会津
絵ろうそくまつり
第18回

米沢市観光キャンペーン推進協議会

上杉雪灯篭まつり
ハッシュタグキャンペーン

ゆきほたる

#

平成29年

2月10日㈮〜11日㈯

上杉雪灯篭 ×
まつり
米沢観光ナビ公式アカウントを
Twitter や Instagram でフォローし
上杉雪灯篭まつりに関連する写真を投稿。

17：30頃〜21：00
メイン会場

鶴ケ城・御薬園

# 雪まつり米沢の灯り
タグをつけて投稿

特選米沢牛

※雪とローソクのある風景や
まつり会場の写真

優秀な作品を投稿された方には、米沢牛ギフト券を贈呈します！
募集
期間

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〜
竹あかりの感動の灯りを
みんなで体験しよう！

協賛企業／団体

米沢市中心市街地活性化協議会

キラキラ大作戦！
in上杉雪灯篭まつり
2/10
11
12

●2/10㈮

◆プレ点灯 18:30〜

●2/11㈯

◆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
※最終受付14：00 材料がなくなり次第終了

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

◆竹あかり設置 14：00〜
◆竹あかり点灯 17：30〜

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

協力企業／団体

米沢造園センター・㈱大沼・明星保育園・

九里学園高等学校・with 優・学童保育所どんぐりクラブ・
米沢市国際交流協会・あいべ

昨年、米沢市役所前の

他

実施主体 夢プロジェクト『竹あかり×ゆき×祈り』実行委員会

会場内雪灯篭製作団体一覧

AGCディスプレイグラス米沢㈱
明るい社会づくり置賜地区推進協議会
NPO法人アビーカ米沢スポーツクラブ
粟野商事㈱
イオン米沢店
特定非営利活動法人 With優
上杉小町
㈱エービーエム
NECパーソナルコンピュータ㈱
NTT東日本−東北 山形支店
㈱大岸製作所
おしょうしなガイドの会
NPOから・ころセンター
㈱川島印刷
㈱キデン
吟道岳鷹会
窪田柔道スポーツ少年団

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。

ケアセンター とこしえ あたご
公徳会 米沢駅前クリニック
公徳会 佐藤病院
㈱小嶋総本店
ごっちょ会
サクサテクノ㈱
㈱SUMCO 米沢工場
㈱三友医療
正直柔道クラブ
荘内銀行従業員組合 置賜支部
新和設計㈱
㈱スマートライフ
ゼオンケミカルズ米沢㈱
㈱タカハタ電子
たかはた雪灯篭製作隊
テクノサークル YONEZAWA
東亜熱研工業㈱

17:00〜21：00

2017

1 〜 28

2/

水

ちょっと贅沢で
優雅な宴席。吉亭。
よ
し
て
い

火

●投稿はお 1 人様何点でも可能です。
●
「 #雪まつり米沢の灯り」のハッシュタグの無い場合は、無効となります。
●投稿作品で第三者の肖像等を使用する際は、予めホームページ上で公開されることに
ついて本人から了承を得た上で投稿してください。
●投稿者以外で権利がある映像やキャラクター等を使用したものの投稿は出来ません。
●投稿作品は、氏名、住所、電話番号など個人の身元が特定できる情報を含まないもの
のみとします。
●受賞者への連絡はダイレクトメール・ダイレクト投稿により通知します。
●フォローをはずすと当選の連絡が出来なくなりますのでフォローははずさないでくだ
さい。

