山形県の冬のｲﾍﾞﾝﾄ情報

2010～2011
2010年12月1日 現在

※「ファミリーロッジ旅籠屋・寒河江店開」から２時間以内程度で到着出来る場所です。

開催地
1

雪中いちご狩り
寒河江市

詳細は各所へお問合せ下さい。

当店からの
距離（概略）
寒河江店から、 雪中いちご狩り、と言っても、雪を掘ってイチゴを探す訳ではありません。
2010年12月下旬
約6.5km-19分
～2011年3月中旬 (西部街道/県道 場所は、ハウスでイチゴを栽培している観光イチゴ園。外は一面の銀世界でも
25号/国道112 ハウスの中は甘～いイチゴの香りでいっぱい！
号経由)

期間

案内見出し

問い合わせ先
JAさがえ西村山
周年観光農業案内所
0237-86-1811

ひと足先に春を感じたい人におすすめです。

2

平成鍋合戦

2010年12月12日(日）

天童市
山形県総合運動公園
中央広場（「NDソフトスタジアム山形」前）

寒河江店から、 平成８年から毎年開催されている、天童の冬の一大イベント。
約20.0km-21分
(山形道/国道 山形名物のおなじみの鍋のほか、山形県内はもとより、東北地方、
13号経由)
海外の鍋料理を一度に味わうことができます。

天童商工会議所
天童商工会議所青年部
0236-54-3511

鍋料理のほかに各地の地酒や飲み物などの提供や、ステージショー、
大抽選会も行われ、子どもからお年寄りまで、家族みんなで楽しめます。

3

将軍家献上
寒中挽き抜きそば賞味会

2011年1月11日(火)
11：00～14：00

天童市 天童ホテルアンジェリーナ

寒河江店から、 江戸時代、天童織田藩が将軍家に献上したそばを文献に基づき
約22.8km-25分
(山形道/国道 再現した、美味しさ満点の「寒中挽き抜きそば」の賞味会です。
13号経由)
６０分食べ放題ですので、存分にご賞味ください。

天童商工会議所
023-654-3511

寒中挽き抜きそばは、秋に収穫したそばを、寒さの厳しい1月（寒中）に
玄そばのまま挽きつぶし、殻を取り除いたそば粉を使って打ったそばです。
会費１０００円(完全前売り制）

4

東沢ローズイルミネーション
村山市 東沢バラ公園

5

尾花沢雪まつり
尾花沢市 市内全域

6

月山（がっさん）
スノーシュートレッキング
西川町

2010年12月1日(水）
～2011年1月4日(火）
17:00～21：00

寒河江店から、
約34.9km-41分
(山形道/東北中
央道/国道287
号/国道13号/
県道304号経
由)

今年、ネーミングも新たに、東沢バラ公園がたくさんの
イルミネーションに包まれます。
新たに「幸せのローズベル」のライトアップなども企画。
キラキラに彩られた東沢バラ公園にぜひお越し下さい！

村山市観光物産協会
0237-55-2111

寒河江店から、 ３大豪雪地として名高い尾花沢。県内でも雪の多いところで有名です。
2011年2月12日(土)
約47.6km-54分
～2月13日(日） (山形道/東北中 近年は雪景色の銀山温泉街の風情ある家並をひとめ見ようと全国から
央道/国道13号 訪れる人々があとをたちません。ふだんは厄介物の雪ですが、やっぱり
/県道28号経
おばねの雪は自慢の景色です。東北のあったかい雪をながむるならば、
由)
「正調花笠音頭」の歌詞どおりにここ尾花沢の雪まつりに来て見て
けらっしゃい。両日市内全地区で「雪灯りろうそく街道」が楽しめます。

尾花沢市観光物産協会

2010年12月～2011年4月 寒河江店から、 冬の月山山麓は、山も森も空気も、雪のように白く澄んでいます。
約30.9km-26分
(積雪状況による）
(山形道/国道 新雪の結晶のはっきりとした六角形の輪郭は太陽の光でダイヤモンド
112号/六十里 のような輝きを放ちます。
越街道経由)
動物の足跡や、春を待っているブナたちの息吹を感じながら、冬の
神秘的な森の中を、スノーシュー（西洋かんじき）を履いて
歩いてみませんか？（ｶﾞｲﾄﾞ無料但し、コースにより有料）

