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おきたま・かみのやま

雛回廊
米沢市 伝国の杜米沢市上杉博物館

体験学習室にて享保雛を展示。寛永雛（江戸時代初
期）をさらに高級化したといわれ享保（1716～1736）
時代に流行しました。内裏雛は江戸時代後期の人形
師仲秀英もしくは、仲系の人形師の作と考えられてい
ます。市内個人からの寄贈などで収蔵したものです。

■住所／米沢市丸の内１-２-１■営業時間／9：00～17:00（入館は16:30まで）■定休日／〈12月～３月〉月曜日（月曜日が休日の場
合はその直後の平日）、〈4月～11月〉毎月第４水曜日■常設展示入館料／一般410円、高大生200円、小中生100円※団体料金
あり。※特別展は別途料金が必要。■交通／JR山形新幹線 米沢駅から車で８分■問／TEL.0238-26-8001■HP／あり

２月22日金～３月21日木展示
期間

米沢市 上杉伯爵邸
上杉伯爵邸は、明治29年、元米沢城二の丸跡に上杉
家藩主上杉茂憲伯爵邸として建てられ、建築当時は敷
地約5,000坪、建坪530坪の大邸宅でした。現在は、
登録有形文化財になっている国の文化財建造物で、
郷土料理、米沢牛肉料理をお楽しみいただけるレストラ
ンとなっています。ひな茶会は3月3日（日）開催。なお、ひ
な膳とひいな茶の御提供は2月3日（日）～3月4日（月）。

■住所／米沢市丸の内１-３-６０■営業時間／〈見学〉10:00～17:00、〈食事〉11:00～20:00（14:30以降、要予約）
■定休日／〈12月～３月〉水曜日、〈４月～11月〉無休■入館料／無料
■交通／JR山形新幹線 米沢駅から車で８分■問／TEL.0238-21-5121■HP／あり

２月3日日～4月3日水展示
期間

米沢市 酒造資料館 東光の酒蔵
江戸時代の享保雛を展示。東光の酒蔵では、四百二十
余年の歴史を有する小嶋家で代々伝えられてきた雛人
形を座敷二間に展示しています。大正八年の米沢大火
の折にも土蔵の中で無事に残った人形です。江戸中期
から後期にかけて作られた享保雛や古今雛で、内裏雛と
五人囃子それぞれ4組、計28体が今も変わらぬ優しく気
品のある顔立ちをして、見る者の心を和ませてくれます。

■住所／米沢市大町2-3-22（柳町上通り）■時間／9:00～16：30■休館日／12月31日・1月1日
■入場料／一般310円、中・高校生210円、小学生150円（団体料金あり）
■交通／JR山形新幹線 米沢駅から市街地循環バスで５分■問／TEL.0238-21-6601■HP／あり

2月3日日～4月3日水展示
期間

米沢市 出羽の織座 米澤民藝館
享保雛と貝合わせ展。気品高く口には本紅を
差し、袴は紅花染、瓔珞も美しく、五衣の装束、
唐衣姿の女雛、貴族の雅さを思わせてくれま
す。男雛、その他古今雛や相良人形も展示。美
しい絵柄が描かれた金蒔絵の貝桶は、王朝の
雅へと誘ってくれることでしょう。

■住所／米沢市門東町１-１-16■営業時間／10:00～11:30、13:00～16:00
※要予約■定休日／不定休■入館料／一般500円、小・中学生200円
■交通／JR山形新幹線 米沢駅から車で８分■問／TEL.0238-22-8141■HP／なし
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3月3日日～３月10日日展示
期間

米沢市 米沢織白根澤

享保雛、古今雛を展示。米沢市の景観賞を受
けた天保9年造の旧家で、紅花染めなど主にカ
ジュアルな紬の織物を生産し江戸時代から織
物業を続ける歴史あるメーカーです。

■住所／米沢市中央３-８-20■営業時間／10:00～17:00※要予約■定休日／2月9～11日、17日、23～24日
（定休日でも事前連絡あれば入館可能）■入館料／無料■交通／JR山形新幹線 米沢駅から車で10分
■問／（事務所）TEL.0238-23-0092・（携帯）TEL.090-7071-3783■HP／なし

2月9日土～2月24日日展示
期間

南陽市 南陽市立結城豊太郎記念館
「ふるさとのひなまつり」と題し、南陽市内の各家庭で大切に伝わっ
てきた享保雛・古今雛などを展示。それぞれ、雛人形がやってきた経
緯と、雛人形がもたらされた背景にある江戸時代から現代にいたる
までの産業との関わりを解説。雛人形が地域にとって歴史を物語る
貴重な資料のひとつであることを広く市内外に紹介します。さらに、
南陽市在住の作家によるひなまつりをテーマにした作品も展示し、
現代におけるひなまつりの楽しみ方も併せて紹介します。

■住所／南陽市赤湯362■営業時間／９:00～16:３０（開館受付は１６:00まで）
■定休日／月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）■入館料／無料■交通／JR山形
新幹線 赤湯駅から車で５分、徒歩30分■問／TEL.0238-43-6802■HP／あり
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1月16日水～３月24日日展示
期間

