山形県のお雛さま公開情報 2011
2011年2月20日 現在
※「ファミリーロッジ旅籠屋・寒河江店開」から約２時間以内程度で到着出来る場所です。 公開日時や休館日など変更する場合もありますので、詳細は各所へお問合せ下さい。

公開施設
寒河江市

期間

料金

当店からの
距離(概略）

問い合わせ先

料亭 慈恩寺 陣屋

1月30日(日）～4月3日(日）

600円

約７km

0237-87-1112

チェリーランド さくらんぼ会館
古澤酒造資料館

3月26日(土)～4月3日(日）

無料

約６km

3月26日(土)～4月3日(日

無料

約３km

0237-83-3380
0237-86-5322

上山城
蟹仙洞
森本家 (武家屋敷通り）
楢下宿のひなまつり (庄内屋）

3月3日(木）～4月3日(日）

400円

3月1日(火）～4月30日(土）

500円
無料

山寺芭蕉記念館
わらべの里 歴史と文化の美術館
紅の蔵

2月24日(木）～4月10日(日)

400円

2月1日(火）～4月3日(日）

700円

2月16日(水)～4月17日(日）

無料

案内見出し
柏倉家に代々伝わる「享保びな」他四百体以上の貴重な
雛の数々を展示しています。
市内各家で慈しまれてきた時代雛の数々を展示しています。
古澤家は、古くは紅花商人。酒造りも江戸時代創業の歴史が
あります。

上山市

山形市

3月26日(土)～4月3日(日）

023-673-3660
023-672-0155
023-672-0839
(上山市観光物産協会）

023-695-2221
023-693-0093
約２０km 023-679-5101

展示「紅商人の雛」
享保雛をはじめとした時代雛を展示します。

長谷川家に代々

受け継がれてきた、華やかで優雅な雛人形の数々です。
紅花の取引によって、京都などからもたらされた上方文化を
垣間見ることが出来る貴重なお雛様です。

中山町

山辺町

柏倉久左エ門家
山辺町 ふるさと資料館

3月10日(木)～4月3日(日)

2月11日(金)～4月3日(日)

500円

300円

090-7665-0662

山形県指定文化財でもある柏倉九左ェ門家は、約4000坪の敷地に、

（NPO法人柏倉家文化村）

建物が360坪の学術的にも貴重なお屋敷です。

023-664-5033

最上川舟運が発達した江戸時代にさまざまな物資とともに

(山辺町ふるさと資料館）

上方（京都）や江戸から運ばれてきた歴史的にも貴重な
ひな人形を展示公開します。

本町・駅前商店街 各店舗展示

2月27日(日)～3月27日(日）

無料

023-664-5033

歴史的にも貴重な雛人形を、ふるさと資料館と町内中心商店街で

(山辺町ふるさと資料館）

公開します。つきたて餅・鯉こく汁無料振る舞い（２月２７日）、
「観光案内所すだまり」にてハーブティー・ハーブクッキーの
無料サービス、折雛・ニット小物づくりの無料体験あり。

大江町

岡田文治家
清野太家
金子仙之助家
大江町 歴史民俗資料館

3月26日（土）～3月29日(火）

300円

0237-62-2139

大江のひなまつり～最上川舟運を語る時代雛～

300円

(大江町産業振興課）

最上川舟運の中継地として往時の賑わいを偲ばせる街並み、

300円

元造り酒屋の蔵と土塀が今に引き継がれ町の歴史を物語ります。

100円

長く続いた慣習として嫁ぎ行く娘に雛を持たせたといわれ、
町の旧家には雛の行き交いがありました。

共通券は
700円

最上川舟唄のふるさとである大江町では、舟運の歴史が
もたらした生活文化を垣間見ることができます。

西川町

清流の庭園 玉貴
(山菜料理）

2月1日(火）～4月17日(日）

0237-74-2364

1500円

現在でも古今雛、享保雛など貴重な人形が数多く残る玉貴で、
雅な平安の時代へと思いをはせてみてはいかがでしょうか。

お茶・お菓子

(館内の雛人形はご自由に見学していただけます。)

