
本所 4月1日・5日 湯田川温泉梅まつり 湯田川温泉観光協会 湯田川温泉観光協会 35-4111

於：湯田川温泉梅林公園
・女将による野点/時間 午前10時～午後３時、抹茶・菓子付
で300円・踊りと神楽、時間 午後１時～２時頃
・花見弁当の販売、３月29日（日）～４月12日（日）各旅館に
て、特製の「お花見弁当」を販売

3月1日
～4月5日

鶴岡雛物語 鶴岡雛祭り実行委員会 鶴岡雛祭り実行委員会25-2111
旧藩主酒井家所蔵の雛人形や雛道具、旧家に古くから伝わ
る
お雛様など市内各地で展示。

4月17日～
6月5日

鶴岡四季の昼御膳 体験型観光推進協議会体験型観光推進協議会25-2111

市内有名料亭・寿司屋１４店舗でで鶴岡旬の料理を楽しめま
す。※ご昼食／お一人様 2,500円 （税込）※ご予約は、前日ま
でに参加各店まで。

4月15日 白山神社例祭 由良コミュニティセンター由良コミュニティセンター73-4141
由良港の豊漁を祈り、由良海岸から神社のある白山島まで、
まだ水の冷たい春の海を渡る勇壮な祭り。

4月19日
大山公園さくらまつり と
黒川能鑑賞会

大山観光協会 大山観光協会 33-3214

ソメイヨシノ950本が咲き乱れる桜の名所「大山公園」で国重
要無形民俗文化財『黒川能』が演能されます
於：大山地区イベント広場(旧鶴岡西高野球場)
※雨天時は旧大山中学校体育館

4月18日19
日

鶴岡桜まつり 鶴岡観光協会 鶴岡観光協会 25-2111

730本の桜が咲き誇る会場で行なわれる桜まつりは、茶会、
短歌募集、写真コンテストなどが催される。
★お花見茶会
正午～午後３時、会場荘内神社境内（雨天時は参集殿）、料
金 400円
和菓子づくり体験（150円）絵ろうそく絵付け体験（500円）

