平成３1年２月 鶴岡市観光関連事業（イベント等）
開催日

12月8日(土)
～
3月3日（日）

鶴岡

事業（イベント）名称

開催場所

小真木原スケート場オープン 小真木原スケート場

問合せ先名称

小真木原スケート場

TEL
(0235-)

主な内容（箇条書き）

23-5694

◆営業期間 12月8日（土）～3月3日（日）※元日のみ休場
◆営業時間 平日…13時～18時 土・日・祝日…10時～19時
年末年始（12月29日～1月3日）10時～19時
◆料金 中学生以下…200円 高校生…310円 大人…520円
貸靴料…310円（団体割引あり）
◆その他
・12月29日～1月3日は10時～19時まで営業（元日は休み）
・第2・4土曜日は高校生以下無料（貸靴は有料、団体割引なし）

12月23日（日）
～
2月27日（水）

～雪の降るまちを～
第33回鶴岡冬まつり

市内各所

観光物産課

25-2111

名曲「雪の降る街を」の誕生の地・鶴岡。雪国の風土と文化を伝える
まつりとして、日本海寒鱈まつり、大山新酒・酒蔵まつり、鶴岡音楽
祭などの各種行事が開催されます。雪の降るまち鶴岡にぜひお越し
下さい。

12月23日（日）
～
2月27日（水）

★鶴岡冬まつり★
ライトアップ

致道博物館
（旧西田川郡役所）
致道館

観光物産課

25-2111

◆時間 16時30分～22時
（※12月31日のみ16時30分から翌日の7時までライトアップ。）

33-2117

①酒蔵めぐり（各酒蔵メーカー）※前売り券完売
12時～16時 当日券料金2,000円
②大山新酒を楽しむ会（大山コミュニティセンター）※チケット完売
13時30分～15時30分
③大山四蔵元厳選八種飲み比べ（大山コミュニティセンター）
10時～12時 チケット残数は左記お問い合わせ先まで
④おまつり広場（出羽商工会本所、どまんなか商店街、松尾神社）
⑤お休み処（つけもの処 本長、安良町公民館、上本町公民館など）

23-7863

◆時間 18：00～
◆内容 雪灯篭点火式、伝統芸能上演
◆参加料 500円
◆その他 黄金コミセンから会場までシャトルバスを運行

2月9日（土）

★鶴岡冬まつり★
大山新酒・酒蔵まつり

2月27日（水）

★鶴岡冬まつり★
金峯山雪灯篭祭

大山地区

大山新酒・酒蔵まつり
実行委員会

金峯山中の宮

金峯山雪灯篭祭実行
委員会
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平成３1年２月 鶴岡市観光関連事業（イベント等）
開催日

2月3日（日）

2月9日（土）～
羽黒 17日（日）

事業（イベント）名称

開催場所

ビジターセンター
～月山やすらぎの
スノーシュートレッキング
森～ビジターセン
ター

松ヶ岡雪まつりウィーク

問合せ先名称

月山ビジターセンター

TEL
(0235-)