解説付

春季限定ひな膳料理(2月～4月初旬）

河北町

竹谷義一家
細谷次朗家
鈴木英友家
鈴木昌之家
北口公民館
細谷昌平家
國井暠一家
紅花資料館

0237-72-3787

谷地ひなまつり

(河北町観光協会）

500年も前から谷地には毎月18もの市が立ち、大変な賑わいを

3月26日(土)～4月3日(日）

500円～
400円

4月2日(土)～4月3日(日）

400円

見せていました。 そのうち谷地城主白鳥十郎が開いた旧暦3月2日

3月26日(土)～4月3日(日）

無料

の市がちょうど雛の節句にあたるもので、いつしかそれが「節句市」

4月2日(土)～4月3日(日）

300円

「おひな市」とよばれ、今日に至ります。

4月2日(土)～4月3日(日）
4月2日(土)～4月3日(日）

300円
300円

まつりの主役は雛でありその昔、谷地が誇った紅花の取引で、
京都などからの上方文化がこの地に導入され、雛もそのひとつ

1月8日(土)～4月3日(日）

400円

4月2日(土)～4月3日(日）

約１２km

でした。 ここに伝わる数多くの享保雛や古今雛などは折紙付き
の逸品で、美術書の巻頭を飾っています。
そのほかにも、御所人形、竹田人形、からくり人形、鴻之巣人形、
押絵雛などがあります。

ひな供養神事

4月2日(土)～4月3日(日）

無料

0237-72-3787

雛の節句は、その昔から消厄除のこころをもりこんだまつり

供養料は

(河北町観光協会）

といわれ、今日でも地方によっては、日常生活での罪やけがれを

3000円～

素朴な紙びな（形代）に託し、川に流す風習などが残っています。
谷地ひなまつりでは、秋葉神社境内の「ひな塚」の前で、
古い雛や形代に雛料理を供え、私たちの健康と幸福を願う
「ひな供養」の神事が行われます。

朝日町

あさひ旅のココロ館

3月17日(木）～3月28日(月）

無料

0237-67-2134
(朝日町観光協会）

天童市

旧東村山郡役所資料館
将棋むら天童タワー
天童ワイン
広重美術館

2月15日(火)～4月3日(日）

200円

2月16日(水)～4月3日(日）

無料

2月16日(水)～4月3日(日）

無料

2月16日(水)～4月4日(月）

600円

023-653-0631
023-653-3222
023-655-5151
023-654-6555

天童市とその近郊に伝わる古今雛、押絵雛、土雛などを中心に
約200体の人形を展示します。

東根市

東の杜資料館

3月26日(土）～4月3日(日）

無料

0237-43-4902

横尾家の酒蔵を改造してできた東の杜資料館では横尾家の
雛飾りを始め、代々受け継がれてきた東根の享保雛・古今雛
等歴史を物語る民俗資料とともに展示されています。

梅ケ枝清水（めがすず）

2月4日(金)～4月3日(日）

無料

0237-42-0589

梅ヶ枝清水ではひと足先に飾り付けが行われ、訪れる人々の目を
楽しませています。かつて東の杜に収蔵されていた当家の古い
掛け軸の雛飾りや紅白の内掛けなどとともに、室内は趣きある

野守の宿
(壽屋 寿香蔵(漬物・地酒）の蔵座敷）

3月26日(土）～4月3日(日）

無料

0237-42-0173

春の兆しを漂わせています。
壽屋女将の実家東根市の神町の武田家は、300年以上前から
この地に住み、地主として栄てきた旧家。紅花の作業工程を
記した紅花絵巻が伝えられており、壽屋寿香蔵では包装紙の
デザインに使用しております。この武田家のお蔵から、この度、
300年ほど前のものと見られる「享保雛」が発見されました。