温海 4/1～12/5 あつみ温泉朝市 あつみ観光協会 あつみ観光協会 43-3547 期間中毎朝開催。特産品、民芸品等の販売

4月～11月
毎月第1日
曜（5月は
5/5）

はなさき祭り
はなさき祭り実行委員
会

はなさき祭り実行委
員会

44-3515
温海地域鼠ヶ関の弁天島前の港湾通りの愛称「はなさき路」の
ＰＲ
地元浜茶屋・鮮魚店による海産物の販売

4月4日～30
日

桜並木ライトアップ あつみ観光協会 あつみ観光協会 43-3547 温海川河畔の桜250本をライトアップ

4月 観光関連事業（イベント等） 鶴岡市

地域 開催日 事業（イベント）名称 主催者名 問合せ先名称
問合せ

先
主な内容（場所等）



4月15日 鼠ヶ関の御輿流し 鼠ヶ関自治会 鼠ヶ関自治会 44-2112 神輿を担ぎ、白装束姿の若者が威勢良く川に入り水を掛け合う

4月15日
第4回義経上陸の地
鼠ヶ関を歩こう会

あつみ観光協会 あつみ観光協会 43-3547
鼠ヶ関駅を基点に、義経にまつわる地碑、観光名所をポイント
に約5キロのコースを巡り、勇壮な神輿流しを見学する。

4月19日
第24回温海さくらマラ
ソン大会

さくらマラソン大会事
務局（ふれあいセン
ター内）

さくらマラソン大会
事務局（ふれあいセ
ンター内）

43-4411 桜が咲く頃行われ老若男女が参加できる大会

4/22～23
第20回あつみ温泉
親睦ゲートボール大会

あつみ観光協会 あつみ観光協会 43-3547 受付（あつみ観光協会）先着３０チーム

4月26日 しゃりん旬菜祭り
道の駅「あつみ」しゃ
りん

道の駅「あつみ」
しゃりん

44-3211 旬の山菜を中心に地元の農産物を直売

朝日 神山の歴史と自然を感じながら雪原を踏みしめてみませんか。

■ 集合場所 湯殿山ほてる

■ 集合時間 9時30分

■ 参加料 11,500円（1泊3食、ビール1本付、ガイド料、保険料、他

■ 持ち物 1日目の昼食、飲み物、長靴か登山靴、防寒着、サングラス

かんじきかスノーシュー、ストック、その他各自必要なもの

■ コース 1日目：湯殿山ほてる～仙人沢～品倉山～湯殿山スキー場

2日目：湯殿山ほてる～大岫峠～ﾈｰﾁｬｰｾﾝﾀｰ～湯殿山ほてる

■ 定員 20名（先着順）

■ 申し込み 4月7日

■場所 そば処 大梵字

そば処 大梵字 ■時間 午前１１時～午後4時

大梵字お花見御膳 ■内容 変わりそばと朝日地域旬の山菜料理・甘味付き

■金額 １，５００円（前売りチケットあり 電話予約可）

■場所 月山あさひ博物村 アマゾン自然館

■時間 午前9時～午後5時

■内容 オオクワガタ・アトラスオオカブト・コーカサスオオカブ
トをはじめ生きている昆虫と標本を展示

■料金 アマゾン自然館入館料：大人（高校生以上）５００円
小人３５０円 ３歳以上小学生未満１００円（15名以上団体割
引あり）

同左

53-3411

4月18日～26

4月11日
12日

春の固雪トレッキング

4月25日
～
7月8日

世界の昆虫展 月山あさひ博物村

54-6231

53-3413同左月山あさひ博物村

湯殿山ほてる

同左



4月25日 会場：東田川文化記念館 ギャラリー藤

～ 入場無料

5月6日
羽黒 4月1日 月山ビジターセンター オープン 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１

4月4日 デジカメ自由学校 創造の森 創造の森 ６２－２６５５ デジカメをお互いに教えあう
4月5日 春の芽吹き観察会 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１ 木々の芽の観察 会場 大山公園
4月12日 4月ウオーキング会 創造の森 創造の森 ６２－２６５５ バードウオッチング 月山ビジターセンター共催
4月13日 羽黒山新緑ウオッチング 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１ 春を告げる植物たちの観察会 会場 羽黒山
4月18日 第８回松ヶ岡桜まつり 松ヶ岡開墾場 松ヶ岡開墾場 農産物・特産品の販売・茶会他
4月18日 春のバードウォチング 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１ バードウォチング入門 創造の森交流館共催 会場 玉川堤
18日～19日第５回庄内クラフトフェアin松ヶ岡 庄内クラフトフェア実行委員会庄内クラフトフェア実行委員会６２－２８８８ 全国の物づくり作家がつどう祭典
4月19日 桜のとブナの新緑観察会 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１ 残雪の上に咲く桜を鑑賞しよう 会場 やすらぎの森
4月22日～6月出羽三山の里フォトコンテスト作品展 いでは文化記念会館 いでは文化記念館 ６２－４７２７

4月25日 スポーツ吹き矢記録会 創造の森 創造の森 ６２－２６５５

4月26日 羽黒山新緑バードウオッチング 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１ 春を告げる鳥の鑑賞会 会場 羽黒山
4月29日～5月周辺ガイド 月山ビジターセンター 月山ビジターセンター ６２－４３２１ ミズバショウとザゼンソウのガイドウオーク 会場 二夜の池
4月25日 64-2537 会場：東田川文化記念館 ギャラリー藤

