22-3911
場町)

尾花沢市

夏スイカ生産量日本一の尾花沢!スイカ
農家さんが今まで培った栽培技術で大
きく!うまい!スイカに挑戦します!スイ
カコンテスト･スイカ食べ放題･スイカ
輪投げ大会などイベントが盛り沢山で
す!

米沢市

米沢市の真夏の暑さを吹き飛ばす花火
大会です。約3000発の花火が夏の夜空
万里橋下流松川河 米澤新聞社
に打ちあがります。夜空いっぱいに広
☎0238-22-4411
川敷
がる、フィナーレを飾る二十号玉は見
逃せません。

最上町

味噌や薬味、漬物を入れたご飯に冷水
をかけて食べる、シンプルだけど美味
しい“水かけまんま”。それを最上で
育つ山形牛や地場産夏野菜と一緒に食
赤倉温泉
べることができるお食事つき日帰りプ
ランです。今回は、林野庁長官賞を受
賞した「きのこたっぷり山形のだし」
なども食べることができます。

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
南陽市観光協会
す。市内には4つの観光ぶどう園があり 市内観光ぶどう園 ☎0238-40-2002
8月上旬から10月中旬までぶどう狩りを
楽しむことができます。

米沢納涼水上花火大
8/4(金)
会

米沢市

松が岬公園のお堀を舞台に花火が打ち
上げられます。100連発を中心に、大小
の花火が楽しめます。堀に映し出され 松が岬公園
る夜空の輝きを見つめながら、夏祭り
の雰囲気を味わってください。

一夜限りのかほくう
まいもの横丁・よる 8/5(土)
のどうぶつえん

河北町

町内飲食店が一同に集結！うまいもの
を食べながら、夏の夜を満喫しましょ 河北町役場駐車場
河北町商工観光課
う 。 同 時 開 催 の 「 よ る の ど う ぶ つ え 及び河北町児童動 ☎0237-73-5162
ん」では、ふれあい体験やクラゲの展 物園
示も行います。

大蔵村

日本の棚田百選「四ヶ村の棚田」を会
場に行われるイベント。約1200本のほ
大蔵村四ヶ村地区 大蔵村産業振興課
たる火がともる棚田に、オカリナの澄
☎0233-75-2105
棚田特設会場
んだ音色が響きわたります。一夜限り
の幻想的な世界をお楽しみ下さい。

川西ダリヤ園

7/28(金)～
11/5(日)

スマイルプロジェク
ト☆(きらり)かみの 7/29(土)
やま

森と湖に親しむ旬間
7/29(土)
月山サマーフェスタ

水焰の能

7/29(土)

「定期船とびしま」
7/29(土)
による酒田港クルー
18:00出航
ズ

第3回尾花沢すいかコ
7/30(日)
ンテスト

東北花火大会

水かけまんまフェア

7/30(日)

8/1(火)～
9/30(土)

観光ぶどう園オープ
8/1(火)～
ン

四ヶ村棚田ほたる火
8/5(土)
コンサート
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あさひむら観光協
会
☎0235-53-3411

鶴岡市櫛引総合運
鶴岡市櫛引庁舎産業
動公園
建設課
(雨天/櫛引ｽﾎﾟｰﾂｾ ☎0235-57-2115
ﾝﾀｰ)

道の駅 尾花沢｢花
笠の里 ねまる｣
（尾花沢市大字芦
沢1195-1）

「日本一おっきい!
ん～まい!尾花沢す
いかコンテスト｣実
行委員会（事務局:
尾花沢市農林課 農
政畜産振興係）
☎0237-22-1111㈹

赤倉温泉観光協会
☎080-1660-4083

置賜日報社
☎0238-22-7250

酒田花火ショー

8/5(土)

酒田市

酒田港の重要港湾指定を祝ってはじめ
られた歴史ある花火大会です。
山形ではここでしか見られない大迫力 酒田市最上川河川 (一社)酒田観光物
の水上スターマインをはじめ、12,000 公園 出羽大橋上 産協会
☎0234-24-2233
発の花火が光でショーアップされた空 流
間を存分にご堪能ください。【有料席
あり】ペアシート5,000円～

山形まるごと市
(蔵王温泉会場)

8/6,13,20,27
各日6:00～8:00
※全て日曜日

山形市

やまがたの地元の採れたて新鮮な野菜
蔵王温泉高湯通り 山形まるごと市実
や果物のほか、蔵王名物稲花餅や湯花
( 山 口 餅 屋 ・ 能 登 行委員会
などのお土産も人気です。
☎023-641-1212
屋 駐車場)
※ただし品物が無くなり次第終了

