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山形県博物館連絡協議会
事務局（山形県立博物館） ＴＥＬ ０２３－６４５－１１１１

※新型コロナウイルス感染対策のため、イベントは変更になる場合がございます。
また、イベント開催にあたり、事前のお申込みが必要となる場合もございますので、詳しくは各施設の公式HP等でご確認ください。

【置賜地区】
☆伝国の杜

米沢市上杉博物館

（米沢市丸の内） TEL 0238-26-8001

上杉神社に隣接する複合文化施設。国宝「上杉家文書」「上杉本洛中洛外図屏風」を始め米沢と上杉家ゆかりの文化財多数
（前期）
8月6日(土) ～ 8月23日(火)
企画展「米沢市上杉博物館×綴プロジェクト 日本画をたのしもう～高精細複製が語る名品の世界～」
（後期） 8月25日(木) ～ 9月11日(日)
企画展「米沢市上杉博物館×綴プロジェクト 日本画をたのしもう～高精細複製が語る名品の世界～」ギャラリートーク
8月6日(土)
特別展「上杉家の古写真」
（前期） 9月17日(土) ～ 10月16日(日)
特別展「上杉家の古写真」ギャラリートーク
9月17日(土)
上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑤ 伊豆守護」
7月28日(木) ～ 8月23日(火)
上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑤ 伊豆守護」コレクショントーク
8月7日(日)
上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑥ 幕府との結び付き」
8月25日(木) ～ 9月27日(火)
上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑥ 幕府との結び付き」コレクショントーク
9月4日(日)
上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑦ 応永の乱」
9月29日(木) ～ 10月25日(火)
募集制ワークショップ「やってみよう・感じてみよう 紅花のふしぎ体験ワークショップ」
8月7日(日)
募集制ワークショップ「鑑賞の時間 ナイトツアーようこそ夜の博物館へ アート感覚でたのしむ日本画の世界」 8月16日(火)
募集制ワークショップ「やってみよう・感じてみよう ぶんかつアウトリーチプログラム『松林図屛風をつくろう」
8月27日(土) ～ 8月28日(日)
募集制ワークショップ「やってみよう・感じてみよう 夏の終わりのカラーハンティング」
9月3日(土)
自由参加制ワークショップ「植物でそめよう －和紙のテキスタイルデザイン－【秋の植物】」
9月24日(土)
プレイショップ 日本画に挑戦！国宝上杉本洛中洛外図名場面
7月29日(金) ～ 8月23日(火)
プレイショップ 折ってぽたぽた紙のおりぞめ
8月26日(金) ～ 9月21日(水)
プレイショップ マーブリングに挑戦
9月23日(金) ～ 10月25日(火)

☆上杉神社宝物殿・稽照殿

（米沢市丸の内） TEL 0238-22-3189

上杉謙信、二代目景勝、十代目鷹山、直江兼続の遺品等を常設展示
特別展示『重要文化財「鑓 銘 城州埋忠作 文禄二年十二月日」』

☆（公財）宮坂考古館

7月16日(土) ～ 11月25日(金)
（米沢市東１丁目） TEL 0238-23-8530

米沢藩関係の重要文化財を数多く展示
舟運図屏風と上杉刀剣展

☆（公財）農村文化研究所

置賜民俗資料館

4月19日(火) ～ 11月27日(日)
（米沢市六郷） TEL 0238-37-5362

郷土の生活様式、風俗習慣を伝える有形民俗資料を展示
置賜未来塾・農村文化ゼミナール（35回） 米沢・置賜再発見！“フクデ（福田餅）”から広がる世界 “福田”思想と世界平和

☆酒造資料館

東光の酒蔵

8月6日(土)

（米沢市大町） TEL 0238-21-6601

みちのくの造り酒屋で大きな古い酒蔵を復元し、酒造りの歴史を紹介

☆原始布（げんしふ）・古代織参考館

（米沢市門東町） TEL 0238-22-8141

古代布の復元に参考とした衣・布・織機・編具等を展示

☆よねざわ昆虫館

（米沢市大字簗沢） TEL 0238-32-2005

オサムシ研究家山谷文仁氏のコレクションを展示。常設展では外国産大型昆虫標本を展示
もくもくクラフト
チョウチョのひこーき飛ばし Vol.３

☆（一財）掬粋巧藝館

8月7日(日)
8月14日(日)

