まだまだある！

A 鶴岡市立加茂水族館

ギネスブックに登録された、
クラゲ展示種類数
世界一の水族館。直径5mの円形大水槽は
圧巻です。
■開館/9:00～17:00
■料金/大人1,000円、小中学生500円
■年中無休 TEL：0235-33-3036

DATA
２市3町
●県北西部の
かぶ飛島、夏に
●日本海に浮
める月山と趣向
し
楽
スキーが
に富んだ地勢
“西の灘”と並ぶ
●鶴岡の大山は
酒のメッカ
温海かぶ、
●だだちゃ豆や
野菜の宝庫
赤ネギなどの在来
伎などの伝統
舞
歌
森
黒
、
●黒川能
される地
承
継
芸能が現代に

酒田舞娘のあでやかな踊りを
堪能し、
ひとときのタイムスリッ
プ気分を味わうのも楽しい。

車 5分

2 十六羅漢～道の駅 鳥海～旧青山本邸
車 15分

3 酒田市：さかた海鮮市場
車 40分

4 鶴岡市：鶴岡市立加茂水族館
車 10分

5 由良海岸／白山島
車 20分

6 鶴岡市温海：立岩、
鼠ヶ関
車 10分

7 宿泊／あつみ温泉
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湯田川温泉
つかさや旅館 若旦那

庄司 丈彦さん

平成24年で開湯1300年を迎えた湯田川温泉は、
毎分
約1000リットルと湧出量が豊富で、いつでも新鮮な
お湯が楽しめます。
国民保養温泉地に指定された名湯。

少し

13

TEL：0235-62-4299

「さかた海鮮市場」
の海鮮丼は、
日本海の新鮮な魚介類を堪能。
季節ごとに旬の味わいがあります。

桜が美しい
「あつみ温泉」

写真提供／
「奇蹟のテーブル」
刊行委員会

自然と文化の
豊かさを体験
しながら、
その地ならではの
味を楽しむ││。

問 スタジオセディック庄内オープンセッ
ト

庄内の食材を全国に発信し
た「食の都庄内」の立役者。
食材の育った環境を自身の目
で確かめ、食材を最良の状態
と料理法で提供しています。

食の都庄内

奥田 政行さん

庄 内 米 を はじ め 、春
秋 の 山 の 幸 、日 本 海 の
幸 、野 菜 や 果 物 な ど の
野 の 幸 、藤 沢 カ ブや 平
田 赤 ねぎ な どの 在 来 作

アル・ケッチァーノ オーナーシェフ

一年を通して恵まれる、
海の
幸・山の幸を使った料理も
魅力。
イベントも豊富で地元
の人との会話も楽しい。

物 など、庄 内は美 味しい
ものが目 白 押し 。地 域一
円 の 料 理 店 で は 、恵 ま
れ た 食 材 をいかし た さ
ま ざ ま な ジャンルの 料
理 を 楽 し むこ と がで き
ます 。

クラゲの研究で知ら
れる
「加茂水族館」。
クラゲの展示種類
数は世界一です。

ても
いつ来 でき、
が
発見
…
新しい 懐かしい
も
に
て
いつ来 田川温泉
湯
！
そんな しください
越
ぜひお

海沿いドライブコース

夕陽の名所・庄内浜
運が良ければ蜃気楼も

庄内海岸は日本でも有数の

夕陽の名所。
もちろん季節によっても

さまざまに色彩と表情を変えます。

味覚は、夏なら大ぶりの
〝天然岩が

庄内浜は夕陽の名所。太陽が沈み
きるときの、
その一瞬の緑色の輝き
「グリーンフラッシュ」現象を見ると幸
せになれるとの伝説も。

き〞冬なら脂の乗った寒鱈が主役の

（期間：4月下旬～11月下旬）

〝どんがら汁〞
がおすすめです。

スタジオセディック庄内
オープンセット

1 遊佐町：JR吹浦駅

Shonai area

（湯田川温泉）車 40分・（湯野浜温泉）車 20分
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時代小説の原風景を訪ねるコース

（湯田川温泉）車 20分・（湯野浜温泉）車 5分

7 宿泊／湯田川温泉・湯野浜温泉

月山
湯殿山

情 緒 溢れる 街 並みに、名 場 面の面 影を 感じ る 旅

車 20分

6 善寶寺

１４

万石の庄 内 藩として栄 えた城 下 町、

5 藤沢周平生誕之地石碑
藩校「致道館」
は、庄内藩
の士風の刷新と優れた人
材の育成を目的に、
文化2
年
（1805年）
建てられたも
の。東北で唯一現存する
藩校建造物。
問 TEL：0235-23-4672