藤島 ～ 水彩画 美野里会展 入場無料

5月6日

水彩画 美野里会展 東田川文化記念館 東田川文化記念館

東田川文化記念館東田川文化記念館

64-2537



本所
6月15日
～8月10
日

ほたる鑑賞
岩清水八幡宮
ほたるの里

湯田川温泉観光協
会

35-4111
各旅館にて「手提げ提灯」の貸し出し
土・日（19時～21時）ホタルの里にて行燈の点灯

7月16日
湯野浜・由良・三瀬海水浴
場 海開き

各海水浴場

湯野浜温泉観光協
会
由良温泉観光協会
三瀬観光協会

75-2258
73-2250
73-3035

開設期間
湯野浜 ～8月18日
由良 ～8月15日
三瀬 ～8月15日

7月17日
加茂レインボービーチ・
小波渡海水浴場 海開き

各海水浴場
加茂地区自治振興
会
小波渡観光協会

33-3023
73-2252

開設期間
加茂 ～8月16日
小波渡 ～8月15日

7月18日
第10回海の日記念加茂港
大漁フェスティバル

加茂港、加茂水産
高校多目的広場、
加茂レインボー
ビーチ

加茂地区自治振興
会

33-3023

8:30 ～開会セレモニー 10:00～ 漁船による祝旗海上パレー
ド 10:00～14:30 国･県船舶の一般公開･見学
11:00～13:00 プレジャーボート市場体験
11:00～ 貝のつかみどり（幼児･小学生対象）
13:30 陸上自衛隊第六音楽隊による演奏会
その他、海浜バザールや加茂水族館入場割引券配布など

7月24日 由良イワガキまつり
由良漁港駐車場
（由良自治会前）、
由良漁港

由良自治会 73-4141
9:30･10:30･11:30 山形県漁業監視調査船「月峯」乗船体験
10:00～13:00 岩ガキ、海産物、加工品の販売（完売次第終了）
14:00 漁船パレード

7月24日
～8月22
日

ぐるぐるボカン～まわる！
はしる！つるおかの自然

鶴岡アートフォーラ
ム

鶴岡アートフォーラ
ム

29-0260
時間 10：00～19：00 （但し入場は18：30まで）
料 金 一般300（240）円／高大生200（160）円／中学生以下無
料※（ ）内は20名以上の団体料金

7月26日 丑湯治 湯田川神楽
湯田川温泉 温泉
街

湯田川温泉観光協
会

35-4111
一年の無病息災を祈って、土用の丑の日に湯治を行う。
温泉街では、「たそがれ清兵衛」に登場したひょっとこ踊りの「湯
田川神楽」の公演も行われる。

藤島

※特になし

羽黒

7月3日～
11月28日

『国宝羽黒山五重塔展』 いでは文化記念館 いでは文化記念館 62-4727
出羽三山歴史博物館と共催事業
五重塔の関連資料を展示

7月1日 月山開山祭 月山神社本宮
出羽三山神社社務
所

62-2355

7月3日 デジカメ自由学校 創造の森交流館 創造の森交流館 62-2655
７月月例会
デジカメをお互いに教えあう

7月3日 ホタル観察会
月山ビジターセン
ター

月山ビジターセン
ター

62-4321

ゲンジボタルの観察会。ゲンジボタルの優雅な光の舞を楽しみ
ます。 集合場所：
月山ビジターセンター 集合時間：午後7時30分
参加料：無料 定員：特に無し
お申込み：特に必要なし、時間までお集まり下さい。
その他：雨天中止

7月4日 鶴巻林道を歩く 月山
月山ビジターセン
ター

62-4321

月山7合目から庄内町立谷沢まで歩きます。下山の後は、北月
山荘でゆっくり汗を流します。
集合時間：午前8時 参加料：1,500円（バス代、入浴料、部屋使
用料、保険代他）
持ち物：昼食・飲料水・携帯食・雨具、着替え（入浴するので）・登
山に適した服装
ガイド：月山ビジターセンターパークボランティア 定員：20名程
度

7月8日
古文書解読・歴史講座
「出羽三山を読む」

いでは文化記念館 いでは文化記念館 62-4727

いでは文化記念館では、名誉市民「故戸川安章氏」より寄贈い
ただいた出羽三山の歴史的な古文書を元に、古文解読・歴史講
座を開催しています。
解読テキスト：「羽黒山伏の生涯に関する古文書 約20枚」
開催日：6月から11月（第2・第4木曜日）計10回 時間

7月10日 スポーツ吹き矢記録会 創造の森交流館 創造の森交流館 62-2655

7月記録会 日時：平成22年7月10日（土）午前9時～12時迄
場所：創造の森交流館ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ
指導：天野俊秀(創造の森交流館館長)
参加費：無料(用具も無料貸出し)
申し込み：必要ありません。開催時間内にご来館下さい。

7月 観光関連事業（イベント等） 鶴岡市

地域 開催日 事業（イベント）名称 開催場所 問合せ先名称
TEL

(0235-)
主な内容（箇条書き）



7月11日
ペットボトルロケット製作講
習会

創造の森交流館 創造の森交流館 62-2655

話題のペットボトルロケットを作ってみませんか。
受付：AM9：00 制作講習会：AM9：00～12:00 午後から大会が
あります。 場所：創造の
森交流館ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ 参加費:1,000円(１機分の材料とその他資
材費) 持ち物：空の
1.5ℓペットボトル３本(炭酸系の円筒型)、ハサミ、定規、細い油性
ﾏｼﾞｯｸ、