62-4321

松ヶ岡本陣、本陣の 松ヶ岡雪灯篭まつり実
64-1331
山周辺
行委員会事務局

てくてく健康「里山歩き」
月山ビジターセン
2月10日（日） 共催事業
ター
スノーシュートレッキング

月山ビジターセンター
鶴岡市スポーツ課

62-4321
25-8131

2月12日（火）
～
お雛様展示
3月24日（日）

月山ビジターセンター

62-4321

月山ビジターセン
ター
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主な内容（箇条書き）
ビジターセンター～月山やすらぎの森～ビジターセンターに戻
る平坦なコースです。
集合場所：月山ビジターセンター
集合時間：午前９時～(お昼を食べて解散となります。)
参加料：1,500円（つきたてのお餅・保険料など含む）
持ち物：寒くない服装・スノーシュー(貸出あり)・昼食（おに
ぎり程度）飲料水
ガイド：月山ビジターセンターパークボランティア
定員：２５名程度※定員になりしだい締め切り
申込期限：１月３１日（木）
その他：悪天候時、中止になる場合がございます。また積雪量
等によりコース変更する場合もあります。
実施日：平成31年2月9日(土)～17日(日)
集合場所：松ヶ岡本陣、本陣の山周辺
概 要
①こどもまつり：2月9日(土)10:00～15:00
雪に色を付けて遊ぶ。松ヶ岡本陣の山でそり遊び。
②大蚕室ライトアップ＆café：
2月9日(土)～11日(月),16日(土),17日(日)午後5時～8時
③川柳投句：２月9日～17日一翠苑に応募箱設置。
④松ヶ岡焼で楽しむ新酒を味わう会
2月16日(土)17:30～定員先着50名
費用：2,500円（松ヶ岡焼「おちょこ」付き)
(要申込み)ぐい呑みづくり 申込期限：1月27日(日)費用：1,000円
④甲冑雪遊び：2月17日(日)午後1時
⑤一翠苑フリーマーケット：2月17日(日)11:00～15:00
月山と庄内平野を眺めながらスノーシュートレッキング。
集合場所：月山ビジターセンター
集合時間：午前８時３０分(お昼を食べて解散となります。)
参加料：1,200円（つきたてのお餅・お汁・保険料など含む）
持ち物：寒くない服装・スノーシュー(貸出あり)・スキース
トック・昼食（おにぎり程度）・飲料水
ガイド：月山ビジターセンターパークボランティア
定員：３０名程度※定員になりしだい締め切り
申込期限：２月４日（月）
その他：スポーツ課との共催事業です。送迎バスをご利用の方
は鶴岡市スポーツ課0235-25-8131へお申込み下さい。
お雛様を展示しています。
期間中月曜日を除く毎日、午前8時30分から午後5時まで。
費用：無料

平成３1年２月 鶴岡市観光関連事業（イベント等）
開催日

事業（イベント）名称

羽黒

櫛引

問合せ先名称

TEL
(0235-)

月山ビジターセン
ター

月山ビジターセンター

62-4321

キャンドルナイトとナイト 月山ビジターセン
スノーシュートレッキング ター

月山ビジターセンター

62-4321

2月17日（日） スノーシュートレッキング

2月23日（土）

開催場所

2月24日（日）

月山ガイド協会主催
スノーシューイベント

月山ビジターセン
ター

2月1日（金）～
2月2日（土）

春日神社 王祗祭

黒川地区の当屋

月山ビジターセンター

黒川能保存会
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62-4321

57-5310

主な内容（箇条書き）
ビジター～羽黒山旧参道～休暇村キャンプ場～ビジター
集合場所：月山ビジターセンター
集合時間：午前9時（昼食を食べて解散）
参加料：1,500円（つきたてのお餅・羽月の湯割引券・保険料等
含む）
持ち物：寒くない服装・スノーシュー（貸出あり）・スキース
トック（貸出あり）・昼食（おにぎり程度）・着替え・飲料水
等
定員：25名程度（定員になり次第締切ります）
申込期限：2月10日
その他：自然状況によって、トレッキングの場所・内容が変わ
る場合もあります。
雪明りのなか、スノーシューをはいて夜の林をゆっくり歩きま
す。また、夜空に吸い込まれていくスノーランタンをあげてみ
よう。
集合場所：月山ビジターセンター
集合時間：午後6時30分
参加料：500円（温かい甘酒・軽食・保険料含）
持ち物：寒くない服装・スノーシュー（貸出あり）携帯食・飲
料水等
定員：20名程度（定員になり次第締切ります）
申込期限：2月20日
その他：気象状況により、スノーランタンの中止有。
フィールド：スタジオセディック庄内オープンセット周辺～月
山高原牧場～ビジターまで。
集合場所：月山ビジターセンター
集合時間：午前7時40分
参加料：2,500円（昼食【13：00予定】・羽月の湯入浴券・保険
料等含）
持ち物：携帯食・飲料水・着替え・スノーシュー（貸出有）ス
キーストック（貸出有）寒くない服装、靴で。
定員：20名程度（定員になり次第締切ります）
申込期限：2月20日
その他：積雪量・気象状況によってフィールドを変更する場合
もございます。気象警報等により危険と判断した場合は中止す
る場合有。
春日神社の御神体を上・下座の当屋に迎え、一年の実りを祈る神
事。
当屋と神社で郷土芸能の粋といわれる黒川能が奉納上演される。