大名をしのぐ大富豪として
知られた本間家の別荘を
美術館として開放。
美しい
日本庭園も見どころ。
江戸時代から酒田を代表した料亭
を修復して開樓した
「相馬樓」
。
問 本間美術館
問 TEL：0234-21-2310
TEL：0234-24-4311

7 宿泊／湯田川温泉・湯野浜温泉

9

112

あつみ温泉

酒 井 家を藩 主とした

車 40分

徒歩 5分

6 酒田市美術館 ★ ～土門拳記念館 ★ ★

4

345

鶴 岡 。市 街 地には藩 校 致 道 館や鶴 岡 公 園など、城 下 町の面 影

4 スタジオセディック庄内オープンセット

徒歩 10分

車 10分

5

湯田川温泉

を今に伝える歴史的建造物が数多く現存し、
その情緒溢れる

車 40分

黄金色の美田が広がる庄内平野。
日本の原風景が広がります。

街並みは、数多くの著名な時代小説の舞台として取り 上げら

徒歩 5分

鶴岡カトリック教会天主堂～
3 旧風間家住宅
「丙申堂」
～
富樫ろうそく店

れています。今も根強いファンが多く訪れるこの地で、
名場面の

致道博物館 ★ ～鶴岡公園～
藤沢周平記念館～藩校致道館

4 旧鐙屋～本間家旧本邸 ★ ★
5 山居倉庫～庄内米歴史資料館～酒田夢の倶楽

7

羽黒山

10

豪商の栄華と港町
を散策するコース

書院造、
近世古美術、
現代写真リアリズムまで

江 戸 時 代 、西 廻 航 路の拠 点

として廻 船 問 屋や米 問 屋が軒

を連ねた酒田の賑わいは、井原

西 鶴の読み本にも 登 場 するほ

どで、
本間家や鐙屋などの豪商

達は、
全国に知れ渡っていました。

北前船交易によってもたらされ

徒歩 10分
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E

6

3 相馬樓～山王くらぶ～旧割烹小幡～日和山公園

自然に囲まれた
映画ロケ地

数々の映画やドラマが撮影された敷
地面積日本一の撮影所を一般公開。
宿場町、大手門、漁村、農村など作品
を彷彿させるセットが楽しめます。大自
然と映画セットの最高のロケーションの
他にも、貸衣装や剣劇ショー（土日）等
のアトラクションを各所で開催、
お食事・
お土産処もあり楽しさ満載です。敷地
内バス有（有料）

た上方 文 化の影 響を受けて発

？
か

て寄り道してみ
ませ
ばし
伸
ん
を
みちくさ
足

展した独自の文化や歴史は、
い

日本最初の写真専門美術館。全7万点もの
作品を収蔵し、順次公開しています。
■開館/9：00～17：00 ■休館/12～3月
の月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
※展示換え休館あり ■料金/430円
TEL：0234-31-0028

2 本間美術館 ★

まなおロマンを漂わせながら、
酒

徒歩 5分

F 土門拳記念館（酒田市）★★

田市各地の旧跡や名庭、
料亭街

1 酒田市：JR酒田駅

湯の台温泉

2

湯野浜温泉
由良温泉 A

日本の観光地が格付けされた旅行ガイドブック。
その地域をより深く理解できるよう、
歴史や建築様式なども掲載されている。

2

ひとつひとつの飾りに意味や願いを
こめて作られた傘福。酒田の傘福は
日本三大つるし飾りの一つ。
問 山王くらぶ TEL：0234-22-0146

飛島

古くからの稲作地帯、
庄内平野。
その美田を潤す最上川。
月山・鳥海山の山岳
風景や海の幸の宝庫である庄内浜と、
自然風土が見事に完結したところ。

徒歩 25分

などの街並みに息づいています。

■開館/9：00～17：00
（11～3月は～16：30）
■休館/12～2月の火・水曜（祝日の場合は
翌日休）、年末年始、展示替日■料金/900円
TEL：0234-24-4311

SAKATA

1 鶴岡市：JR鶴岡駅

D 酒田夢の倶楽（酒田市）

E 本間美術館（酒田市）★

鶴岡・酒田
TSURUOKA

★：ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン評価

C さかた海鮮市場（酒田市）
水揚げされたばかりの新鮮な魚介類が豊富！
■営業時間/1階8：00～18：00、2階7：00
～9：30、11：30～19：00 ■不定休
TEL：2F
（食事処）
0234-26-6111／1F
（鮮
魚市場）
0234-23-5522

