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至川西町
❶ 第32回西部雪まつり

⓮

●2/5㈰ 13:00〜19:30
●西部コミュニティセンター周辺

米沢粡町通り商店街

夢プロジェクト『竹あかり×ゆき×祈り』

〜「竹あかり」で、地域を照らす・地域を繋ぐプロジェクト〜

西條天満公園で竹あかり設置＆ナセBAでワークショップ開催！
竹あかりの感動の灯りをみんなで体験しよう！
！

雪灯篭、雪像、雪ぼんぼり、雪上運動
会、さいと焼、雪見の宴などイベント
盛りだくさん！

⓭ キラキラ大作戦！ in上杉雪灯篭まつり 至山形市

● P
米沢市役所

●2/10㈮ 17:00〜21：00
11㈯ 17:00〜22：00
12㈰ 17:00〜21：00
●米沢市役所駐車場

●2/10㈮

◆プレ点灯 18:30〜
◆熊本「ちかけん」による
竹あかりづくりワークショップ（１本500円）
会場：ナセＢＡ体験室
10：00〜15：00

三友堂病院●

※最終受付14：00 材料がなくなり次第終了

沢駅
西米

◆竹あかり設置 14：00〜
◆竹あかり点灯 17：30〜

★夢プロジェクト『竹あかり×ゆき×祈り』実行委員会

❺ 上杉家廟所 雪灯篭と雪ぼんぼりの点灯
●2/11㈯〜12㈰
●17:00〜20:00までは入場無料

中央通り商店街

平和通り商店街

上杉家廟所

❻ 甘酒・こんにゃく振舞い（松が岬商店会）

上杉神社

第40回上杉雪灯篭まつりによせる
Jazz Cafe Live 〜林宏樹 The Futureformers Group〜

●2/9㈭ 19：00〜
●伝国の杜ミュージアムカフェ
●前売￥1,000（1月9日発売）
出演

愛宕小
●

林宏樹(sx)、千葉岳洋(pf)、
鈴木次郎(gt)、岸川雅裕(dr)、
小林梨絵(vn)他
曲目 米沢ゆかりの曲、ジャズナンバーなど

★伝国の杜置賜文化ホール
TEL0238-26-2666

米沢二中
●

小野川温泉

●〜３/12㈰
※積雪状況により変更あり
●小野川温泉地内

創作雪像と校舎の窓を利用した幻想
的なオブジェがお待ちしています。
★学校法人九里学園・九里学園高等学校
TEL 0238-22-0091

松川通り

遊ゆうロード毘

一つ木通り

平和通り

米沢駅前

★YONEZAWAあきない協議会

TEL0238-21-5111
（米沢商工会議所）

北

山大生が熱戦を繰り広げます！
詳しくは下記までお問い合わせくだ
さい。
★山大工学部学生支援担当
TEL 0238-26-3017

★東部商和会
TEL 0238-23-4531
（BARBER MIKI）

●
宮坂考古館

市立病院●

13
●
万世小

❼ 東寺町 万灯会（甘酒振舞い・雪ぼんぼり）
まんどうえ

●2/11㈯18:00〜
●壽泉寺（万灯会・甘酒振舞い）
アイディアの泉〜今町通り〜東寺町下通り（雪灯篭・雪ぼんぼり）
●見どころ

「万灯会」は古くから宗派を問わずに
行われてきた行事です。会場の壽泉寺
においては、およそ400の灯りで本堂
を灯す幻想的な雰囲気の中、多くの寺
院の住職が集まり供養祭を行います。
（甘酒のお振舞いもあります・入場自由）
★寺町を活かしたまちづくり協議会
TEL 0238-23-1201（日朝寺）

