一 面の銀世界・・・

春

夏秋

冬 、山 形 の シ キ

サ

織りなす錦にため息・・・

イ

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。

雪を楽しむ雪に遊ぶ・
・
・。
冬の山形は冷たい雪も、
温かくて楽しいおもてなしに！
白い季節のおくりものです。
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
“氷”と“雪”の芸術品「樹氷」。
それはまるで
愛嬌あるモンスターのようでもあります。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。

Winter

庄内地方／寒鱈汁
（どんがら汁）

新庄雪まつり
だるま市（観音様のお年夜）
（新庄市／2月第2土・日曜日）
（鶴岡市／12月17日）、
肘折さんげさんげ
松例祭（鶴岡市羽黒／12月31日〜1月1日）、
（大蔵村／1月7日）
王祇祭（黒川能）
尾花沢雪まつり
（鶴岡市櫛引／2月1日〜2月2日）
〜徳良湖WINTER JAM〜
（尾花沢市／２月下旬）
雪旅籠の灯り
（西川町／
大黒様のお歳夜
ひがしねウィンターフェスティバル
（庄内地方全域／12月9日）2月下旬〜3月上旬）
（東根市/12月上旬〜１月上旬）
御塞神祭
令和鍋合戦
（寒河江市／
（天童市／11月中旬）
旧暦1月15日）
山形市初市
（山形市／1月10日）
上山市民俗行事
「加勢鳥」
（上山市／2月11日）
ながい雪灯り回廊まつり
（長井市／2月第1土曜日）

幻想の光に包まれて
「雪の宴を楽しむ」

山もいろど
雪旅籠の灯り

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。
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、雪灯
篭と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。

県内全域

●スキー場オープン
（県内各地／12月上旬〜）
●山形市初市
（山形市／1月10日）
●令和鍋合戦
（天童市／11月中旬）
●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）
●ひがしねウインターフェスティバル（東根市/１２月上旬〜１月上旬）
●月山スノーランド
（西川町／12月中旬〜４月中旬）
●樹氷ライトアップ
（山形市／12月下旬〜2月下旬）
●蔵王樹氷まつり
（山形市／12月下旬〜2月下旬）
●上山市民俗行事
「加勢鳥」
（上山市／2月11日）
●雪旅籠の灯り
（西川町／２月）
●尾花沢雪まつり〜徳良湖WINTER JAM〜（尾花沢市／2月下旬）
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樹氷ライトアップ
（山形市／
12月下旬〜2月下旬）
蔵王樹氷まつり
（（山形市／
12月下旬〜2月下旬）

なんよう
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）

肘折さんげさんげ

村山地方

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。

真室川冬花火
（真室川町／2月中旬）
ホワイトアスロン
酒田日本海寒鱈まつり
アマハゲ
（真室川町／2月中旬）
（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/2月中旬）
やや祭り
お柴灯祭り
（庄内町／1月15日に
（最上町／1月中旬）
一番近い日曜日）

ひがしねウィンターフェスティバル

最上地方

●神室雪まつり
（金山町／2月中旬）
●肘折さんげさんげ
（大蔵村／1月7日）
●赤倉温泉お柴灯まつり
（最上町／1月中旬）
●肘折幻想雪回廊（大蔵村／1月下旬〜2月中旬）
●雪国ワンダーランド
（新庄市／1月・2月土日祝日）
●新庄雪まつり
（新庄市／2月第2土・日曜日）
●ホワイトアスロン
（真室川町／2月中旬）
●大堀地区鍋まつり
（最上町／2月第3の日曜日）
●地面出し競争worldcup in肘折（大蔵村／2月下旬）
●富沢地域 雪まつり
（最上町／2月第4の土・日曜日）
●灯々祭
（最上町／3月上旬〜中旬の日曜日）
●おおくら雪ものがたり
（大蔵村／3月中旬）

●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）
●笹野観音十七堂祭
（米沢市／1月17日）
●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）
●しらたか雪紅
（あか）
り
（白鷹町／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）

庄内地方

●藤島イルミネーション
（鶴岡市藤島/11月上旬〜1月上旬）

イ

る、山形の

シキサイ。

●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月上旬）
●黒森歌舞伎
（酒田市／2月15日・17日）
●金峯山雪灯篭まつり
（鶴岡市／2月27日）
（鶴岡市／3月上旬）
●あつみ温泉摩耶山新酒まつり