山形まるごと市
(山寺会場)

8/6(日)
8/11(金)
8/13(日)
8/20(日)
8/27(日)
各日10:00～
15:00

山形市

朝どりの新鮮な野菜や果物のほか、山
菜なども人気です。生産者にとってお
きの食べ方などを直接聞くことができ 山寺宝珠橋公園
るのも楽しみのひとつです。
※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

尾花沢市

江戸時代の俳人 松尾芭蕉の足跡を辿る
体験ツアーです。芭蕉の衣装に身を包
み、深緑の山刀伐峠ブナ林を登れば、
自ずと芭蕉のこころに出会えます。参
加費4,000円(昼食代、芭蕉衣装一式、
記念品、資料、バス代、資料館入館
料、保険加入料等)。 申込締切：7月
21日(金)

芭蕉路山刀伐峠越
え体験ツアー実行
委員会(事務局:宮
沢地区公民館)
☎0237-22-0433

8/6(日)

最上町

そば作りの盛んな最上町に自分の畑お
持ち、そば栽培を体験できる制度で、
種まきや収穫などの農作業を楽しむほ 白川みつわ会
かに、各種催しも盛りだくさんです。
初心者の方も大歓迎です。

日曜朝イチ流しそう
8/6(日)
めん

最上町

夏の風物詩「流しそうめん」を義経弁
瀬見温泉共同浴場 瀬見温泉観光案内
所
慶ゆかりの地で楽しく美味しく食べる
せみの湯前
☎0233-42-2123
ことができます。(仮)

小国町

パークゴルフ、カヌー、ツリーイング
など様々な体験ができる森や湖に存分 水源の郷交流館
に親しめるイベントです。

遊佐町

鳥海山の山伏神楽で比山神楽と呼ば
れ、熊野神社が鳥海山で修行する山伏
の宿坊として栄えた鎌倉時代から伝
わっていると言われています。地域の
住民が連綿と受け継ぎ、衣装、面、小
遊佐町教育委員会
道具なども、その時代時代に修復、新
杉沢熊野神社境内 教育課
調しながら、ほぼオリジナルの形を継
☎0234-72-5892
承していると言われています。趣のあ
る神社の境内で、夕刻からの暗がりの
中で舞われる様は、観客を否応なしに
幽玄の世界に誘います。国指定重要無
形民俗文化財に指定されています。

山形市

採れたて新鮮な野菜や山菜、木工品が べにばなトンネル 山 形 ま る ご と 市 実
軽トラの荷台に並びます。
高瀬側出口から北 行委員会
☎023-641-1212
※ただし品物が無くなり次第終了
へ約1km

西川町

昨年制定された「山の日」に、月山志
津温泉または姥沢地区に宿泊された方
限定で、星空観察会を行います。月山 月山リフト上駅周 月山朝日観光協会
☎0237-74-4119
リフト上駅周辺の標高1,500メートル地 辺
点でガイドのレクチャーとともに星空
観察を楽しみましょう！

平成29年度 真室川
8/11(金)
町アユ釣り大会

真室川町

真室川町の清流でアユ釣り大会を開催
真室川町
します。

最上漁業協同組合
事務局
☎0233-62-2078

玉簾の滝ライトアッ 8/11(金)～
プ
8/18(金)

酒田市

落差63メートル、幅5メートルの滝で、
直瀑の滝としては山形県内随一の高さ 玉簾の滝(酒田市
を誇る「玉簾の滝」をライトアップし 升田字大森地内)
ます。

酒田市八幡総合支
所建設産業課
☎0234-64-3115

『鳥海山登山ツアー
Ⅳ』【7合目縦走コー 8/11(金)
ス】

遊佐町

鳥海山ガイドと憧れの出羽富士鳥海山
へ。幸治郎沢を経由して湯ノ台へ下り
遊佐町
るコースです。※ご予約は締め切って
おります。

NPO法人 遊佐鳥海
観光協会
☎0234-72-5666

寒河江市

寒河江市と近郊の特産品が一堂に揃う
「さがえ ちぇり～マルシェ」が開催さ
山形県寒河江市本 寒河江市商工創成
れます。12日は朝市、27日は「お客様
町1丁目寒河江駅 課
感謝デー」。楽しいイベントも盛りだ
☎0237-86-2111
前みこし公園
くさんですので、ぜひ、寒河江駅前み
こし公園にお越しください。