長井市 ※個人宅山口家
趣味として集めていた雛人形が少しずつ増えていき、自
宅の一部を展示会場として公開するようになりました。
評判が口コミで広がり、訪れるお客様が年々増えてい
ます。国内でも数体しかない江戸時代の名工人形師２
代目原舟月（はらしゅうげつ）の「古今雛」や、雛祭りの
ルーツであり子供の幸せを祈って作られたといわれ、東
北地方では珍しい「這子（ほうこ）」を展示しています。

■住所／長井市舟場25-34※山口製作所隣り■営業時間／９:00～
16:00■定休日／なし■入館料／無料■交通／山形鉄道フラワー長井
線 あやめ公園駅から車で５分■問／TEL.0238-84-2830■HP／なし

ＮＧ

3月1日金～３月31日日展示
期間

長井市 總宮神社

趣味として集めた雛人形や、昔実際に使用して
いたポックリ下駄、こども下駄などを展示してい
ます。特にこだわって集めた雛道具は、美しく細
かい細工が施されたものや、珍しいものまで数
多く展示しています。

■住所／長井市横町14-24■営業時間／9:00～16:00■定休日／なし■入館料／無料■交通／山形鉄道フラワー
長井線 あやめ公園駅から徒歩5分■問／TEL.0238-84-7474※予約不要■HP／あり■駐車場／あり

3月1日金～３月31日日展示
期間

置賜地域と上山市に
古くから伝わる、お雛様の数々。
かつて、藩士が江戸勤務を終えて戻って
くる際、お土産として買い求めてきたもの
や、京都や大阪から北前船によって運ば
れてきたものなど、美しく可憐な逸品が皆
様をお待ちしております。
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同時開催 体験学習室プレイショップにて「自由につくろう」無料体験

同時
開催

米沢織や時代着物、昔の五月人形や小物、
べっ甲のかんざしなどを展示

期間中特典

期間中イベント

手作りのお菓子で
おもてなし

期間中特典
しぼりたて板粕で作った甘酒ふるまい
東光のお酒の試飲

ひなまつりコンサート（予定）
日時／3月2日㈯14：00～

期間中特典・同時開催
見学後お茶でおもてなし／
昔懐かしい瀬戸物の展示即売

（山形県置賜総合支庁観光振興室内）
楽しい美味しい情報満載！！

※本誌に掲載されている内容はやむを得ない理由により、
　予告なく変更、中止になる場合があります。

TEL.0238-26-6046
協賛／やまがた観光キャンペーン推進協議会

（土・日・祝日休）
あった回廊
←冬のあった回廊HP

やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会



幼稚園児から小学校低学年ぐらい
までのお子様を対象に、簡単に着付
けができ、本格的なお雛様の姿にな
れる、体験プランです。ぜひお子様連
れで雛めぐりをお楽しみいただき、
記念の写真をお撮りください。
※マイカメラでの写真撮影となります。　
※ご利用の際は、あらかじめ各施設に
電話にてご予約ください。

わたしもおひなさまわたしもおひなさま
対象マーク

着物をはおれば、
あっという間に
可愛いお雛様に
大変身！

かい  　せん    どう上山市 上山城郷土資料館

市民をはじめ多くの方からの寄贈により雛人形
を受入れ、現在では江戸時代から現代までの
様々な種類の雛人形を展示。江戸時代中期以
降から伝わる享保雛、古今雛、次郎左衛門雛、
有職雛などを展示しております。

■住所／上山市元城内3-7■営業時間／9:00～17:15（入館は16:45まで）■定休日／3月14日■入館料／大人
４１０円、高校・大学生３６０円、小・中学生５０円■交通／JR山形新幹線 かみのやま温泉駅から徒歩12分、車で３分
■問／TEL.023-673-3660■HP／あり

3月3日日～4月3日水展示
期間

上山市 蟹仙洞
創設者・長谷川謙三氏のコレクションを展示し
ている私設博物館です。江戸時代から昭和時
代までの歴史ある雛人形を数多く展示。享保雛
や古今雛などの内裏雛や土人形、紅花商人か
ら受け継がれた雛人形も展示しております。

■住所／上山市矢来4-6-8■営業時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）■定休日／火曜日■入館料／大人
５００円、高校・大学生３００円、小・中学生１００円■交通／JR山形新幹線 かみのやま温泉駅から徒歩５分
■問／TEL.023-672-0155■HP／あり

3月1日金～4月1日月展示
期間

上山市 旧曽我部家（武家屋敷）

旧曽我部家の子孫の方の雛人形（昭和）や旅
館の女将さんの手作りの木目込み人形を展
示。その他、地元の方からお借りした雛人形も
展示しております。

■住所／上山市鶴脛町1-7-38■営業時間／9:30～16:00■定休日／展示期間中は無休■入館料／無料
■交通／JR山形新幹線 かみのやま温泉駅から徒歩15分■問／TEL.023-672-1111（上山市観光課）■HP／あり