庄内エリア

原風景に身を置いてみては。

B 致道博物館（鶴岡市）★
庄内の歴史文化の殿堂。重要文化財を含む
貴重な建築物が移築され、書院造りの庭園・
民俗文化財等を収蔵展示しています。
■開館/9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館/12～2月の水曜、年末年始
■料金/大人700円 TEL：0235-22-1199

酒田の歴史や文化を紹介する華の館と銘菓や、
みやげ品が揃う幸の館。歴史と浪漫に出会える倉。
■開館/9：00～18：00 ■休館/1月1日
■料金/無料
TEL：
（酒田観光物産協会）
0234-22-1223

地 域から選ぶ、お す すめモデルコース！

山伏の
庄ちゃん

周辺

庄内エリアのおすすめ

米どころ酒田を象徴するシンボル
「山居倉庫」
。
築百年以上を経た
現在も使用されています。
問（一社）
酒田観光物産協会
TEL：0234-22-1223
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酒田花火ショー
（酒田市／8月第1土曜日）

荘内大祭
（鶴岡市／8月中旬）
赤川花火大会
（鶴岡市／8月第3土曜日）

庭月観音灯ろう流し
（鮭川村／8月18日）

真室川まつり・
花火大会
（真室川町／8月16日～17日
※花火大会は17日）

金山まつり・花火大会
（金山町／8月14日～16日 ※花火大会は16日）
新庄まつり
（新庄市／8月24日～26日）

大蔵納涼花火大会
（大蔵村／8月9日）
月山サマー
フェスタ
黒川能水焔の能
（西川町／7月
（鶴岡市櫛引／7月最終土曜日）
最終土曜日）
羽黒山八朔祭
（鶴岡市羽黒／8月31日
～9月1日）

水郷大江夏まつり
灯ろう流し花火大会
（大江町／8月15日）

おばなざわ花笠まつり
（尾花沢市／8月27日・28日）
大石田まつり最上川花火大会
（大石田町／8月16日）
むらやま徳内まつり
（村山市／8月下旬）
ひがしね祭（東根市／8月10日・11日）
天童夏まつり
（天童市／8月8日・9日）
山形花笠まつり
（山形市／8月5日～7日）
、
山形大花火大会
（山形市／8月14日）

伊佐沢の久保桜

南部の置賜地方、米沢市周辺の南陽市・
長井市・白鷹町一帯には、樹齢500年～
1200年を数える見事な巨桜樹が数多く残っ
ています。中には花の咲き時を農作業の目
安にした
「種まき桜」
もあり、大事なこよみとし
て何世代にも渡って慈しまれて来ました。
「伊佐沢の久保桜」
「草岡の大明神桜」
「釜ノ
越サクラ」
などは国や県・町指定の天然記念
物、
それぞれに伝説も残されています。堤防
や公園を彩る様々な種類の桜は、
どれも見ご
たえのある桜を堪能できる観光ルートです。

▲やまがたの雛
古今雛／鶴岡市・龍の湯

ながい水まつり
最上川花火大会
（長井市／８月第１土曜日）
熊野大社例大祭
（南陽市／7月24日～25日）
東北花火大会
（米沢市／7月30日）
納涼水上花火大会
（米沢市／8月第1金曜日）

７月末～８月末にかけて県内各地では花火大会
が開催されます。
特に
「山形大花火大会」
や、
「酒田
花火ショー」、鶴岡市の
「赤川花火大会」
は規模も
大きく、市外・県外からも見物客が押し寄せます。

日和山公園
（酒田市）

最上公園、
泉田桜通り
最上町国道47号線
（新庄市）
沿線の桜
（最上町）
鶴岡公園、
赤川土手の 猿羽根山公園
桜並木
（鶴岡市）
（舟形町）
あつみ温泉温海川の桜
（鶴岡市）

徳良湖
（尾花沢市）

堂の前公園
（東根市）
舞鶴公園
（天童市）
霞城公園、馬見ヶ崎さくらライン
（山形市）
西蔵王大山桜
（山形市）

釜ノ越サクラ

月岡公園、
みゆき公園
（上山市）

置賜さくら回廊

『日本一のさくらんぼ』

燦々の太陽からたわわな実り。心躍る季節
「夏」。山形はメロンやスイカ、
すももなど、
本格的な果実のシーズンに入ります。
また、
岩がきやスルメイカなど海の幸も旬を迎え
ます。
この時期、
日本海での海水浴やスイ
カ・メロンなどの夏果実・野菜で涼をとり、
花火大会や花笠まつりなどで命の輝きに
触れてみてはいかがですか。
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八森自然公園・
舞鶴公園
（酒田市）