おくのほそ道 山刀
8/6(日)
伐峠越え体験ツアー

そば種まき

白い森おぐに湖体験 8/6(日)

杉沢比山

8/6(日)
8/15(火)
8/20(日)

山形まるごと市
8/11(金)
(高瀬第2会場 軽トラ
10:00～15:00
市)

月山星空観察会

8/11(金)

8/12(土)
さがえちぇり～マル
6:30～7:30
シェ朝市・さがえ
8/27(日)
ちぇり～マルシェ
10:00～14:00
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尾花沢市文化体育
施設 サルナート
(尾花沢市若葉町
一丁目4番27号)

白川みつわ会
☎090-1934-7222

小国町役場総務企
画課
☎0238-62-2264
横川ダム管理所
☎0238-65-2363

第38回山形大花火大 8/14(月)
会
19:00～21:00

山形市

たくさんの色鮮やかな花火が打ち上げ
られ、夏の夜を彩る、山形最大級の花 須川河畔 反田橋 山 形 大 花 火 大 会 実
行委員会
火 大 会 。 今 年 の テ ー マ は 「 雅 （ み や 付近
☎023-632-8665
び）」です。

TSUNOKAWA Summer
Party 2017

8/14(月)

戸沢村

角川元気プロジェ
角川地区の精鋭たちが、角川から元気
戸沢村南部地区地 クト
を発信します！ビアガーデンや、ライ
✉
域振興センター
ブ、和太鼓演奏など、暑い夏にぴった
(旧角川小中学校) tunokawa317@gmail
りの熱いお祭りです。
.com

中獅子おどり

8/14(月)

飯豊町

豊年満作を祝う踊りで「踊り宿」を中
心にして伝えられてきました。獅子頭
をかぶり、笛吹を先頭に唄って踊って
います。

飯豊町中地区

椿念仏踊り

8/14(月)

飯豊町

先祖の霊を慰める目的で踊られる椿念
仏踊り。奴や毛やり、四ツ竹など踊り
手が列を成して踊ります。「面すり」
の動きがたまらなく面白いですよ！

飯豊町椿地区内

水郷大江夏まつり灯
8/15(火)
ろう流し花火大会

大江町

水郷大江夏まつり
3ヵ所から打ち上がる約4,000発の花火
大会事務局(大江町
は圧巻です。最上川の水面を彩る灯ろ 大江町最上川河畔 政策推進課)
うは幻想的な光景です。
☎0237-62-2139

米沢市

言い伝えは古く、平家の落人がお家再
興を願って踊ったのが始まりと言われ
ています。「関東肥挟踊り」「角田中
円照寺
村踊り」「十七下り」の3演目で構成さ
れ、3頭の獅子が静かに、しかし力強く
舞います。

綱木獅子踊り保存
会
☎0238-38-5623

8/15(火)
8/16(水)

米沢市

梓山獅子踊りとは、万世町梓山に古く
から伝わる民俗芸能です。県の無形民
俗文化財に指定されています。男性的
上組:法将寺
な激しい動作で「豪快活発」と称され
下組:松林寺
る上組の踊りは15日に、女性的な優雅
な立ち振舞で「優美華麗」と称される
下組の踊りは16日に奉納されます。

上組
☎0238-28-0635
下組
☎0238-28-0766

水郷大江夏まつり灯
8/15(火)
ろう流し花火大会

大江町

水郷大江夏まつり
3ヵ所から打ち上がる約4,000発の花火
大会事務局（大江
は圧巻です。最上川の水面を彩る灯ろ 大江町最上川河畔 町政策推進課）
うは幻想的な光景です。
☎0237-62-2139

戸沢花胡蝶歌舞伎

鶴岡市

毎年開催されている戸沢集落の戸沢花
戸沢公民館
胡蝶歌舞伎。

川西町

小松豊年獅子踊は、平安時代に起源を
持つ郷土芸能です。3匹の獅子や、華や
かな衣装をまとった花笠、早乙女の踊
川西町生涯学習課
川西町小松地区内 ☎0238-44-2843
りが見物です。中でも獅子が火の輪を
くぐる「狂い獅子」の豪快さは見る人
を魅了します。

鮭川村

仏式としては東日本随一の灯ろう流し
です。読経とご詠歌が奉詠されるな
か、川面には先祖供養の灯ろうが一つ
庭月観音
一つ流れ始め、やがて幾千の灯りとな
り鮭川をゆったりと幻想的に流れてい
きます。