月山朝日ガイド協会
0237-75-2308

0237-23-4567

7

雪旅籠の灯り
西川町 志津温泉

寒河江店から、 雪が５～６メートルも積もる月山志津温泉郷は、江戸時代、出羽三山に
2011年2月25（金）
約34.0km-30分
～2月27日(日） (山形道/国道 向かう六十里越の宿場町でした。

月山朝日観光協会

0237-74-4119

112号/六十里 その豊富な雪を利用し、旅館をかたどった雪の灯篭で町並みを再現した
及び
越街道経由)
2011年3月4日(金）
「雪旅籠」に灯りが灯されます。
～3月6日(日）
温泉街に突如として現れる幻想的な町並み…。

そして、そこにはアイスバーが出現します。氷で作られた「バー｣で
ワインなどいかがでしょうか？ ひと時の雪の世界を楽しんでください。

8

蔵王樹氷まつり
樹氷ライトアップ
山形市

9

山形初市

寒河江店から、 山形ならではの気象条件が造りあげる雄大な自然の芸術品「蔵王の樹氷」。
2010年12月29日(水）
約37.2 km－47
～2011年2月28日(月） 分（東北中央道 樹氷は「アイスモンスター」とも呼ばれ、暗闇の中、カクテル光線で
／県道21号経 ライトアップされ、鮮やかに浮かび上がる数々の樹氷は幻想的。
由）
この様子は、地蔵山頂駅付近及びロープウェイで観賞することが出来ます。
祭りのメインイベント「雪と炎の饗宴」では、スキー・スノーボードの
インストラクターの華麗なパフォーマンスや雪上花火などが披露されます。
他にもジャンケン大会、蔵王温泉大露天風呂の大開放、温泉街は
アイス＆スノーキャンドルの灯りに包まれます。

蔵王温泉観光協会
023-694-9328

寒河江店から、 江戸時代初期から始まり、約400年の伝統をもつ山形の風物詩。
約22.2km-24分
(山形道/国道 最上義光公の時代、山形には定期の市が立つ市日町があり、
13号/県道16号 毎年1月10日に市神祭りとして十日町から七日町にかけて多くの
経由)

山形商工会議所
023-622-4666

2010年12月30日(木)
10：00～

寒河江店から、 大晦日に向け、鐘楼の大掃除を行います。
約24.6km-29分
(山形道/国道 その後お供えの餅つきも行います。(一般参加可能・参加無料）
13号/県道24号
経由)

山寺観光協会
023-695-2816

2010年12月31日(金）

寒河江店から、 大晦日の夜に門前町～奥の院間をろうそくでライトアップし、参道に
約24.6km-29分
(山形道/国道 幻想的な光のロードを作り出します。除夜の鐘も打つことが出来ます。
13号/県道24号 納豆汁、玉こんにゃくの振る舞いもあり（23時30分～）。
経由)

山寺観光協会
023-695-2816

2011年1月10日(月）

山形市十日町・本町・七日町の
国道112号線及び沿線

露店が立ち並ぶようになったのが始まりとされています。
商業の株を象徴しての「かぶ」、長寿を表す「白ひげ」などの野菜、
初あめ、団子木の縁起物など多くの露店が立ち並び、山形市内外
から約20万人を超す人出でにぎわいます。

10 鐘楼すす払い
お供え餅つき会
山形市 山寺(立石寺）

11 大晦日・除夜の鐘
（キャンドルナイトin山寺）
山形市 山寺(立石寺）

また、先着108名に干支の記念品も贈呈します。

12 高松観音裸もちつき
上山市 高松観音

2010年12月12日(日)

寒河江店から、 豊作に感謝し、無病息災、家内安全を祈る年越しのもちつき。
約36.5km-35分
(山形道/国道 つきあげたもちを千本杵で空中高くさしあげる。
13号/国道458
号経由)