米
沢
牛
・
山
懐
料
理

山形県米沢市門東町1-3-46

TEL. 0238
（ 23）1128
http://www.yoshitei.co.jp

山形県米沢市中央4丁目2-6
TEL.
（0238）24-5455
URL http://mankiti.umai.co.jp/

米沢

味・技・心のコミュニティーパーク

TEL.0238-23-0700
米 沢 市 丸 ノ 内 1 丁 目 1 -2 2

【お問合せ】米沢市観光キャンペーン推進協議会 TEL0238-22-5111（市観光課内）

http://uesugijoshien.jp

春をさきどり！

17:00〜22：00
17:00〜21：00

伊豆 房総

へ行こう！

甘酒

おふるまい！
乗車券・指定券のお求めは

米沢市役所
駐車場

東海市米沢市小学生交流事業受け入れ実行委員会
東京通信機工業㈱米沢工場
東部地区体育振興会
東北送配電サービス㈱米沢営業所
（一財）東北電気保安協会米沢事業所
東北電力㈱米沢営業所
東北パイオニア㈱ 米沢事業所
㈱ナウエル
南部地区体育振興会
25にこ会
日本郵便㈱米沢郵便局
㈱ニューメディア 米沢センター
ニラク万世店
NEXCO東日本 山形工事事務所
PL米沢教会
フジクラ電装㈱
（医）舟山病院

●本店飲食 ☎0238-23-5400 米沢市中央7-2-3 ●分店 登 ☎0238-21-1129 米沢市金池5-10-21

http://www.yonezawabeef.co.jp/

平成28年度米沢市役所新採職員
防犯・交通米沢少年隊
北部野球スポーツ少年団
ホワイトローズ
㈱本多建設
まいづる幼稚園
㈱丸定
やまがた県南アマチュア無線クラブ
山形県農村振興技術連盟 置賜ブロック
山形大学有機エレクトロニクス研究センター
山大工学部 東山・杉本研究室
彌満和精機工業㈱
㈱ユアテック米沢営業所
雪灯篭染織展実行委員会
米沢「小さな親切」の会
公益財団法人 米沢上杉文化振興財団
（一社）米沢観光コンベンション協会青年部

米沢剣道直養会
米沢工業高校
米沢興譲館高校ホッケー部
米沢興譲館高校陸上競技部
米沢恒武館
米沢市遺族連合会
米沢市学童保育連絡協議会
米沢市国際交流協会
米沢市少林寺拳法協会
米沢市内郵便局
米沢市平成27年度採用職員チーム
米沢市役所平成24年度同期会
米沢市役所平成26年度採用同期会
米沢商業高校
米沢商工会議所青年部
米沢市立第二中学校
公益社団法人米沢青年会議所

米沢ダイヤエレクトロニクス㈱
米沢中央高校
米沢中央ライオンズクラブ
米沢中央ロータリークラブ
米沢調停協会・米沢簡易裁判所
米沢南部野球少年団
米沢浜理薬品工業㈱
米沢東高校
米沢松川ライオンズクラブ
米沢松岬ライオンズクラブ
米沢ライオンズクラブ
米沢ローターアクトクラブ
米沢ロータリークラブ
米木建設㈱
㈱ライナー
立正佼成会 米沢教会
Lumiotec㈱
（五十音順）

米沢駅

駅にある旅行のお店

びゅうプラザ米沢駅
営業時間／10：00〜17：30
定 休 日／日、祝日、年末年始

TEL 0238（22）1132

鉄板焼をお楽しみいただける
「鉄板ダイニング おわい菜え」。
「おわいなえ」
とは、
米沢の方言で「お召し上がり下さい」
という意味です。
ご会食に、記念日やサプライズに、
ぜひお越し下さい。
東京第一ホテル米沢

■ランチ

11:30〜15:00

（ラストオーダー 14:30）

■ディナー 17:00〜22:00

（ラストオーダー 21:00）

〒992 - 0031
米沢市大町二丁目3 - 22（柳町上通り）

TEL.0238（21）6601㈹

URL http://www.tokonosakagura.com/

上杉伝統料理
米沢牛料理

登録有形文化財

山形県米沢市丸の内一丁目３の60 ☎0238-21-5121㈹ URL http://hakusyakutei.jp

●試飲コーナーあり
●駐車場：大型バス5台
（乗用車30台）
●昔ながらの造り酒屋の様子と
酒造りの道具を展示

江戸時代の享保雛展示・甘酒振舞いあり