7月11日
ペットボトルロケット庄内大
会2010

創造の森交流館 創造の森交流館 62-2655

さあ、始めましょう。青空の下で豪快なペットボトルロケット競技。
世代を超え田明るい歓声が創造の森にこだまします。ロケットを
お持ちでない方は、午前中の講習会で製作できます。
日時：平成22年7月11日(日)受付PM1:00 競技PM1:30～3:30
小雨決行
場所：創造の森交流館 野外広場 競技種目：距離競技(ﾛｰｶﾙ
ﾙｰﾙ) 募集チーム50チーム以内

7月15日 例祭（花祭り）
出羽三山神社三神
合祭殿前

出羽三山神社社務
所

62-2355
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。

7月17日
ハンモック作ってお昼寝しよ
う

創造の森交流館 創造の森交流館 62-2655

お昼寝がイベントになりました（笑） その前に、お昼寝寝具用ハ
ンモックを作りましょう。森の緑に抱かれ、ハンモックでまどろめ
ば身体も心もフル充電。
☆簡易型ハンモックを作ります（定員25名) 日時：平成22年7月
17日（土） 参加費900円(1個製作用材料費) 持ち物：お弁当
内容：午前中は防風ネットと丸棒、細ロープを使って作ります。午
後からは完成した方から森でお昼寝（自由解散）

7月22日
古文書解読・歴史講座
「出羽三山を読む」

いでは文化記念館 いでは文化記念館 62-4727

いでは文化記念館では、名誉市民「故戸川安章氏」より寄贈い
ただいた出羽三山の歴史的な古文書を元に、古文解読・歴史講
座を開催しています。
解読テキスト：「羽黒山伏の生涯に関する古文書 約20枚」
開催日：6月から11月（第2・第4木曜日）計10回 時間

7月25日 ７月ウォーキング会 創造の森交流館 創造の森交流館 62-2655

雨ニモマケズ
日時:7月25日（日）午前10時から12時まで
参加料：無料
歩く場所：月山高原牧場ハーモニーパーク基点、3km、5km

7月24日
～8月15
日

クラフト教室
月山ビジターセン
ター

月山ビジターセン
ター

62-4321 木工・ハガキ作り・ペーパークラフトなどの体験

櫛引

7月25日
～26日

清正公祭 丸岡地内･天澤寺 天澤寺 57-2252

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、信徒信奉者の家内安全、商売繁盛の大祈祷法要を営みま
す。
櫛引西小太鼓や丸岡桐箱踊りも奉納されます。

7月29日
～8月2日

黒川能所蔵能装束
虫干し特別公開展示

黒川能の里王祇会
館

黒川能の里王祇会
館

57-5310
黒川能上・下両座が所有する能装束の虫干しが特別公開され
ます。

7月31日
第27回
水焰の能

鶴岡市櫛引総合運
動公園
（雨天/櫛引ｽﾎﾟｰﾂ
ｾﾝﾀｰ）

櫛引庁舎産業課
商工観光班

57-2115

約500年以上、農民の手で受け継がれて来た国の重要無形民
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。
★上座 ・能『八島』・狂言『文相撲』・能『獅子』(半能)

7月31日 黒川能の里観光ガイド
王祇会館・春日神
社周辺

黒川能の里王祇会
館

57-5310
水焰の能の当日午後、王祇会館や春日神社周辺を黒川能の里
観光ガイドの会が、ガイドを行います。

朝日

7月17日
深緑の「ゆどの詣で」～白
装束と金剛杖で歩く～

あさひむら観光協
会

あさひむら観光協
会

53-2111

白装束に身を包み、湯殿山奥の院まで歩いてみませんか。
＊コース：田麦俣～砲台跡～湯殿山神社本宮
＊参加費：2,800円（ガイド料、湯殿山神社参拝・お祓い料他
＊集合時間・場所：午前8時30分 旧田麦俣分校
＊定員：先着25名（7/13締め切り）
＊持ち物：1日目の昼食、雨具、飲み物、山歩きのできる服装と
靴、タオル、着替え