村山市

最上徳内記念館

2月18日(金）～4月5日(火）

300円

0237-55-3003

むらやまのお雛さま展
村山市内・近隣市町村に残る内裏雛のほか、土人形の内裏雛や
軸物に描かれたお雛様を展示します。

真下慶治記念美術館

2月25日(金）～4月5日(火）

300円

237-52-3195

おひなさまと片岡善次郎コレクション 世界の身近な人形たち
明治時代のお雛さまとともに洋画家 近岡善次郎氏が
世界各国を巡って収集した人形を展示します。

楯岡五日町ふれあい広場

3月18日(金)～3月22日(火）

無料

0237-55-2111

段々ロングな雛まつり

(村山市商工観光課）

長さが50ｍの超ロングな段飾りに約6,000体のひな人形を
展示します。園児の手作り雛も一緒に並びます。

大石田町

楯岡地区市民センター
ひな供養 愛宕神社

3月1日(火）～4月3日(日）

無料

3月21日(月）

無料

0237-55-7477
0237-55-2111

歴史民俗資料館

2月26日(土)～4月10日(日）

100円

0237-35-3440

雛のつるし飾りを展示します。

大石田ひなまつり
地元に伝わる「おひなみ」が復活されたもので、自宅展示で

本町通り (自宅展示 十数軒）

4月2日(土）～4月3日(日）

1000円

0237-35-2111

(共通券）

（大石田町観光協会）

昔ながらの祭り方でご覧になれます。
また、町立歴史民俗資料館では、江戸時代からの貴重な雛人形
のほか、大石田ならではの古い雛道具や、郷土人形・
ままごと道具一揃いなどが特別公開されます。

尾花沢市

芭蕉・清風歴史資料館

3月19日(土）～4月10日(日）

200円

0237-22-0104

江戸時代宿場町として栄えた尾花沢にはたくさんの雛人形が
残されています。資料館では明和年間（1764～72）頃、
江戸十軒店の人形師原舟月が製作したと言われる古今雛を

旅館古山閣 離れ蔵屋敷

3月27日(日）～4月3日(日）

350円

0237-28-2039

中心に展示しています。
銀山温泉の旅館「古山閣」に伝えられている雛人形を蔵座敷で
公開しています。木目込みの立雛や素朴な土雛、大柄で面長な
享保雛や有職雛。蔵の中にたたずみ見るものの心を和ませてくれます。

米沢市

上杉伯爵邸（上杉記念館）

2月1日(火）～4月3日(日）

750円～

0238-21-5121

2100円

酒造資料館 東光の酒蔵

2月3日(木）～4月3日(日）

310円

ひな膳 2,100円

ひいな茶 750円

（ひな膳提供は、3月6日（日）まで）

0238-21-6601

江戸時代の享保雛展
小嶋家で古くから所蔵していたもので、親王様と内新王様や
五人囃子など複数組あり、それぞれのお顔立ちの違いや十二単
の色柄の違いがあり、趣深いひと時を過ごすことが出来ます。

米澤民藝館
米沢市上杉博物館 伝国の杜

3月3日(木）～3月17日(木）

南陽市
川西町

1月29日(土）～3月24日(木)

500円
無料

0238-22-8141
0238-26-8001

結城豊太郎記念館

2月1日(火）～3月21日(月）

無料

0238-43-6802

玉庭地区交流センター ほか民家

3月26日(土）～3月27日(日）

1500円

0238-48-2130

雛人形は無料ゾーンに展示します（常設展示室料金は400円）

新庄市

新庄ふるさと歴史センター

1月29日(土）～4月3日(日）

300円

0233-22-2188

新庄藩ゆかりの雛・道具や、全国でも最大級の享保雛などが
ずらりと並びます。是非ご覧下さい。
その他歴史センターでは絢爛豪華な新庄まつりの山車、
東北随一の民具などお楽しみになれます。