お達磨のさくら
（中山町）

夏こそあそべる、
山形のシキサイ。

●東沢公園バラまつり
（村山市／6月上旬～7月上旬）
●さくらんぼ祭り
（寒河江市／6月上旬～7月上旬）
●日本一さくらんぼ祭り
（山形市／６月中旬）
（東根市／6月中旬）
●さくらんぼ種飛ばしワールドグランプリ
●べに花まつり
（山形市・河北町・他／7月上旬～7月中旬）
●全国さくらんぼの種吹きとばし大会（寒河江市／6月中旬）
●月山サマーフェスタ
（西川町／7月最終土曜日）
●山形花笠まつり
（山形市／8月5日～7日）
●天童夏まつり
（天童市／8月8日・9日）
●ひがしね祭
（東根市／8月10日・11日）
●一夜限りのかほくうまいもの横丁・よるの動物園（河北町／8月上旬）
●山形大花火大会
（山形市／8月14日）
●むらやま徳内まつり
（村山市／8月下旬）
（尾花沢市／8月27日・28日）
●おばなざわ花笠まつり

中山河川公園
（遊佐町）

寒河江公園
さくらの丘
（寒河江市）

おいしい山形夏祭り

村山地方

村里に圧倒的な存在感を示す
古典桜。「種まき桜」
ともよばれ、
１０００年以上も人びとに慈しまれてきました。

赤川花火大会

山形の暑い夏をエネルギッシュに演出する夏まつり。
見事な踊り手や勇壮な山車に、
やんや！の歓声。

東 北四大まつりのひとつ
「花笠まつり」。ヤッショ、マカ
ショ
！の掛け声と共に、
１万人を
超える踊り手たちが山形市の
メインストリートをパレードしま
す。
観光客による飛び入りコー
ナーへの参加も大歓迎！国の
重要無形民俗文化財に指定
されている
「新庄まつり」
は豪
華絢爛な山車が特徴で、
歌舞
伎や昔話等を題材に見事な
場面を表現しています。歴史
は260年を超え、
江戸時代から
連綿と続く最上地方の代表的
なまつりです。
「むらやま徳内ま
つり」
は平成7年の誕生で村
山市の生んだ偉人、
最上徳内
翁に因んでの命名です。早い
テンポと躍動感あふれる振り
付けも勇ましく、
他県のイベント
にも多数出演。

孤高の巨木たちをめぐる、
「置賜さくら回廊」

新庄まつり

雅な京文化のよすががしのばれる雛まつり。
旧家を開放しての展示では、
その大きさや豪華さにも圧倒されます。

京の都で高値で取引された
と言われる
「最上紅」。山形産
の紅花は最高級品で、
「 米の
百倍、金の十倍」
とも言われま
した。
これら紅花を扱う商人た
ちが、最上川の舟運によりもた
らした京文化のひとつが「やま
がたの雛」
です。約300年前の
享保時代につくられた「享保
雛」、公卿の装束を反映させた
「有職雛」、現代雛のルーツと
もいわれる
「古今雛」
など県内
各地の旧家に多くの雛が残さ
れています。最上川沿いを中
心に山形県に連なる
「雛のみ
ち」。各所では旧暦のひな祭り
が今も行われます。

絢爛豪華！観客も
はじける「夏まつり」

酒田花火ショー

イ

行く夏を惜しんで
とっておきの
「花火大会」

むらやま徳内まつり

形のシキサ

紅花交易の栄華を映す
「やまがたの雛」
を愛でる

春 夏 秋 冬 、山

烏帽子山公園
（南陽市）

松が岬公園
（米沢市）

春からはじまる、
山形のシキサイ。

花笠まつり

最上地方

●とざわ旬の市
（戸沢村／6月上旬）
（鮭川村／6月第2日曜日）
●鮭川歌舞伎定期公演
●肘折温泉開湯祭
（大蔵村／7月14日）
●ひじおりの灯
（大蔵村／7月下旬～9月中旬）
（大蔵村／8月上旬）
●四ヶ村棚田 ほたる火コンサート
●真室川まつり花火大会
（真室川町／8月17日）
●庭月観音灯ろう流し
（鮭川村／8月18日）
●前森高原サマーフェスティバル（最上町／8月中旬）
●新庄まつり
（新庄市／8月24日～8月26日）