高松光明院
0236-72-0440

13 カセ鳥
上山市 市街地

寒河江店から、 上山市に約380年も前から伝えられている火伏せの民俗行事。
2011年2月11日(金）
約32.4km-32分
スタート：上山城 10:00～ (山形道/国道 「稼ぎ鳥」「火勢鳥」とも言われています。ワラで作ったケンダイといわれる
13号/県道169 ミノのようなものを頭からすっぽりかぶりカセ鳥に扮した若者が、
号経由)

14 ながい雪灯り回廊まつり

ながい雪灯り回廊まつり
実行委員会事務局
（長井市商工観光課内）

毎年２月第２土・日曜日

寒河江店から、
約68.0km-1時
間21分(山形道
/東北中央道/
国道287号/国
道13号経由)

最上公園周辺を会場に開催される、新庄の冬の一大イベント。
２日間にわたって行われるまつりでは、雪上花火、お祭燈、
キャンドルナイト、アイスキャンドル、コンサート、キャラクターショー、
雪上運動会、スノーボールバトルなどのイベントが行われる予定です。
また、甘酒も振舞われます。
（※イベントの内容は変更になる場合があります。）

新庄雪祭り実行委員会
0233-22-6855

2011年1月7日（金）

寒河江店から、
約68.7 km- 2時
間14分(国道
347号/国道13
号/県道31号/
国道458号経
由)

人体の六感から生ずるけがれを落とし、無病息災、商売繁盛、五穀豊穣
を願う、出羽三山の年越し行事。
この日は各家の主人や、その年三山詣りに行った人が、村の行屋
（肘折センター）に集まって、さんげさんげの行を行い、白装束のとなった
行者たちが法螺貝を吹きながら温泉街を練り歩きます。
当日は、雪の中でついた餅を見物客に振舞うなどの催しもあります。

大蔵村観光協会
0233-75-2111

2011年3月19日(土）

寒河江店から、 冬の花火大会や甘酒・玉こんにゃくが無料で振舞われる予定です。
約68.7 km- 2時
特に、暗闇の中、ろうそくの暖かい光でムードいっぱいの雪回廊は必見です。
間14分(国道
347号/国道13 肘折温泉郷でゆっくり寛ぎながら、雪国ならではのイベントをお楽しみ下さい。
号/県道31号/
国道458号経
由)

新庄市 最上公園周辺

16 肘折さんげさんげ
大蔵村 肘折温泉

17 おおくら雪ものがたり
（肘折雪回廊）
大蔵村 肘折温泉 肘折いでゆ館前

18 最上川舟下り（こたつ舟）
戸沢村 戸沢藩船番所（乗船所）
～最上川リバーポート（降船所）

銭差しかごを手に持ち「カッ、カッ、カーッ」と、鳥の鳴き声をまねながら
家々の玄関先を回ります。迎えた家では、バケツなどに汲んだ水を
勢いよくかけ、酒やご祝儀を振る舞い祝います。
ケンダイのわらを抜き、髪に結ぶと、女の子は、一生黒髪に恵まれると
伝えられています。

寒河江店から、 市民手作りの雪灯りが、各商店街の通り一帯を幻想的な雰囲気に
約42.3km-1時
包み込み、寒い冬を心の底から“ポッカポカあったかく”してくれます。
間18分(国道
458号/国道287
号経由)

2011年2月5日(土）

長井市 中心商店街（駅前通りから連なる高野町
通り、大町通り、本町通り、あら町通りの商店街）、
最上川河川敷（タスビル東側）

15 新庄雪まつり

上山市観光協会
023-672-0839

寒河江店から、 最上川の流れに身をまかせ、船上から最上峡の四季の景色を楽しむ
2010/12/1(水）
約81.1km-1時
～2011年3月下旬 間37分(山形道 最上川舟下り。山桜や深緑、紅葉、雪景色等…。
/東北中央道/ 中でも、冬には和船にこたつを用意した「こたつ舟」が登場します。
国道287/国道
こたつを囲んでの舟下り。船頭の軽快な話にお客さんも笑顔が広がります。
13号/新庄南ﾊﾞ
ｲﾊﾟｽ/国道47号 船中から臨む冬景色をお楽しみ下さい！
経由)