金山町

深田菓子舗
つたや本店
とまれや旅館
ギャラリー喫茶 花のれん

4月1日(金）～4月3日(日）

無料

3月下旬～4月3日(日）

無料

4月1日(金）～4月3日(日）

無料

4月1日(金）～4月3日(日）

無料

藤兵衛邸
カネカ邸
まるい邸
いちき邸
三之助金物店

4月2日(土）～4月3日(日）

無料

4月2日(土）～4月3日(日）

無料

4月2日(土）～4月3日(日）

無料

4月2日(土）～4月3日(日）

無料

4月2日(土）～4月3日(日）

無料

蔵史館

4月2日(土）～4月3日(日）

無料

0233-22-2131
0233-22-0434
0233-22-0822
0233-23-6223
0233-52-7386
0233-52-2810
0233-52-2805
0233-52-3821
0233-52-2111
(金山町産業課）

0233-52-2902
(金山町教学課）

鮭川村

川魚山菜懐石料理 池之家

2月11日(金）～4月20日(水）

無料

0233-55-3802

伊藤家

3月1日(火）～4月6日(水）

300円

0233-55-2529

池之家に伝わる古今雛。年に一度蔵から運び出されるお雛様を
どうぞご覧下さい。

※要予約

雛懐石 3500円～

(茶菓子代）

大蔵村

松井旅館

3月3日(木）～4月3日(日）

無料

0233-76-2016

松井旅館の先祖は、江戸時代に新庄藩の御殿医(医者)として
仕えていました。

当時使用していた道具や、藩主自ら描いて

くださった掛軸や譲り受けた人形、享保雛、屏風などの貴重な
品々が展示されています。

最上町

三春屋旅館
若松屋村井六助旅館
湯宿元河原湯
旅館 喜至楼

3月3日(木）～4月3日(日）

無料

3月3日(木）～4月3日(日）

無料

3月3日(木）～4月3日(日）

無料

3月1日(火）～4月7日(木）

500円

0233-76-2036
0233-76-2031
0233-76-2259
0233-42-2011

(入浴料）

真室川町

産直まごころ工房

3月上旬～4月上旬

舟形町

舟形若あゆ温泉

2月下旬～3月下旬

無料

0233-62-2316

350円

0233-32-3655

(入浴料）

戸沢村

三左衛門そば

3月27日(日）～4月3日(日）

無料

0233-73-2182

鶴岡市

荘内神社「宝物殿」
致道博物館
龍の湯「蔵ｷﾞｬﾗﾘｰ・氷室」
鶴岡商店街 雛めぐり

2月26日(土）～4月3日(日）

500円

3月1日(火）～4月3日(日）

700円

3月1日(火）～4月3日(日）

400円

3月1日(火）～4月3日(日）

無料

0235-22-8100
0235-22-1199
0235-75-2241
0235-24-7711

鶴岡雛物語
期間中、何度でも使える「雛めぐり共通割引券」があります。
また、着物でご来場のお客様は、入場料が半額になる施設も。
http://www.tsuruokakanko.com/season/hina/hinameguriken.pdf