置賜地方

●あやめまつり
（長井／６月中旬～７月上旬）
●南陽のバラまつり
（南陽市／6月上旬～7月上旬）

●小野川温泉ほたる祭り
（米沢市／6月上旬～7月上旬）
●いいでゆりまつり
（飯豊町／6月上旬～7月下旬）
●いいで黒べこまつり
（飯豊町／7月上旬）
●白鷹紅花まつり
（白鷹町／7月中旬）
●熊野大社例大祭
（南陽市／7月24日～25日）
●東北花火大会
（米沢市／7月30日）
●愛宕の火祭り
（米沢市／8月1日）
●納涼水上花火大会
（米沢市／8月第1金曜日）
●米沢牛肉まつり
（米沢市／8月第1金曜日）
●ながい水まつり・最上川花火大会（長井市／8月第1土曜日）
●たかはた夏まつり「青竹ちょうちんまつり」
（高畠町／8月15日～16日）
●梓山獅子踊り
（米沢市／8月15日～16日）
●小白川神社あばれ獅子舞
（飯豊町／8月16日）
●虚空蔵尊灯籠流し
（高畠町／8月23日）

庄内地方

●大山犬まつり
（鶴岡市大山／6月5日）
（酒田市松山／6月上旬）
●羽州庄内松山城薪能「花の能」
●鳥海山夏山開き
（遊佐町／7月1日）
●月山開山祭
（鶴岡市羽黒／7月1日）
●黒川能野外能楽「水焔の能」
（鶴岡市櫛引／7月最終土曜日）
●酒田湊・甚句流し
（酒田市／酒田花火ショーの前日）
●酒田花火ショー
（酒田市／8月第1土曜日）
●赤川花火大会
（鶴岡市／8月第3土曜日）
●夏宵まつり
（庄内町／8月12日）
●荘内大祭
（鶴岡市／8月中旬）
●皇大神社奉納
「月の能」
（酒田市松山／8月20日）
●羽黒山八朔祭
（鶴岡市羽黒／8月31日～9月1日）

このデータは、
平成27年12月現在のものです。
その年により開催日が変更になる場合がございますので、
お出掛けの際は事前にご確認ください。

長い冬があけて、
やわらかな陽の光にあふれる
「春」。野山では新しい芽吹きが鮮やかな緑色
をたたえます。
そして、
いよいよ
「果実の宝石」山形の
「さくらん
ぼ」
が実りを迎えます。紅のさくらんぼを観て、
食べて、県内各地で開催される多彩な
イベントで、
山形県民の元気とおもてなしの
やさしさに触れてください。

村山地方

●やまがた雛のみち
（村山地方各地／1月上旬～5月上旬）
●月山夏スキー場開き
（西川町／4月上旬）
●霞城観桜会・馬見ヶ崎さくらライン（山形市／桜咲き始め～散り始め）
●人間将棋
（天童市／4月下旬）
●薬師祭植木市
（山形市／5月８日～10日）
●山寺日枝神社山王祭
（山形市／5月17日）
●徳良湖まつり
（尾花沢市／5月3日～5日）

最上地方

（最上地方各地／1月上旬～4月上旬）
●もがみ雛めぐり
●肘折温泉朝市
（大蔵村／4月下旬～11月上旬）
●新庄カド焼きまつり
（新庄市／４月29日～５月５日）
●真室川梅まつり
（真室川町／4月下旬～５月上旬）
●もがみ桜まつり
（最上町／4月下旬）
（大蔵村／５月中旬～６月中旬）
●肘折温泉山菜の食まつり

置賜地方

●おきたま雛回廊（置賜地方各地／2月上旬～4月上旬）

霞城公園 東大手門
●ヤナ開きまつり
（白鷹町／4月下旬～5月上旬）
●米沢上杉まつり
（米沢市／4月29日～5月3日）
●白つつじまつり
（長井市／5月10日～31日）
●おぐに石楠花まつり
（小国町／5月上旬）
●ながい黒獅子まつり
（長井市／５月下旬）