（東置賜郡川西町中小松） TEL 0238-42-3101

東洋陶磁の美術館。中国や朝鮮の陶磁器を展示。
※コロナ禍のため休館中

☆川西町埋蔵文化資料展示館

（東置賜郡川西町大字吉田） TEL 0238-44-2843

川西町町内の天神森古墳や下小松古墳群、道伝遺跡等から出土した貴重な資料を写真やバナーで解説し、ふるさとの歴史を伝える

☆（公財）まほろば・童話の里

浜田広介記念館

（東置賜郡高畠町大字一本柳） TEL 0238-52-3838

日本のアンデルセンと称された童話作家浜田広介の遺作・遺品を紹介展示
企画展「広介と家族」

☆山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館

（東置賜郡高畠町大字安久津） TEL 0238-52-2585

周辺で発見された縄文時代の遺跡から発掘された土器・土偶を多数展示
特別テーマ展「高瀬山の考古学Ⅰ－旧石器時代・縄文時代－」
第30回企画展「最上地域の縄文時代」
第24期考古学セミナー「最上地域の縄文時代」

☆高畠町郷土資料館

9月14日(水) ～ 11月27日(日)

9月25日(日) ・

6月11日(土) ～ 9月4日(日)
9月10日(土) ～ 12月4日(日)
10月2日(日) ・ 10月9日(日)

（東置賜郡高畠町大字安久津） TEL 0238-52-4523

高床式倉庫風の建物。石器、土器、土偶や、中世以降の板碑、古文書、高畠線電車資料を展示
令和４年度企画展「収蔵品展」
小学生夏休み自由研究教室（指導助言）
館内展示資料説明会（全３回）
史跡巡り：町内に残る史跡を巡る（全2回）

☆南陽市立結城豊太郎記念館

8月2日(火) ～ 11月30日(水)
夏休み期間中（月曜休館）
9月 ～ 10月
9月 ～ 10月

（南陽市赤湯） TEL 0238-43-6802

結城豊太郎の生涯業績を紹介。書幅や中国の拓本を多数常時展示
第１回企画展「南陽の芸術～芸術は心の糧、若手芸術家の飛躍に迫る～」

☆南陽市夕鶴の里資料館・語り部の館

7月20日(水) ～ 8月21日(日)

（南陽市漆山） TEL 0238-47-5800

地方に語り伝えられてきた”鶴の恩返し”などたくさんの民話を後世に残すため開館。民話の口演を行う語り部の館がある
企画展「近代山形旅行案内展」
5月11日(水) ～ 9月3日(土)

☆(一財)文教の杜ながい

（長井市十日町） TEL 0238-88-4151

彫刻家長沼孝三の生家と反物を扱う商家丸大扇屋の建物で構成。長沼孝三の作品を展示
愛の女神 ～戦争と平和の造形～
高橋都哉展
高橋都哉展関連トークイベント 高橋都哉の生きた時代
歴史と文化に触れる月間２０２２
重要文化的景観をよーくみて、描こう！
切って！貼って！小桜館をつくろう！
江戸時代の古文書から見る当時の暮らし
オリジナルの筆をつくって書いてみよう

☆長井市古代の丘資料館

（長井市草岡） TEL 0238-88-9978

長者屋敷遺跡（縄文中期）の発掘調査が契機となり開館。竪穴住居や縄文時代の資料を展示
山形県埋蔵文化財センター市町村巡回展 発掘された長井市の遺跡
山形県埋蔵文化財センター市町村巡回展 発掘された長井市の遺跡 ギャラリートーク
勾玉づくり体験学習 小学４年生以上（大人も可）
土器づくり体験学習 小学４年生以上（大人も可）
秋の企画展「刀剣展」
秋の企画展「刀剣展」ギャラリートーク及び歴史講座

☆白鷹町文化交流センター

あゆーむ

あゆみしる

7月27日(水) ～ 8月21日(日)
8月7日(日)
8月7日(日)
9月11日(日)
9月16日(金) ～ 10月23日(日)
9月17日(土)

（西置賜郡白鷹町大字鮎貝） TEL 0238-85－9071

地域文化、芸術文化を通じた町内外の人々との交流の場
ワンコイン・コンサート第１日目
ワンコイン・コンサート第２日目
高井泰令「蒔絵の世界」展
梅津五郎絵画展（梅津五郎芸術賞第４回全国絵画公募展・応募要項発表）
河村尚子ピアノ・リサイタル シューベルト企画－第2回－

☆白鷹町歴史民俗資料館

6月7日(火) ～ 9月11日(日)
7月6日(水) ～ 8月7日(日)
8月6日(土)
7月6日(水) ～ 8月21日(日)
8月7日(日)
8月11日(木)
8月20日(土)
8月21日(日)

8月7日(日)
8月11日(木)
7月14日(木) ～ 8月21日(日)
8月30日(火) ～ 9月30日(金)
9月11日(日)

（西置賜郡白鷹町大字十王） TEL 0238-88－7160

農具や蚕の飼育道具、衣服や日用品などを主に収蔵・展示。令和４年４月グランドオープン
民具の音をきこう

7月8日(金) ～ 10月2日(日)