7月24日
第8回7・24奥の細道六十里
越街道俳句大会

「7・24奥の細道六
十里越街道俳句大
会」実行委員会

あさひむら観光協
会

53-2111

＊会場：旧田麦俣分校
＊受付時間：午前7時30分～8時
＊吟行：8時～10時（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用）
＊投句：嘱目２句(午前10時〆切）
＊参加費 1,500円（昼食代含む）

7月7日～
9月30日

世界の昆虫展part2 月山あさひ博物村 月山あさひ博物村 53-3411

＊場所 月山あさひ博物村 アマゾン自然館
＊時間 午前9時～午後5時
＊内容 ヘラクレスオオカブトムシ・メガボール・ダイオウサソリ・
ランノハナカマキリ等約25種の、生きている昆虫と世界の昆虫の
標本展示 ＊
料金 アマゾン自然館入館料：大人（高校生以上）５００円小人３
５０円 ３歳以上小学生未満１００円（15名以上団体割引あり）



7月11日
7月25日

アマゾン昆虫教室 月山あさひ博物村 月山あさひ博物村 53-3411

幼児、小学生を対象に親子で野外学習(昆虫採集とカブトムシ園
での自然観察)と標本作り
*場所 7月11日昆虫採集 7月25日標本つくり(文化創造館)
*会費 2,000円 (親子3,000円)
*定員 20名 *持ち物 20日 水筒・雨具・敷物・タオル
*服装 帽子・長袖・長ズボン・汚れてもよい靴

7月11日
～8月18
日

月山カブトムシ園オープン 月山あさひ博物村 月山あさひ博物村 53-3411

農園ハウスを利用した観察園で遊びながらふれあうことができる
＊料金：7月17日～31日 大人500円 小中学生350円 幼児100
円 8月1日～18日 大人700円 小人450円(アマゾン自然館共
通券)
＊時間：午前10時～午後4時

8月1日～
10月31日

恐竜でみる生物の進化展
君は恐竜とあったか!?

月山あさひ博物村 月山あさひ博物村 53-3411

ゴントワナ大陸を代表するカルノタウルス（全長7m)・ブラキオサ
ウルス・カマラサウルスやアンモナイトの海生生物等の恐竜化
石を中心に展示
＊会場：文化創造館 ＊時間：午前9時～午後5時
＊料金：大人700円 小中学生450円 幼児100円（アマゾン自然
館共通券）

7月24日
～25日

森林環境教育プロジェクト
『森の遊えんち♪』 「はじめ
てのオートキャンプ♪」

あさひむら観光協
会

あさひむら観光協
会

53-2111

＊今回の森の遊えんち♪は、大自然の中でオートキャンプ！満
天の星空とブナの森でまったりゆったり過ごしませんか？
･時間 午前10時00分～午前11時30分
・開催場所 月山あさひサンチュアパーク・参加費 1家族 テン
ト持ち込み5200円、テント・寝袋レンタル12200円・食費 1人800
円（夕食、朝食）
・申込期限 7月20日（火）・定員 約6家族・持ち物 昼食、山歩き
できる服装・靴、茶碗、箸、入浴セットなど

温海

7月11日 鈴カラ竹筍直売まつり 鈴地内 鈴自治会 45-2233 鈴地域の特産品であるカラ竹をはじめとする物産販売イベント。

7月16日
マリンパークねずがせき海
開き

マリンパークねず
がせき

あつみ観光協会 43-3547
安全祈願と地元小学生による初泳ぎ オートキャンプ場開設
8月16日まで開設

7月18日
第25回温海トライアスロン
大会

マリンパークねず
がせき他

トライアスロン大会
事務局
（ふれあいセンター
内）

43-4411
自転車、マラソン、水泳の複合レース。県内外よりスペシャリスト
達が熱き戦いをみせる。

7月31日
第6回 天然岩ガキフェス
ティバル

鼠ヶ関港 県漁協念珠関支所 44-2100
鼠ヶ関沖で獲れた栄養豊富な旬の岩ガキ盛りだくさん。岩ガキ
焼、岩ガキフライ、サザエ焼きなどの海産物屋台コーナー。岩ガ
キ早むき大会、お子様向けゲーム大会など。
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