社会情勢等により開催日が変更になる場合があります。
お出掛けの際は事前にご確認ください。

月光川ダム周辺、
高瀬峡・二の滝
（遊佐町／10月中旬〜下旬）

蔵王エコーライン

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。
6.5mの大鍋で作った芋煮を楽しめます。

陣峰市民の森
（新庄市／10月下旬〜11月上旬）

瀬見渓谷
最上峡
梵字川渓谷
（最上町／
（戸沢村／10月中旬〜11月上旬）
（鶴岡市／10月中旬〜下旬）
10月下旬〜11月上旬）
荘内大祭
立谷沢川流域
小松淵
（鶴岡市/10月6日）（庄内町／10月中旬〜11月中旬）
（大蔵村／

梵字川渓谷と大綱橋

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月下旬） 東根の大ケヤキ

温海川ダム周辺
（鶴岡市／
10月下旬〜11月中旬）

（東根市／10月中旬〜下旬）

芋煮鍋に舌つづみ！
「秋の味覚ご満悦」

大井沢
紅葉川渓谷
（西川町／9月下旬〜10月下旬） 山寺、
（山形市／10月中旬〜11月上旬）

蔵王、
蔵王エコーライン
野川渓谷
赤芝峡
（山形市・上山市／
（長井市／10月上旬〜11月上旬） 9月下旬〜10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）
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）

▼芋煮鍋

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

置賜地方

サ

Autumn

眺海の森
（酒田市松山／
11月上旬）

秋 ごとたべら れ

る、山形の

シ キ サ イ。

おいしい山形
秋の収穫祭

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。

上杉雪灯篭まつり

冬 、山 形 の シ キ

「紅葉をスケッチ」

「スキーと樹氷を満喫」

蔵王の樹氷

春

夏秋

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。

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）
●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）
（東根市／9月中旬）
●た〜んとほおバルフェスタ
●かみのやま温泉全国かかし祭（上山市／9月中旬〜下旬）
●元祖芋煮会in中山
（中山町／9月下旬）
●天童秋まつり
（天童市/10月上旬〜12上旬）
●尾花沢新そばまつり
（尾花沢市／10月中旬）
●大石田新そばまつり
（大石田町／10月下旬）
●菊まつり
（西川町／10月下旬〜11月上旬）
（村山市／11月1日〜11月30日）
●最上川三難所そば街道「板そばまつり」

最上地方

天然きのこ

●最上まつり
（最上町／9月上旬）

社会情勢等により開催日が変更になる場合があります。
お出掛けの際は事前にご確認ください。

●ふながた若鮎まつり
（舟形町／9月上旬）
●鮭川きのこ王国まつり
（鮭川村／10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）
●真室川町大収穫祭
（真室川町/10月下旬）
●まるごとさけがわ鮭まつり
（鮭川村/10月下旬）
●おおくら大産業市
（大蔵村／10月下旬）
●新庄そばまつり
（新庄市／11月上旬）
●最上町大産業まつり
（最上町／11月上旬）
（大蔵村／11月上旬）
●ふるさと味来館新そば祭り
●最上町新そばまつり
（最上町／11月中旬の日曜日）

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）

（米沢市/9月中旬）
●ミナミハラアートウォーク
●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月下旬）
（米沢市／９月第４週の土・日曜日）
●なせばなる秋まつり
●南陽の菊まつり
（南陽市／10月上旬〜11月上旬）
●おぐに鍋まつり
（小国町／10月下旬〜11月上旬）

庄内地方

●荘内大祭（鶴岡市/10月初旬）
●しょうない秋まつり
（庄内町／10月初旬）
●白鳥飛来（庄内地方全域／10月中旬）
（酒田市／10月中旬）
●さかた大繁盛ハロウィンまつり
●関川しな織まつり
（鶴岡市／10月中旬）
（鶴岡市内各地／10月下旬〜12月上旬）
●新そば祭り
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温泉王国