庭月観音
☎0233-55-2343

鮭川村

山形県の誇る清流、鮭川の恵みを楽し
く美味しく学ぶ川イベント。旬の材料
鮭川村内
を使った料理を味わいます。（年間5回
予定）8/19はアユ編。

清流鮭川を楽しむ
会
さけがわ友遊C’
Love（鮭川村中央
公民館内）
☎0233-55-3051

鶴岡市

赤川河畔の会場の広さを生かし、約
12,000発の花火が夜空を彩ります。特
別観覧席あり。
19時15分 打ち揚げ開始
赤川河畔(羽黒橋
※櫛引総合運動公園からシャトルバス ～三川橋)
(往復1人 1,000円)が運行されます。
その他、詳細につきましては赤川花火
大会公式HPをご覧ください。

赤川花火大会実行
委員会(鶴岡青年会
議所)
☎0235-64-0701

綱木獅子踊り

梓山獅子踊り

小松豊年獅子踊

8/15(火)

8/16(水)

8/16(水)
8/27(日)

庭月観音灯ろう流し 8/18(金)

清流鮭川を楽しむ会 8/19(土)

★鶴岡お祭りウィー
ク★第27回赤川花火 8/19(土)
大会

飯豊町観光協会☎
0238-86-2411

白椿地区公民館☎
0238-72-2242

戸沢公民館
☎0235-45-2333

8月のマルシェはカレーフェスを開催。
スパイス調合のワークショップで本格
カレーに挑戦！
時間 10:00～15:00
kitokito MARCHE
8/20(日)
(キトキトマルシェ)

新庄市エコロジー 新庄市商工観光課
☎0233-22-2111
ガーデン

新庄市
新庄市エコロジーガーデン内 カフェ
＆ショップcommune AOMUSHIは毎日
11:00～15:00まで営業しています。
※不定休
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虚空蔵尊灯篭流し

8/23(水)

第6回悠久の里 慈恩
寺コンサート
8/26(土)
ウェイウェイ・ウー 19:00～
[二胡の響宴]

高畠町

耕福寺虚空蔵尊祭礼の際、先祖の供養
（一社）高畠町観
のため数百もの灯篭が最上川に流され 高畠町糠野目地区 光協会
☎0238-57-3844
ます。

寒河江市

今年は中国の伝統楽器の二胡を奏でる
ウェイウェイ・ウーをお迎えし、郷愁
溢 れ る 演 奏 を 慈 恩 寺 境 内 に 響 か せ ま 本山慈恩寺本堂前 寒河江市文化セン
ター
す。
特設舞台
☎0237-86-5111
前売券:全席自由 3,000円[6/26(月)～
販売開始]

遊佐町 杉沢比山

遊佐町
『鳥海山登山ツアーⅣ』
【７合目縦走コース】

遊佐町
鳥海山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ

遊佐町

鳥海山麓の雄大な自然に親しみなが
ら、日本海から鳥海山山頂までを海の
ス テ ー ジ [ カ ヤ ッ ク - 約 4 ㎞ ] 、 里 のス 遊佐町
テージ[自転車-約21㎞]、山のステージ
[ハイク-約7㎞]の3種目で目指します。

もがみMTB大会in赤倉
8/27(日)
スキー場

最上町

大会は危険なギャップ、ウォッシュ
ボードは一切なし。各自の体力に合わ
せた走行ができます。3時間耐久レース
は道幅たっぷりあります。一般の自転
車でも気軽に参加できます。Mcjoriの
DJがあり選手からのリクエストのあっ
た音楽で会場を盛り上げます。前泊し
て最上町の食を堪能できる「赤倉温泉
宿泊プラン」も用意しています。大会 最上町赤倉スキー 山形マウンテンバ
イク協会事務局
前日は「やまめ工房」堂城賢さんの 場
☎0237-42-0561
「やまめの学校」があります。
参加料
チャレンジコース 1000円
3時間耐久XCコース
一般 3000円
中学生 2500円
小学生 1000円
申込締切：8/13(土)

しゃりんオープン記
8/27(日)
念行事「夕陽能」

鶴岡市

しゃりんオープン記念行事。「夕陽
能 」 と 題 し て 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 道の駅「あつみ」 道の駅「あつみ」
しゃりん
「山戸能(やまとのう)」を夕陽を背に しゃりん
☎0235-44-3211
上演。