(鶴岡商工会議所）

旧風間家住宅「丙申堂」
旧白幡邸(湯田川温泉）
湯野浜温泉 旅館内各会場
松ヶ丘開墾記念館
あつみ温泉地内特設会場
三井家「蔵座敷」

3月1日(火）～4月3日(日）

400円

3月1日(火）～4月3日(日）

350円

3月1日(火）～4月3日(日）

無料

3月1日(火）～4月3日(日）

450円

3月1日(火）～3月31日(木）

無料

3月1日(火）～4月3日(日）

400円

0235-22-0015
0235-35-4111

3月1日（火）～3月31日（木）は、ひな街道周遊ﾊﾞｽも運行します。

(湯田川温泉観光協会）

http://www.tsuruokakanko.com/season/hina/bus.html

「庄内雛街道レトロﾊﾞｽ」

大人：1000円

小人：500円

0235-75-2258
(湯野浜温泉観光協会）

市内の飲食店では鶴岡雛物語の時期にしか味わえない雛弁当や

0235-62-3985
0235-43-3547

お雛様膳をご用意しています。

（あつみ観光協会）

各店で工夫を凝らした素敵なサービスもあります。

0235-24-9122

http://www.tsuruokakanko.com/season/hina/food.html

酒田市

旬の食材を使い、彩り豊かな装いで楽しませてくれるお料理です。

【酒田雛街道】
詳細マップ

湊町酒田の早春の楽しみ「雛めぐり」

http://www.sakata-kankou.gr.jp/matsuri/hina/map.html

市内の雛膳・雛スイーツ情報
http://www.sakata-kankou.gr.jp/matsuri/hina/hinazen.html

本間家旧本邸と別館「お店(ｵﾀﾅ）」

２月下旬～４月上旬

700円

0234-22-3562

「本間家のおひなさま」
日本一の大地主と謳われた酒田の本間家に伝わる由緒ある
お雛さまが一般公開される。

本間美術館

2月28日(月）～4月3日(日）

900円

0234-24-4311

「雛祭 古典人形展」
江戸初期から明治までの貴重な雛人形や古典人形が展示される。

旧鐙屋

2月26日(土）～4月3日(日）

310円

0234-22-5001

「土のひな人形展と折り紙のお雛様づくり体験」
酒田の伝統工芸である大石氏作の鵜渡川原人形を展示。また、期間中、
希望者には随時、折り紙のひな人形づくりの体験教室を開催。

舞娘茶屋・雛蔵畫廊

相馬樓

酒田夢の倶楽「華の館」

3月1日(火）～4月3日(日）

2月26日(土）～4月3日(日）

700円
300円

0234-21-2310
0234-22-1223

「酒田のおひなさま」
毎年、旧相馬屋の座敷に飾られたお雛さまをはじめ、新旧の美しい雛を展
示。

「湊酒田・加藤家のお雛様と酒田の押し絵・羽子板展」

雛研究の第一人者・藤田順子さんの著書「雛の庄内二都物語」で紹介
された酒田市の旧家加藤家の雛・雛具を一同に展示。また、人形作家
辻村寿三郎氏が酒田のために制作した「さかたの雛あそび」も同時展示。

旧阿部家

3月1日(火）～5月5日(木）

無料

0234-54-2776

「旧阿部家ひなまつり」
庄内一円から寄贈された雛人形が、約600体飾られています。
その多くは、江戸時代末期から戦後にかけて作られた瓦人形。

酒田市松山文化伝承館

2月17日(木）～3月31日(木）

350円

0234-62-2632

「お雛様と美人画展」
旧松山町の旧家に伝わるお雛様と旧松山町出身で伊藤深水に師事した
佐藤公紀画伯の美人画を展示

酒田あいおい工藤美術館

2月11日(金）～4月10日(日）

300円

090-2846-6846

「町屋の段飾り十組」
酒田の町屋を美術館として公開。古今雛、大型享保雛、寛永雛など10組の
雛段飾りを展示しています。

山王くらぶ（傘福）

2月27日(日)～4月3日(日）

500円

0234-22-0146

「湊町酒田の傘福」
庄内の地には古くから庶民の切なる願いを観音堂に奉納したり、また、
お祝い事のときはそれぞれの意味合いの飾り物を傘先に下げ、幸せを
願ってお祈りした風習「傘福」があります。

さかた街なかキャンパス

2月24日(木）～3月28日(月）

無料

0234-23-1911

「傘福と人形展」

遊佐町

旧青山邸

2月22日(火)～4月10日(日）

400円

0234-75-3145

三川町

三川町文化交流館

3月1日(火)～3月31日(木)

無料

0235-66-4403

阿部家のお雛様は、昭和初期のものといわれ、内裏雛と右大臣・左大臣、
伝説や物語の名場面を描いた趣向人形が展示されます。

庄内町

庄内町亀ノ尾の里資料館
月の沢温泉 北月山荘

2月25日(金）～4月3日(日）
2月11日(金）

無料
無料

0234-44-2162
0234-56-2213