名湯 秘
・ 湯

その時々の気分にあわせて

湯めぐりの山形路も格別︒

お湯の色や肌触りはもちろん︑

●泉質／ナトリウム・カルシウムー塩
化物・硫酸塩泉
●適応症／筋肉又は関節の慢性的な
痛み又はこわばり、
冷え症、
胃腸機能の
低下、
ストレスによる諸症状、
疲労回復、
切り傷、
皮膚乾燥症など
あつみ観光協会 0235-43-3547

朝市の立つ秘境温泉地として全国的
に有名。路地を往く人力車、浴衣姿の
湯治客と、
レトロな佇まいも人気です。

●泉質／ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉
●適応症／切り傷、
やけど、慢性皮膚病、神経
痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、
うちみなど
肘折温泉観光案内所 0233-76-2211

瀬見温泉

湯野浜

瀬見
赤倉

由良
湯田川
あつみ

肘折

銀山
さくらんぼ東根

月山志津
寒河江

平泉を目指す源義経の一行が見つけ
たと伝えられる温泉。蒸気で身体を温
める
「ふかし湯」
も人気。

天童

温泉
MAP

蔵王

●泉質／ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫
酸塩泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、
運動麻痺、関節のこわばり、
うちみなど
瀬見温泉旅館組合 0233-42-2123

かみのやま
赤湯

姥湯

山形

周辺エリア

米沢

白布

山形は県内すべての市町村に
温泉が湧く温泉王国。
どの温泉も、土地ごとに風情を変え、
特色豊かに訪れる人を迎えてくれます。

周辺エリア

小野川

由良温泉

「鶴岡の奥座敷」
とも称され、歴々の文
人が愛した温泉地。天然かけ流しの湯
で、湯治にも最適です。

●泉質／ナトリウム・カルシウムー硫酸塩泉
●適応症／神経痛、
筋肉痛、
関節痛、
五十肩、
運動麻痺、
関節のこわばり、
うちみ、
くじき、
慢性
消化器病、
痔疾、
冷え症、
病後回復期など
湯田川温泉観光協会 0235-35-4111

日本の渚100選、快水浴場100選に選
ばれた美しい景観の由良海岸。
日本海
に沈む夕陽と朱塗りの橋が架かる白山
島が織り成すコントラストはまさに絶景
です。

●泉質／ナトリウム・カルシウムー硫酸塩泉
●適応症／慢性胃腸病、神経痛、切り傷、や
けど、慢性皮膚病、動脈硬化など
由良温泉観光協会 0235-73-2250

米沢
八湯
白布、小野川、新高湯、大平、滑川、姥
湯、五色、湯の沢…。
これらは米沢市
の南部から県境にかけて連なる吾妻
連峰山麓に点在する温泉で、
「米沢八
湯」
として親しまれています。
いずれ劣
らぬ名湯・秘湯の湯めぐりを満喫でき
る、
まさに“温泉の宝庫”です。

湯
めの秘
おすす

米沢観光コンベンション協会

0238-21-6226

標高 1 , 250 mと、県内随一の高所に湧く温 営業期間は４月下旬〜11月上旬となっており
ますが、詳しくはお問い合わせください。
泉。切り立った岩場を眺めながら入る露天風
桝形屋 090-7797-5934 0238-35-2633
呂は“ナチュラル気分”も満点。
自然との一体
感を求める方にはうってつけのロケーション。
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効能も多種多様な山形の温泉︒

弘法大師が発見したという言い
伝えを残す川沿いの温泉地。春
には川岸に桜が咲き誇ります。足
湯めぐりも楽しい。

姥湯温泉

また︑ひっそりとした閑静な山間の秘湯から

肘折温泉
あつみ温泉

湯田川温泉

交通アクセスに恵まれた華やかな温泉街まで︑

●泉質／ナトリウム・カルシウムー塩化物泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、
関節のこわばり、
うちみ、
くじき、慢性消化器病など
湯野浜温泉観光協会 0235-75-2258

ロケーションもいろいろ︒

マリンスポーツも楽しめる温泉地として人気。
その
昔、
傷を負った亀の湯治を見て温泉が発見された
との伝説があり、
当初
「亀の湯」
と称されていました。

気分や用途にあわせて選べるのも魅力的です︒

湯野浜温泉

…

●泉質／カルシウム・ナトリウムー硫酸塩泉
●適応症／神経痛、
筋肉痛、
関節痛、
五十肩、
運
動麻痺、
関節のこわばり、
うちみ、
くじきなど
赤倉温泉観光協会 080-1660-4083