3月16日土～3月24日日展示
期間

上山市 山田屋（楢下宿）
楢下地区に代々伝わる雛人形や地元の方から
寄贈された雛人形など約３００体を展示。楢下
地区の雛人形の多くは一体一体が桐箱に入っ
ているのが特徴。その他、楢下地区に代々伝わ
る「花嫁衣装」も展示しております。

■住所／上山市楢下56■営業時間／１０：００～１６：００（入館は１５：３０まで）■定休日／展示期間中は無休
■入館料／無料■交通／JR山形新幹線 かみのやま温泉駅から車で20分
■問／TEL.023-672-1111（上山市観光課）■HP／なし

3月16日土～3月24日日展示
期間

高畠町
道の駅 たかはた

雛人形は、町内在住者より館内装飾として寄贈して頂
いたもので、昭和40年代に製造販売されたものです。つ
るし雛（飾り）は、町内ふれあい工房による手作りの作
品。今回は30本以上のつるし飾りと、その他民芸品を展
示予定。原料の多くは近隣住民より箪笥の中にしまいこ
んでいた「着物」を譲り受け、作られているものです。

■住所／高畠町大字安久津２０７２-１■営業時間／9:00～17:00
■定休日／なし■入館料／無料■交通／ＪＲ山形新幹線 高畠駅から
車で１２分 Ｒ１１３号沿い■問／TEL.０２３８-５２-５４３３■HP／あり

1月1日火～３月3日日展示
期間

川西町

江戸時代より伝わる古雛人形（享保雛や古今
雛等）を玉庭地区の施設や民家に飾りながら、
地元ボランティアの方々による説明や郷土料
理等のおもてなしを楽しめる、１年に２日間だけ
の特別なひなめぐりです。

■住所／川西町大字玉庭地区内■時間／9:00～15:30（受付は14:00まで）■協力金／一般1,500円、小・中学生
500円【一般のみ前売券あり】■交通／JR米坂線 羽前小松駅から車で20～30分・東北中央自動車道 米沢中央IC
から車で40～50分■問／玉庭ひなめぐり実行委員会／TEL.0238-48-2130■HP／あり（Facebook）

3月23日土・24日日展示
期間

白鷹町 道の駅白鷹ヤナ公園あゆ茶屋

常設としては日本最大の規模を誇る観光ヤナ
場を持ち、鮎の塩焼きや鮎定食などをお楽しみ
いただけます。道の駅も併設され白鷹の特産品
もお買い求めいただけます。冬の風物詩鮎の寒
風干しも見どころ。

■住所／白鷹町大字下山661-１■営業時間／10:00～17:00■定休日／１月２月のみ毎週水曜日■入館料／無料
■交通／山形鉄道フラワー長井線 荒砥駅から車で５分 ■問／TEL.0238-85-5577■HP／あり

２月1日金～３月31日日展示
期間

白鷹町 荒砥駅資料館

玉庭ひなめぐり

江戸時代中期から大正時代までの土人形を展
示。戦乱の時代のあとの、庶民の平穏な暮らし
を象徴する貴重な土人形を展示しています。
ゆったりした時間の流れるフラワー長井線の旅
の終着駅で、当時の時代背景を思い浮かべな
がらご覧ください。

■住所／白鷹町大字荒砥甲1296-1■営業時間／10:00～16:00■定休日／なし■入館料／無料
■交通／山形鉄道フラワー長井線 荒砥駅内■問／TEL.0238-86-0086

2月9日土～３月31日日展示
期間

おきたま・かみのやま雛回廊特別企画おきたま・かみのやま雛回廊特別企画
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期間中イベント・同時開催
2月8日㈮～2月下旬まで「冬咲きぼたんまつり」
協賛「館内日本庭園」も同時開催

期間中特典 地元ボランティアの方々からのお茶や漬物のふるまい 期間中特典 地元ボランティアの方々からのお茶や漬物のふるまい

土礼味庵
ど　 　れ　　 み　  あん 他玉庭地区内施設

（7か所程度）

期間／2月15日（金）～3月3日（日）
　　　※２月23日（土）を除く
料金／１家族500円
　　　※抹茶orコーヒー券２枚付

上杉伯爵邸
期間／3月23日（土）～24日（日）
料金／500円（着付け代）
※玉庭ひなめぐりの協力金をお支払い
　いただいている場合は無料。

土礼味庵

■住所／長井市高野町2-7-28■営業時間／
９:00～17:00（入館は16:30まで）■入館料／
無料■交通／山形鉄道フラワー長井線 長井
駅から車で５分■問／TEL.0238-88-9365
■HP／あり

■会場／川西町フレンドリープラザ
　（住所／川西町大字上小松1037-1）
■交通／JR米坂線 羽前小松駅から徒歩3分、
JR山形新幹線 米沢駅から車で約30分、
東北中央自動車道 米沢北ICから車で20分
■問／川西町観光協会 
TEL.0238-54-1515

■住所／川西町大字玉庭6708-5

文教の杜ながい

米沢市 川西町

期間／2月8日（金）～2月11日（月・祝）
小桜館 長井市 こ　　ざくら　かん

ど　　 れ　　  み　　あん

期間／2月23日（土）
春待ち市

川西町（旧西置賜郡役所）
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