庄内地方

●庄内雛街道（庄内地方各地／2月上旬～4月上旬）
●安丹神楽
（鶴岡市／3月17日）
●春の大梵字まつり
（鶴岡市朝日／3月下旬）

このデータは、
平成27年12月現在のものです。
その年により開催日が変更になる場合がございますので、
お出掛けの際は事前にご確認ください。

●湯田川温泉梅まつり
（鶴岡市／4月上旬）
●鼠ヶ関神輿流し
（鶴岡市温海／4月15日）
（酒田市／4月中旬～4月下旬）
●酒田日和山桜まつり
●楯山公園桜まつり
（庄内町／4月中旬）
（酒田市松山／5月1日）
●中山神社祭典「武者行列」
●三川町菜の花まつり
（三川町／5月5日）
●鼠ヶ関大漁旗フェスティバル（鶴岡市温海／5月上旬）
●ふじの花まつり
（鶴岡市藤島／5月上旬～5月中旬）
●酒田まつり
（酒田市／5月19日～21日）
（鶴岡市／5月25日）
●鶴岡天神祭（化けものまつり）
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形のシキサ

イ
酒田日本海寒鱈まつり
アマハゲ
（酒田市／1月下旬の土・日曜日）、
（遊佐町／
黒森歌舞伎（酒田市／
1月1日、
1月3日、
1月6日）
2月15日・17日）
神室雪まつり
（金山町／1月下旬）

新庄雪まつり
だるま市（観音様のお年夜）
（新庄市／2月中旬）
（鶴岡市／12月17日）、
松例祭（鶴岡市羽黒／12月31日～1月1日）、
肘折さんげさんげ
王祇祭（黒川能）
（大蔵村／1月7日）
（鶴岡市櫛引／2月1日～2月2日）
雪旅籠の灯り
（西川町／
大黒様のお歳夜
（庄内地方全域／12月9日）2月下旬～3月上旬）
御塞神祭
（寒河江市／
旧暦1月15日）

平成鍋合戦
（天童市／12月中旬）

山形初市
（山形市／1月10日）

樹氷ライトアップ
（山形市／
12月下旬～3月上旬）
蔵王樹氷まつり
（山形市／
なんよう
1月下旬～2月）
雪灯かりまつり
（南陽市／
中津川雪まつり
2月上旬）
（飯豊町／2月下旬）
まほろば
冬咲きぼたんまつり
上杉雪灯篭まつり
（高畠町／2月中旬）
（米沢市／2月第2土・日曜日）

ながい雪灯り回廊まつり
（長井市／2月第1土曜日）
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山形では、秋の味覚がこ
とさらに充実。初秋のぶどう
や晩 秋のりんご、庄 内 柿 、
ラ・フランス・・・新米、新蕎
麦、
きのこも食欲を大いに刺
激！そして風物詩といえば
「芋
煮会」。河川敷や海岸で、鍋
を囲んで大盛況！山形市で
は9月の敬老の日の前日に
馬 見ヶ崎 河 川敷を会 場に
「日本一の芋煮会フェスティ
バル」
を開催。
６mの大鍋で
作った芋煮を配食し
ます。

山形市／日本一の芋煮会フェスティバル

やまがた
『冬の桜』
祭り

▼芋煮鍋

冬もいろどる、
山形のシキサイ。
雪景色の中、知恵を活かしたぬくもりの季節
「冬」。雪菜や寒だらなど、厳しい寒さや雪が育
む伝統の味、郷土の味、代々食べ継がれてき
た味があります。
また、冬のさくら
「啓翁桜」
がど
こよりも早い春を届けてくれます。
「温泉」
で身
も心もほっこり。厳寒の中で一足早い春に触
れてください。

上杉雪灯籠まつり

眺海の森
（酒田市松山／11月上旬）

陣峰市民の森
（新庄市／10月中旬～下旬）

花立峠
最上峡
梵字川渓谷
（最上町／10月中旬）
（戸沢村／10月中旬～11月上旬）
（鶴岡市／10月中旬～下旬）
立谷沢川流域
（庄内町／10月中旬～11月下旬）
温海川ダム周辺
（鶴岡市温海／
10月下旬～11月中旬）

小松淵
（大蔵村／
10月中旬） 銀山温泉
（尾花沢市／10月下旬～11月上旬）

月山、
月山花笠ライン 大滝公園、
（西川町／9月下旬～10月中旬） 東根の大ケヤキ

（東根市／10月中旬～下旬）

大井沢
紅葉川渓谷
（大江町／9月下旬～10月下旬） 山寺、
（山形市／10月下旬～11月中旬）

蔵王、
蔵王エコーライン
野川渓谷
（上山市／9月下旬～10月上旬）
赤芝峡
（長井市／10月上旬～11月上旬）
（小国町／
10月下旬～11月上旬）
まほろば古の里歴史公園
白川湖周辺
（高畠町／11月上旬）
（飯豊町／
10月中旬～11月上旬）