0238-84-2111（内線613）

肘折いでゆ館内
「おおくら雪ものがたり
実行委員会事務局」
0233-34-6106

最上峡芭蕉ﾗｲﾝ観光㈱
0233-72-2001

19 鶴岡冬まつり
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝとﾗｲﾄｱｯﾌﾟ
鶴岡市 鶴岡公園疎林広場、
大宝館、旧西田川郡役所

20 羽黒山 松例祭
鶴岡市羽黒地区 羽黒山山頂

2010年12月17日(金）
～2011年2月6日(日）
16：30～22：00
(年末年始はｵｰﾙﾅｲﾄ）

寒河江店から、 「雪の降るまちを」鶴岡冬まつりの一環とし冬まつりの期間中、
約75.7km-1時
間8分(山形道/ 鶴岡の冬を華やかにライトアップします。
国道112号/国 雪景色の夕暮れ時が幻想的でロマンチックです。
道7号/県道47
号経由)

寒河江店から、 大晦日から元旦にかけて行われる羽黒山の代表的な祭り。
2010年12月31日（金）
約82.9km-1時
～2011年1月1日(土） 間46分(山形道/ 100日間参籠した２人の山伏がどちらが神意にかなったかを競い合う

鶴岡市観光物産課
0235-25-2111

出羽三山神社
0235-62-2355

国道112号/県道 験競べが祭りの中心になっている由緒ある祭です。
44号/県道47号/ 山頂にある合祭殿内や鏡池前広場、補屋などで、烏跳び、国分神事など、
羽黒山有料道
様々な神事が夜を徹して行われます。
経由)

松例祭は羽黒山の祭事の中でもっとも重要なもので、歳夜祭ともいわれる
厳粛な神事。作祭りとも称せられ1,333束の草と綱でつつが虫をかたどった
大松明を作り、祈願した後、その綱をきりきざみ群衆に撒きます。
この綱は、「魔よけ」として珍重され、家に持ち帰るため群衆はこれを
奪い合います。

21 日本海寒鱈まつり
（鶴岡冬まつり）
鶴岡市 鶴岡銀座商店街特設会場

22 黒川能 王祇祭
鶴岡市（旧櫛引町）
黒川地区の当屋および春日神社

23 酒田日本海寒鱈まつり
酒田市 酒田市中心商店街

2011年1月16日（日）
10:30～15：00

寒河江店から、
約76.7km-1時
間12分(山形道
/国道112号/国
道7号/県道47
号経由)

厳寒の日本海の荒波でもまれ、脂ののった寒の時期に捕れる真ダラを
ブツ切りにして、みそ仕立てで丸ごと鍋にした、庄内を代表する冬の味覚
「寒鱈汁（どんがら汁）」が味わえるイベント。
白い湯気が立ちのぼる特設会場では、各店自慢の「寒鱈汁」で来場者を
出迎えてくれます。生鱈をはじめ、新鮮な海産物や地酒など鶴岡の
特産品に加え、新潟、秋田の物産展も同時開催。
日本海の冬の味覚が一堂に会する人気のイベントです。

鶴岡銀座商店街振興組合

0235-22-2202

寒河江店から、 日本を代表する伝統芸能「黒川能」は、約500年にわたり独自の伝承を続け、 黒川能保存会
2011年2月1日(火）
約76.7km-1時
～2月2日(水） 間12分(山形道 中央の五流では、すでに滅びてしまった古い演目や演式を数多く残す
（黒川能の里 王祇会館）
/県道44号経
貴重な神事能です。
0235-57-5310
由)
その中でも、年に一度、上座・下座の「当屋（座中民家）」に、黒川地区の
鎮守・春日神社の神霊が宿る王祇様を招き入れ、厳寒の冬の夜を徹して
能・狂言を奉納する「王祇祭」は、黒川能の「原点」であると言われています。
２月１日の夕刻、幼児が勤める「大地踏」を皮切りに、式三番、続いて
能５番、狂言４番が演じられます。翌２日には、ご神体が春日神社に還り、
神前で両座が脇能を一番ずつ演じ、その後大地踏、式三番が両座
立ち会いの形で行われます。 国指定重要無形民俗文化財。
寒河江店から、 酒田市内中心部の中町モール、中通り商店街、中町中和会商店街を
2011年1月22日(土）
約95.2km-1時
～1月23日(日） 間26分(山形道 会場に２日間にわたって行われる、冬の酒田の一大イベント。
/国道7号/県道 メインは、日本海の冬の味覚「寒鱈」を余すところなく大鍋で豪快に
353号経由)
料理した「寒鱈のどんがら汁」。また、通りには様々な露店が軒を連ね、
鍋以外にもお楽しみがいっぱい。その他、太鼓演奏や寒鱈解体実演、
子供もちつき大会、酒田名物料理の暖簾街など催し物も盛りだくさん。