温泉で癒され︑地域に触れ︑

慈覚大師が諸国行脚の際に見つけた
といわれる湯。芭蕉が越えた「山刀伐
峠」
でも知られる地です。

地場のものを食す

・

ぬくもりあふれる贅沢な旅をどうぞ︒

新庄

周辺エリア

鶴岡
酒田

周辺エリア

赤倉温泉

小野川温泉
小野小町が発見し、病を癒した
という伝説から”美人の湯”として
知られています。
また、夏にはほ
たるが飛び交います。

●泉質／含硫黄ーナトリウム・カルシウムー塩化物泉
リウマチ性疾患、
創傷、
皮膚病、
慢性胃
●適応症／神経痛、
腸病、
女性慢性炎症、
更年期障害など
小野川温泉旅館組合 0238-32-2740

蔵王温泉

かみのやま温泉

奥羽三高湯のひとつで、
「美人の湯」の異名
を持つ湯量たっぷりの硫黄泉。古くは湯治
場として栄えた温泉街は蔵王温泉スキー場
の麓にあり、年中賑わいを見せます。

蔵王連峰を望む旧上山藩三万石の湯。
を回るのも楽
浴衣で無料の足湯（ 5ヵ所）
しい。

●泉質／酸性・含鉄・硫黄ーアルミニウムー硫酸
塩・塩化物泉
●適応症／切り傷、
やけど、慢性皮膚病、虚弱児
童など
蔵王温泉観光協会 023-694-9328

●泉質／ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸
塩泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運
動麻痺、関節のこわばり、
うちみなど
上山市観光物産協会 023-672-0839

銀山温泉
大正から昭和初期に建築された
木 造 宿が軒を連ねる温 泉 地 。
少々熱めの湯が身体を芯から温
めてくれます。

●泉質／ナトリウムー塩化物・硫酸塩泉
●適応症／慢性皮膚病、創傷、慢性婦人病、動脈
硬化病、
リウマチ、神経痛、慢性消化器病、痔病、
冷え性、虚弱児童など
銀山温泉観光案内所 0237-28-3933

白布温泉

赤湯温泉

寒河江温泉

天童温泉

月山志津温泉

さくらんぼ東根温泉

奥羽三高湯のひとつに数えられる山
間の名湯。大自然の美しさも満喫でき
ます。

米沢藩の湯治場でもあった歴史ある
湯。
周辺はぶどう産地でワインの里とし
ても有名。桜の名所・烏帽子山公園も。

日本一のさくらんぼの里。特産のバラを浮
かべたユニークなお風呂でも評判を呼ん
でいます。美肌効果に期待。

将棋の駒で知られる天童。
その出湯は
「温
で観光庁長官賞を受賞。
泉総選挙2020」

月山の大パノラマ！野趣に浸る温泉郷。
山
菜きのこ料理も人気。

月山と朝日岳を遠望する田園の湯。黄褐
色の湯は身体を芯から温めてくれます。温
泉街にある足湯も好評です。

●泉質／含硫黄ーカルシウムー硫酸塩泉
●適応症／胃腸病、慢性呼吸器病、慢性皮
膚病など
白布温泉旅館組合 0238-55-2205

●泉質／含硫黄ーナトリウム・カルシウムー
塩化物泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十
肩、運動麻痺、関節のこわばり、
うちみ、
くじ
きなど
赤湯温泉旅館協同組合 0238-43-3114

●泉質／ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉 単純
温泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、
運動麻痺、関節のこわばりなど
寒河江温泉協同組合（割烹旅館 吉本内）

0237-84-2138

●泉質／ナトリウム・カルシウムー硫酸塩泉
●適応症／動脈硬化症、切り傷、やけど、慢性皮
膚病、神経痛、関節痛、冷え症、慢性消化器症、疲
労回復など
天童温泉協同組合 023-653-6146

●泉質／ナトリウムー塩化物泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運
動麻痺、関節のこわばり、
うちみ、
くじき、慢性消
化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、
健康増進、慢性皮膚病など
月山朝日観光協会 0237-74-4119

●泉質／ナトリウムー塩化物・硫酸塩泉
●適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など
東根温泉協同組合 0237-42-7100
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