おいしい山形秋の収穫祭
秋ごとたべられる、
山形のシキサイ。

●神室雪まつり
（金山町／1月中旬）
●肘折さんげさんげ
（大蔵村／1月7日）
（最上町／1月第3土曜日）
●赤倉温泉お柴灯まつり
●新庄雪まつり
（新庄市／2月第2土・日曜日）
●地面出し競争worldcup in肘折（大蔵村／2月下旬）
●おおくら雪ものがたり
（大蔵村／3月中旬）

●大日如来わらじみこし
（高畠町／1月中旬）
●亀岡文殊祭礼星まつり
（高畠町／1月25日）
（長井市／2月第1土曜日）
●ながい雪灯り回廊まつり
●なんよう雪灯かりまつり
（南陽市／2月上旬）
（高畠町／2月中旬）
●まほろば冬咲きぼたんまつり
●上杉雪灯篭まつり
（米沢市／2月第2土・日曜日）
●中津川雪まつり
（飯豊町／2月下旬）

置賜地方

庄内地方

●保呂羽堂年越し祭
（米沢市／12月4日）
●ヤハハエロ
（飯豊町／1月15日前後）
●笹野観音初十七堂祭
（米沢市／1月17日）

月光川ダム周辺、
高瀬峡・二の滝
（遊佐町／10月中旬～下旬）

米沢市／天元台
（9月中旬～10月下旬）
、
西吾妻山・吾妻山スカイバレー
（10月上旬）
滑川・姥湯
（10月中旬～下旬）

山から海から。何よりうれしい収穫の
「秋」。
とれたて新鮮、つや姫、
ラ･フラ
ンス、ぶどう、
りんごなどなど、山形の
いろいろな味の宝物が一気にやって
きます。丹精込めてつくられた米・果
実・伝統野菜など、
「やまがた」
ならで
はの秋の恵みに触れてみてはいかが
ですか。

月山志津温泉／雪旅籠の灯り

最上地方

山の幸、里の幸。
たわわな実りがもたらす豊かな食文化。
どこに行っても「うまいもの」
に
出会える、秋の山形！

●山形初市
（山形市／1月10日）
●平成鍋合戦
（天童市／12月上旬）
●鬼やらい
（天童市／旧暦1月7日）
●御塞神祭
（寒河江市／旧暦1月15日）
（山形市／12月下旬～2月下旬）
●樹氷ライトアップ
●蔵王樹氷まつり
（山形市／１月下旬～２月）
●奇習
「加勢鳥」
（上山市／2月11日）
●雪旅籠の灯り
（西川町／2月下旬～3月上旬）

梵字川渓谷と大綱橋

芋煮鍋に舌つづみ！
「秋の味覚ご満悦」

村山地方

静かに埋め尽くす雪、雪、雪 ･･･
。
その中で瞬くろうそくの静かな光。
雪見の宴はこの地の人の、暮らしの知恵。

県内全域

蔵王エコーライン

肘折さんげさんげ

庄内地方／寒鱈汁
（どんがら汁）

●スキー場オープン
（県内各地／12月下旬～）

幻 想の光に包 まれて
「 雪の宴を 楽しむ 」

蔵王をはじめ、県内各所にはス
キー場が数多くあります。温泉も
全て近くにあるため、セットで楽し
めるのも冬の山形の醍醐味！また
蔵王といえば、全国的に有名なの
が樹氷。吹雪がつくるアイスモン
スターは、
まるで生きているかのよ
うにユーモラス！１２月下旬から２月
下旬まで行われるライトアップによ
り、何とも賑やか。冬のHANABIを
はじめ、様々なイベントが開催され
る
「蔵王樹氷まつり」は樹氷の見
頃に合わせて開催されます。

一面の銀世界 …
「スキーと樹氷を満喫」

蔵王樹氷

山形県は雪の多い土地柄。
その
冬や雪を美しくそして大いに楽しむ
まつりが、
この時期、各所で行われ
ます。米沢市の「上杉雪灯篭まつ
り」
がまず代表的で、上杉神社一帯
を主会場に、約300基の雪灯籠と
3,000を超す雪ぼんぼりにろうそく
が灯され、柔らかな光が雪の窓から
チラチラと瞬きます。冬の豪雪を利
用して行われる月山志津温泉の
「雪旅籠の灯り」
では、
ろうそくの柔
らかな灯りと趣のある町並みが、幻
想的な雰囲気を作り出します。