●2/11㈯ 11:00〜15:15（予定）
●山大工学部グラウンド

●2/11㈯ 15:00〜
●米沢駅（出入口隣）
甘酒・豚汁・玉こんにゃく・地酒を
振舞います。
駅前に雪灯篭・雪ぼんぼりが美しく
並びます。

●
米沢商業高等学校

❽ 第８回山形大学雪合戦大会

かまくらの中で食べるラーメンは、
格別！電話１本で出前致します。
この機会にぜひご利用下さい！
★小野川温泉旅館組合
TEL 0238-32-2740

米沢粡町通り

⓫ 米沢駅前に雪灯篭・雪ぼんぼりとお振舞い

米沢駅前商店街

●2/10㈮〜12㈰
15:00〜
●九里学園高等学校前

●
林泉寺 ●
旧米沢高等工業学校本館
（山形大学工学部）

❸ 小野川温泉 かまくら村とミニ雪灯篭

舟山病院●

●伝国の杜
（上杉博物館）
座の文化伝承館
● ●
九里学園高等学校
酒蔵資料館●
上杉記念館
❹ 創作雪像・電灯オブジェ点灯

★松が岬商店会（マルキン花店）
TEL 0238-23-0479

❷

たつまち

甘酒

★上杉家廟所
TEL 0238-23-3115

甘酒
甘酒

おしょうしなの心を込めて、甘酒と
玉こんにゃくをお振舞いします。

●西條天満公園

中央通り

雪ぼんぼり・雪灯篭やオリジナル雪像・アートなどで商店街が華やかに
競います。
ロウソクの灯りで彩られた中心市街地の風景は必見です！

米沢一中
●

米沢信用金庫
西部支店

●2/11㈯ 18:00〜
●米沢信用金庫西部支店前

杉並木の中に眠る上杉の歴史が
やさしい灯に包まれます。

一つ木通り商店街

米沢駅

至喜多方市

●2月11日
（土）
・12日
（日）
●点灯時間／夕刻〜21：00
●実施場所／中心市街地の各商店街

遊ゆうロード毘

たつまち商店街

会場ではおもてなしのお振舞いも実施いたします！
あたたかな竹あかりと温かい飲み物で楽しんでください。

西部
コミュニティ
センター
●
西部小

中心商店街が競う！
「雪ぼんぼりロード＆創作アート」

松川通り商店街

●2/11㈯

★西部コミュニティセンター
TEL 0238-22-5758

市内8つの商店街で雪灯篭、雪ぼんぼり多数点灯！
！

昨年、米沢市役所前の公園を彩った「キラキラ
大作戦」が、雪灯篭まつりの2日間限定でイル
ミネーションを灯します。
市役所からのシャトルバスの発着所のお客様
を、煌びやかな光でおもてなしいたします。

万灯会供養祭

南米沢駅

❿ 笹野地区 巨大雪灯篭

山形大学工学部
グラウンド

●2/11㈯〜19㈰（予定）
●笹野地区 巨大笹野一刀彫周辺
巨大雪灯篭・ぼんぼりが登場！巨大笹
野一刀彫とのアングルも見応え満点。
※降雪量及び状況により大きさや日程
が変わる場合があります。

⓬ スキー場・雪ぼんぼり点灯

★山建工業（株）
TEL 0238-38-2261

●2/11㈯・12㈰（予定）
天元台高原・米沢スキー場で雪ぼんぼり点灯。
●米沢スキー場 11日㈯ 19:00〜
（第一ロッジ） 豚汁振舞い100食限定
●天 元 台 高 原 親子2名様（小学生まで）
パスポート1日券5,000円で販売
★米沢スキー場…TEL0238-28-2511
★天 元 台 高 原…TEL0238-55-2236

巨大雪灯篭

上杉雪灯篭まつり関連催事
❸〜⓮のイベントは上杉雪灯篭まつり当日開催です!!
他にも市内でたくさんのイベントが行われています!

❾ 白布温泉 雪ぼんぼり点灯
●2/11㈯・12㈰
●１月末〜３月までの土・日曜日
●白布温泉地内
「白布温泉あったカフェ」も開催中（2月
末まで ）下 記 へ お 問 い 合 わ せくださ
い。
★白布温泉旅館協同組合
TEL 0238-55-2205

米沢
スキー場
白布温泉

天元台高原
スキー場

積雪状況により、イベント内容が
変更になる場合があります。

至福島市