全日本カート選手権 8/27(日）

庄内町

全長1,063メートル、東北最大級のJAF
公認国内常設レーシングカートコー
ス。トップレーサーが腕を競う迫力満
点のレースを観戦できます。

山形まるごと市
(高瀬第1会場)

山形市

地元の農家の皆さんが丹精込めて作っ
山形まるごと市実
た朝どり野菜や果物、手作りのゆべし 産地直売所たかせ 行委員会
☎023-641-1212
や、漬物などもあります。

鳥海山SEA TO SUMMIT
8/26(土)
2017

通年開催
(1/1～1/3休み)

鳥海山SEA TO
SUMMIT 実行委員会
(NPO法人 元気王国
内)
☎0234-26-0470

庄内町余目地区
庄内町観光協会
カートソイレユ最 ☎0234-42-2922
上川

●海開き関連(再掲)
イベント名

日

程

市町村

概

要

場

所

問合わせ

鶴岡市

温泉郷の広い海岸線に広がる県内最大
の海水浴場。広い浜辺、遠浅の海、美
湯野浜海水浴場
しい夕陽が特徴。サーフィンなどのマ
リンスポーツも盛んです。

湯野浜温泉観光協
会
☎0235-75-2258

7/14(金)～
由良海水浴場海開き
8/20(日)

鶴岡市

快水浴場百選にも選ばれた、白山島と
夕日のコントラストが美しい海水浴
場。白山島や海の釣り堀、温泉やキャ 由良海水浴場
ンプ場も整備され、県外からも海水浴
客が訪れます。

由良温泉観光協会
☎0235-73-2250

遊佐町海水浴場海開 7/14(金)～
き
8/20(日)

遊佐町

西浜海水浴場をはじめ、釜磯・十里塚
の海開きです。十六羅漢岩のライト
西浜海水浴場
アップ、キャンプ場・コテージ村開村
と遊佐の夏本番を迎えます。

遊佐町役場企画課
観光物産係
☎0234-72-5886

湯野浜海水浴場海開 7/14(金)～
き
8/20(日)
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酒田市

酒田みなとICから車で5分と交通の利便
性が高く、釣りのメッカ酒田北港にも
隣接している海水浴場です。地引網や
古 代 塩 づ く り 体 験 、 風 車 塔 の ラ イ ト 宮海海水浴場
アップなど様々な催しも開催予定で
す。また、海から見える風車や鳥海山
の景色も最高です。

酒田市

庄内空港から車で5分ほど北上したとこ
ろにあり、高速道路のインターやキャ
浜中海水浴場実行
ンプ場も近くにある海水浴場です。テ
浜中あさり海水浴 委員会（浜中コミ
トラポットがないので、壮大な日本海
セン内）
場
と美しい砂浜を一望できます。開催期
☎0234-92-3004
間中の週末には、庄内砂丘メロンの抽
選会が開催されます。

酒田市

酒田港の北西39km沖合にある山形県唯
一の有人島である飛島の海水浴場で
す。海水の透明度は抜群で、泳いでい
る魚を間近に見ることができます。ま 飛島海水浴場
た、波も穏やかで泳ぎやすく、近くで
磯遊びもできるので、自然の素晴らし
さや島の魅力を存分に体感できます。

鶴岡市

環境省「快水浴場百選」にも選定され
ており、川砂利を敷き詰めた濁りの少
ない海水浴場で、気軽に海に親しむこ マリンパークねず 鼠ヶ関自治会
☎0235-44-2112
とができます。磯遊びのできる人工磯 がせき
浜もあり、家族連れにも人気！トイ
レ、シャワー、更衣室、駐車場完備。

鶴岡市

奇岩怪岩がある変化に富んだ入江状の
海水浴場。山々の自然に囲まれ、磯場
もある浜辺は、家族連れでも楽しめる 三瀬海水浴場
海水浴場として人気です。また、夜光
虫の観察や、漁師体験もできます。

三瀬観光協会
☎0235-73-3035

小波渡海水浴場海開 7/22(土)～
き
8/20(日)

鶴岡市

三瀬海水浴場からトンネルを越える
と、国道のすぐそばにある海水浴場。
見 晴 ら し も 良 く 、 磯 遊 び も 楽 し め ま 小波渡海水浴場
す。お子様連れの家族に人気の海水浴
場です。

小波渡観光協会
☎0235-73-2252

加茂レインボービー 7/22(土)～
チ海開き
8/13(日)