【村山・最上地区】
☆（公財）蟹仙洞（かいせんどう）

（上山市矢来） TEL 023-672-0155

美術愛好家 長谷川謙三のコレクションと写真を展示。

☆（公財）上山城郷土資料館

（上山市元城内） TEL 023-673-3660

最上氏の最先端の要塞を２００年ぶりに再建された郷土歴史資料館
上山城ナイトミュージアム～夜の上山城にひそむオバケたちと過ごすステキな一夜～
上山藩立藩400周年・上山城築城40周年記念講演会 京都 清水寺 森 清範 貫主 記念講演 演題「こころの姿」

“時を重ねて” 方之（米寿）の写真展

8月9日(火)
8月11日(木)
8月21日(日) ～ 8月28日(日)

☆（公財）斎藤茂吉記念館

（上山市北町） TEL 023-672-7227

歌人斎藤茂吉の記念館。茂吉の自筆の書画・遺品等を展示
特別展「収蔵資料展―斎藤茂吉、新たな魅力の発見―」
特別展 生誕140年「若き日の斎藤茂吉－上山から東京へ－」

☆山形県立博物館

4月29日(金) ～ 8月30日(火)
9月16日(金) ～ 3月31日(金)
（山形市霞城町 霞城公園内） TEL 023-645-1111

山形を知るスタートライン。地学・植物・動物・考古・歴史・民俗・教育部門を持つ総合博物館。分館として教育資料館（重文旧山形師範学校）

特別展 発掘30周年・マムロガワクジラ、新生代の海を泳ぐ～やまがた北部の古生物～
特別展 記念講演会③「マムロガワクジラと山形の古生物」
特別展 展示解説会③
特別展関連行事 真室川町小中学校・マムロガワクジラ自由画展
国宝「縄文の女神」展示解説会③
博物館講座③
高校生学芸員一日体験講座（人文系）
高校生学芸員一日体験講座（自然系）
休館（燻蒸のため） ※分館は通常通り開館

☆山形県郷土館

文翔館

6月4日(土) ～ 8月28日(日)
8月20日(土)
8月6日(土)
8月3日(水) ～ 8月28日(日)
8月14日(日)
9月17日(土)
8月4日(木)
8月5日(金)
9月3日(土) ～ 9月13日(火)

（山形市旅篭町） TEL 023-635-5500

国指定重要文化財「山形県旧県庁舎・議事堂」。大正ロマン香る山形の迎賓館

☆山形市郷土館

（山形市霞城町 霞城公園内） TEL 023-644-0253

旧済生館本館を移設。国指定重要文化財。医療・医学資料や山形城や郷土資料を展示

☆山形市野草園

（山形市大字神尾） TEL 023-634-4120

四季折々の草木が群生しており、貴重な植物などの自然観察ができる。
絶滅危惧植物パネル展
東北南３県 ボタニカルアート作品展
薬草講座
樹皮編み教室
ボタニカルアート体験講座
アサギマダラ祭（イベントは３日間程度）
花苗プレゼント(山の日）
工作コーナー

☆（公財）山形美術館

7月16日(土)
9月4日(日)
8月27日(土)
9月10日(土)
9月21日(水)
9月17日(土)
8月10日(水)
7月31日(日)

～ 8月10日(水)

～
～
～
～
～

8月28日(日)
9月19日(月)
10月10日(月)
3月21日(火)
3月21日(火)

（山形市大手町） TEL 023-625-7101

最上義光と最上家歴代、山形城、山形の歴史を紹介
特設展示第二部「鐵[kurogane]の美2022～ 郷土刀 ― 新々刀の名工と現代の匠 ～ 」

☆山形大学附属博物館

～ 9月25日(日)

（山形市大手町） TEL 023-622-3090

江戸期から近代までの日本美術、郷土の美術、フランスの印象派を中心とした近代絵画を常設展示
企画展 ますむらひろし展
7月15日(金)
企画展 第77回山形県総合美術展(同時開催 第64回こども県展)
9月3日(土)
企画展 第47回 山形県総合書道展
9月24日(土)
収蔵品展 紅花商人伝世の名品 長谷川コレクションの魅力
4月2日(土)
収蔵品展 フランス近代絵画を旅する 吉野石膏コレクション・服部コレクション
4月2日(土)

☆最上義光歴史館

～ 8月11日(木)
～ 9月25日(日)

7月6日(水) ～ 10月10日(月)

（山形市小白川町） TEL 023-628-4930

自然分野から人文分野と幅広く展示。古文書を多く所蔵

☆山寺立石寺宝物殿

（山形市大字山寺） TEL 023-695-2002

山寺の歴史を伝える多くの仏像・仏具を展示。山寺の歴史を知る資料がそろっている。

☆山寺芭蕉記念館

（山形市大字山寺字南院） TEL 023-695-2221

松尾芭蕉の直筆の書や蕉門資料を展示
企画展「今昔妖怪・もののけ展－異界探訪 鬼退治伝説から呪術師まで－」
企画展関連イベント ナイトミュージアム－妖怪との遭遇－
企画展関連イベント きもだめし ※詳細な日程はホームページをご確認ください。
第29回山寺芭蕉記念館文化セミナー