天然の彩色がこれほどまでに美しいとは ･･･
。
目に入る全てがカラーパレットになり、
ひと筆ひと筆、秋を描いていきます。

奇習
「加勢鳥」
（上山市／2月11日）

織りなす錦に
ため息 …
「紅葉をスケッチ」

存分に暑い夏があり、急
激に気温が下がると紅葉は
美しく色鮮やかに・・・。紅葉
のメッカといえばまず「 蔵
王」
。
宮城と山形を横断する
蔵王エコーラインでは、
見事
な赤色が織りなす錦をぬう
ようにドライブルートが続き
ます。
もうひとつは最上川の
舟下りルート、船上から眺め
る
「最上峡」。大小様々な滝
や、
時には早い雪も見られる
など、
その風情に感動です。

お柴灯祭り
（最上町／1月中旬）

やや祭り
（庄内町／1月15日に
一番近い日曜日）

●大黒様のお歳夜
（庄内地方全域／12月9日）
（観音様のお年夜）
（鶴岡市／12月17日）
●だるま市
●松例祭
（鶴岡市羽黒／12月31日～1月1日）

●アマハゲ
（遊佐町／1月1日、
1月3日、
1月6日）
●飛鳥神社裸参り
（酒田市平田／1月5日）
●追儺祭
（鬼遺らい）
（酒田市八幡／1月6日）
（庄内町／１月15日に一番近い日曜日）
●やや祭り
●日本海寒鱈まつり
（鶴岡市／1月中旬）
（酒田市／1月下旬の土・日曜日）
●酒田日本海寒鱈まつり
●まつやま大寒能
（酒田市松山／1月第4土曜日）
●王祇祭
（黒川能）
（鶴岡市櫛引／2月1日～2月2日）
●大山新酒・酒蔵まつり
（鶴岡市／2月中旬）
●黒森歌舞伎
（酒田市／2月15日・17日）
（黒川能）
（鶴岡市櫛引／2月第4土曜日）
●蝋燭能

このデータは、
平成27年12月現在のものです。
その年により開催日が変更になる場合がございますので、
お出掛けの際は事前にご確認ください。

村山地方

●日本一の芋煮会フェスティバル（山形市／９月敬老の日の前日）
●元祖芋煮会in中山
（中山町／9月上旬）
●かみのやま温泉全国かかし祭（上山市／9月中旬）
●寒河江まつり
（寒河江市／9月中旬）
●谷地どんがまつり
（河北町／9月中旬）
●た～んとほおバルフェスタ
（東根市／10月中旬）
●尾花沢新そばまつり
（尾花沢市／10月下旬）
●菊まつり
（天童市・西川町／10月下旬～11月上旬）
●最上川三難所そば街道「板そばまつり」
（村山市／11月1日～11月30日）

最上地方

天然きのこ

●最上まつり
（最上町／9月上旬）

●ふながた若鮎まつり
（舟形町／9月上旬）
●金山産業まつり
（金山町／10月中旬）
●新庄味覚まつり
（新庄市／10月中旬）
●鮭川きのこ王国まつり
（鮭川村10月上旬）
（戸沢村／10月下旬）
●とざわ旬の市・新そばまつり
●新庄そばまつり
（新庄市／11月上旬）
（大蔵村／１1月上旬）
●肘折温泉郷なめこ・こけし祭り

置賜地方

●赤湯温泉ふるさとまつり
（南陽市／9月第2土・日曜日）
●烏帽子山八幡宮例大祭（南陽市／9月15日）
●白鷹鮎まつり
（白鷹町／9月20日前後の週末）
●長井1000人いも煮会（長井市／9月20日前後）

このデータは、
平成27年12月現在のものです。
その年により開催日が変更になる場合がございますので、
お出掛けの際は事前にご確認ください。

●なせばなる秋まつり
（米沢市／9月最終の土・日曜日）
●南陽の菊まつり
（南陽市／10月中旬～11月中旬）
●おぐに鍋まつり
（小国町／10月下旬～11月上旬）

庄内地方

●鳥海山神鹿角切祭（遊佐町／10月中旬）
●白鳥飛来（庄内地方全域／10月中旬）
（庄内地方全域／10月中旬～下旬）
●庄内柿の収穫
●酒田どんしゃんまつり
（酒田市／10月中旬）
●関川しな織まつり
（鶴岡市温海／10月中旬）
（庄内町／10月中旬）
●あまるめ・たちかわ秋まつり
●鶴ヶ岡城址菊花展（鶴岡市／10月30日～11月3日）
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