鶴岡市

人口の砂場・磯場として整備された海
水浴場。磯場では、足を切らないよう 加茂レインボー
に履物を着用したうえで、海草や貝類 ビーチ
などの生物観察も楽しめます。

加茂地区自治振興
会
☎0235-33-3023

宮海海水浴場海開き

7/15(土)～
8/15(火)

浜中あさり海水浴場 7/15(土)～
海開き
8/16(水)

飛島海水浴場海開き

7/16(日)～
8/16(水)

マリンパークねずが 7/22(土)～
せき海開き
8/20(日)

7/22(土)～
三瀬海水浴場海開き
8/20(日)

酒田市宮海海水浴
実行委員会
☎090-5598-6417

飛島観光協議会
☎0234-95-2246

●プロスポーツ試合情報（県内版）
チーム名

日

程

リーグ名
カップ名

対戦相手

場

所

問合わせ

モンテディオ山形

7/1(土)
18:00～

J2リーグ

FC町田ゼルビア

NDソフトスタジア (株)モンテディオ
ム山形(山形県総 山形
☎023-666-8882
合運動公園内)

モンテディオ山形

7/12(水)
19:00～

天皇杯

鹿島アントラーズ

NDソフトスタジア (株)モンテディオ
ム山形(山形県総 山形
☎023-666-8882
合運動公園内)

モンテディオ山形

7/22(土)
18:00～

J2リーグ

湘南ベルマーレ

NDソフトスタジア (株)モンテディオ
ム山形(山形県総 山形
☎023-666-8882
合運動公園内)

モンテディオ山形

8/11(金)
18:00～

J2リーグ

ツエーゲン金沢

NDソフトスタジア (株)モンテディオ
ム山形(山形県総 山形
☎023-666-8882
合運動公園内)

モンテディオ山形

8/20(日)
時間未定

J2リーグ

ジェフユナイテッド市原・千葉

NDソフトスタジア (株)モンテディオ
ム山形(山形県総 山形
☎023-666-8882
合運動公園内)

●山形交響楽団演奏会（県内版）
演奏会名

BASUYA CD発売記念
東北ツアー

ピアノ三重奏トリ
フォート第5回コン
サート

日

7/2(日)
14:00～

7/2(日)
15:00～

程

市町村

概

要

場

所

問合わせ

山形市

普段目にする・耳にするフルートとは
一味違う【バスフルート】の世界。
ノイジーダック
繊細かつダイナミックな低音の響きを
お楽しみください。

山形市

トリフォーリオとは、イタリア語で
『三つ葉』。花言葉は『幸せ』。
ヴァイオリン・チェロ・ピアノ三重奏 山形テルサ アプ ☎090-43154274(駒込)
で織りなすハーモニーは聴く人すべて ローズ
に幸せを運んでくれると信じていま
す。一般:2,000円 学生:1,000円
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BASUYA
☎023-633-6506

SERENADE in
BUNSHOKAN～山響スト 7/14(金)
リングスシリーズ
19:00～
2017Vol.1～

山形市

7/15(土)
山形弦楽四重奏団第 18:45～
山形市
64回定期演奏会
(プレコンサート
18:15～)

「英国の薫り漂う歴史遺産「文翔館」
…真夏の夜のストリングス」
山響の代名詞「モーツァルト」から英
国近代のホルスト。芥川也寸志の傑作
山響チケットサー
に、山形でもお馴染みの「ドラゴンク 文翔館議場ホール ビス
☎023-625-2204
エスト」弦楽バージョン。夏の夜に、
西洋と東洋の出会いを奏でるストリン
グスの響きをお楽しみください！チ
ケット情報は問合せ先へ。
○曲目
F.メンデルスゾーン／弦楽四重奏曲第5
番 変ホ長調 Op.44-3
☎090-2568F.J.ハイドン／弦 楽四 重奏 曲 ヘ 長調
6244(倉田)
文翔館議場ホール ☎090-2845Op.77-2「雲が行くまで待とう」
3771(中島)
F.シューベルト／弦楽四重奏曲第5番
変ロ長調 D.68
○全席自由:1,500円(当日2,000円)
(公社)山形交響楽

第26回 鶴岡公演

7/19(水)
19:00～

鶴岡市

協会
清廉な響きの世界…可憐な名歌手 小林
☎023-625-2203
沙羅が歌うモーツァルト＆工藤俊幸の 鶴岡市中央公民館 山響チケットサー
“イタリア”
ビス
☎023-625-2204
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