（社）酒田観光物産協会
0234-24-2233

24 アマハゲ
遊佐町吹浦

25 鱈ふくまつり
遊佐町 マルチドーム「ふれんどりぃ」
飽海郡遊佐町吹浦字西浜
鳥海温泉「遊楽里」隣

26 上杉雪灯篭まつり
米沢市 上杉神社境内、松が岬公園 一帯

寒河江店から、 アマハゲは、秋田県男鹿半島のナマハゲに似た正月行事で、冬の時期、
2011年1月1日（土）
約116.0km-1時
3日(月）、6日(木） 間42分(山形道 家の中にばかり閉じこもって怠けることを戒める行事。「ケンダン」という
/県道59/国道7 ワラをまとい、鬼や翁等の面をつけた「アマハゲ」と呼ばれる神々の使いが、
号/国道345号
新年に災いを取り除き幸福を招くために各家をまわります。
経由)
国重要無形文化財指定。

2011年1月16日（日）

寒河江店から、
約115.0km-1時
間41分(山形道
/県道59/国道7
号/国道345号
経由)

冬の庄内の味覚鱈が一番の旬の時期のイベント。
それは名前が記す「鱈ふく」のとおり、鱈だけではなくフグも入っています。
柔らかい鱈の身と、しゃきっとした歯ごたえのフグの身の両者の味が汁に
しみ出すため、普通の鱈汁では味わえない深みのある味が楽しめます。

高畠町 町内各所（主会場：太陽館）

28 いいでのどぶろくまつり
がまの湯温泉 いいで旅館
白川温泉 いいで白川荘
ホテルフォレストいいで

遊佐町産業振興課
0234（72）5886

寒河江店から、 雪国米沢を象徴する冬のまつり。会場には雪灯篭と無数の雪ぼんぼりに
2011年2月12日(土）
約67.0km-1時
～2月13日(日） 間25分(山形道 灯がともり、まるで別世界のような雰囲気に包まれます。
/東北中央道/ 松が岬公園の鎮魂の丘での鎮魂祭をはじめ様々なイベントが行われ、

上杉雪灯篭まつり
実行委員会
(米沢市観光課）
0238（22）5111

寒河江店から、 真っ白な雪景色の中、色鮮やかなぼたんが彩りを添える
2011年2月5日（土）
約56.9km-1時
～2月13日(日） 間7分(山形道/ 「まほろば冬咲きぼたんまつり」。
東北中央道/国 毎年2月上旬、町内各所で50種以上のぼたんがご覧いただけます。
道13号経由)
わらで編んだ“こも”の中に咲く大輪のぼたんは、とても風情豊かです。

高畠町観光協会
0238-57-3844

寒河江店から、 2004年「東洋のアルカディア郷再生特区」の認証を受けた飯豊町は、
2010年11月22日(月）
約51.7km-1時
～2011年5月下旬 間39分(国道
今年「どぶろく特区」4年目を迎えました。
458/国道287/ どぶろく祭り期間中、大自然の恵み豊かな美味しい「どぶろく」を
県道10号経由)
お楽しみいただけます。
＝いいで旅館
この冬は、真っ白な田園風景が広がる山形県飯豊町で、まろやかで
芳醇な香りの「いいでのどぶろく」をぜひご堪能ください。

飯豊町観光協会
0238-86-2411

国道13号/県道
101号/国道287 冬の幻想的な景色とともに米沢冬のまつりを堪能できます。
号/国道121号
経由)

27 まほろば冬咲き
ぼたんまつり

遊佐町教育振興課
0234-72-3311