平成３1年２月 鶴岡市観光関連事業（イベント等）
開催日

櫛引

2月16日（土）

1月12日（土）～
2月28日（木）

事業（イベント）名称

開催場所

問合せ先名称

たらのきだいスキー場「スキー
たらのきだいスキー場 たらのきだいスキー場
子どもの日」

寒そばまつり

道の駅「月山」・
月山あさひ博物村
そば処大梵字

道の駅「月山」
月山あさひ博物村
そば処大梵字

TEL
(0235-)
57-5470

中学生以下リフト乗り放題

53-3413

朝日地域産十割そばをお楽しみください。
・場所 道の駅「月山」 月山あさひ博物村
そば処大梵字
・営業時間 午前11時～午後４時３０分
・料金 チケット販売 1,500円
（当日1,600円）
・内容 十割そば・きのこと豚しゃぶ鍋
・天ぷら・小鉢

58-1455

朝日地域の食材をふんだんに使った懐かしいおふくろの味がた
くさん並び、すべて１皿１００円のバイキング！
梵字川の冬景色を眺めながらのお食事となります。
・場所 産直あさひ・グー
・時間 午前１０時３０分～午後２時まで

朝日

2月16日（土）

山のごっつおまつり

産直あさひ・グー

産直あさひ・グー

3月7日
3月6日 スノーシューハイキング（スノーシューを履いて休暇村周辺を散策）
デジカメ自由学校(どなたでも参加できます)
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主な内容（箇条書き）

平成３1年２月 鶴岡市観光関連事業（イベント等）
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）

53-2111

道の駅「月山」を会場に、雪あそびやいろり端体験など昔の雪国文化
体験や、朝日地域の山の幸満載の鍋など、「冬」を思いっきり楽しむ
イベントです。
・場所 道の駅「月山」・月山あさひ博物村 ほか
・時間 午前10時～午後2時
・内容
○雪国衣装体験”雪んこちゃん”に大変身！
○いろりでほっこり♪いろり端で昔話とあられ煎り体験
○かんじきづくり実演・体験
体験のみ要事前申込・定員：先着10名・参加費3,500円
申込〆切：2月12日（火）
※小学生以下は保護者同伴でお願いします。
○あさひ屋台村（朝日地域の伝統食・特産品・手づくりおやつ販売）
○梵字川渓谷 雪つり橋さんぽ（ガイド付き） 無料
梵字川ハート岩に願いをかけて「幸福のフキまじない」体験 無
料
○ゴジラ坂けっつすべりコーナー(参加無料）
○巨大熊ストラックアウト（参加有料：景品あり）
○月山ダム見学ツアー（参加無料）
○ウェルカム雪だるま（まつり歓迎プレイベント）
ほか
※内容は変更される場合があります。
・まつりの内容は鶴岡市ＨＰにてご確認ください。

3月7日
3月6日 スノーシューハイキング（スノーシューを履いて休暇村周辺を散策）
デジカメ自由学校(どなたでも参加できます)

朝日

2月17日（日）

月山あさひ雪まつり

道の駅「月山」・月山 月山あさひ雪まつり実
あさひ博物村
行委員会

温海地域で旬の寒鱈やカニをはじめとした冬のごっつぉ(ご馳走)に舌鼓。温
泉旅館では入浴付でゆっくり楽しめます。

温海

1月19日（土）
～2月28日（木）

温海旬御膳
～冬のごっつぉめぐり～

あつみ温泉各旅館、
温海地域内
実施店舗

あつみ観光協会
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43-3547

◎実施店： 【あつみ温泉旅館（7）】東屋旅館、あつみホテル温海荘、かしわ
や旅館、瀧の屋、たちばなや、萬国屋、高見屋別邸 久遠
【店舗（5）】足
湯カフェ チットモッシェ、末広寿し、寿司割烹 雅、鮨処朝日屋、民宿 咲
◎料金：お一人様3千円、4千円、5千円（実施店により異なる。消費税込、あ
つみ温泉各旅館は入浴料込）
※3日前まで各実施店にご予約ください。
※実施店によりご利用時間、メニュー等が異なります。お問合せください。