☆天童市立旧東村山郡役所資料館

7月23日(土) ～ 8月30日(火)
8月11日(木)
企画展会期中で和室利用のない日※
８月

（天童市五日町） TEL 023-653-0631

明治時代の洋風建築で東村山郡役所として使用していた。天童の幕末からの資料を展示
企画展「天童と廻国巡礼－快順と喜平治の世界－」
企画展「よみがえる古の神社－愛宕神社至宝展－」
ミニ企画展「写真で振り返る天童史（明治・大正時代）」

7月2日(土) ～ 9月4日(日)
9月23日(金) ～ 12月17日(土)
8月10日(水) ～ 11月13日(日)

☆（公財）出羽桜美術館

（天童市一日町） TEL 023-654-5050

明治時代後期の伝統的な日本建築。古韓国、新羅、高麗、李朝期の陶磁・工芸品を展示
心と美の継承－2000年からの新収蔵品展
生誕100年記念 斎藤真一展 －失われし心を描く－

☆天童市美術館

（天童市老野森） TEL 023-654-6300

天童市出身の日本画家・今野忠一や洋画家熊谷守一の作品を中心に展示
生誕100年記念 斎藤真一展
五味太郎展 絵本の時間
体験美術館

☆天童市将棋資料館

5月20日(金) ～ 9月25日(日)
9月30日(金) ～ 12月4日(日)

8月18日(木) ～ 9月25日(日)
9月29日(木) ～ 11月23日(水)
7月28日(木) ～ 8月14日(日)

（天童市本町） TEL 023-653-1690

将棋の発祥と日本への伝来、世界の将棋・駒の製作過程等将棋と将棋駒に関することを展示

☆広重美術館

（天童市鎌田本町） TEL 023-654-6555

浮世絵師 歌川広重の初代浮世絵版画を中心に展示
臨時休館

☆天童市西沼田遺跡公園

当面の間
（天童市大字矢野目） TEL 023-654-7360

古墳時代の集落を復元した遺跡公園。考古学的にも貴重な資料を多数展示
季節体験「くみひも」
海より山より西沼田
朝の公園でヨーガ体験
加茂水族館クラゲ展示
秘伝豆の収穫体験
芋掘り体験

☆山辺町ふるさと資料館

～ 9月30日(金)
～ 8月14日(日)
～ 9月19日(月)
～ 2週間程度

（山辺町大字山辺） TEL 023-664-5033

染物、織物の町としての歴史があり、優れた技術や作品を紹介
写真と地図で見るやまのべ今昔物語

☆中山町立歴史民俗資料館

7月30日(土)
7月30日(土)
8月21日(日)
9月15日(木)
9月15日(木)
9月19日(月)

7月9日(土) ～ 9月17日(土)
（中山町長崎） TEL 023-662-2175

最上川舟運による歴史的文化遺産、国指定重要有形民俗文化財「岩谷十八夜観音庶民信仰資料」等を展示

☆寒河江市郷土館

（寒河江市寒河江） TEL 0237-86-5111

旧西村山郡役所と郡会議事堂を復元。郡制時代の政治・経済・文化や西村山郡出土の考古資料を展示
郷土館特別展
9月16日(金) ～ 10月10日(月)

☆古澤酒造資料館

（寒河江市丸内） TEL 0237-86-0567

酒造りで使用していた建物を使用 （試飲販売コーナーあり）
古澤家に伝わるはくせい展

☆大江町立歴史民俗資料館

7月19日(火) ～ 9月4日(日)
（西村山郡大江町大字本郷） TEL 0237-62－3666

大江町十郎畑の名主斎藤家住宅を移築。町の文化財

☆西川町大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館

（西村山郡西川町大字大井沢） TEL 0237-76-2112

朝日山地を中心とした動植物多数を展示。伝承館では月山メノウ細工、月山和紙漉き等が体験できる
夏の特別展『大井沢の自然学習 昆虫班 －蝶と蛾－』展
7月3日(日) ～ 9月25日(日)
自然体験学習プログラム『月山登山（ネイチャーセンター～牛首）』
8月6日(土)
昆虫観察会（昆虫のライトトラップ採集）
9月10日(土)
自然体験学習プログラム『遮那山散策と湯殿山神社「火渡り神事」見学』
9月11日(日)
自然体験学習プログラム『きのこの観察ときのこ料理研修』
9月24日(土)

☆山形県立自然博物園

（西村山郡西川町大字志津字姥ヶ岳） TEL 0237-75-2010

ブナの森の野外案内を毎日2回（午前と午後）実施。来園者がさまざまな形で自然体験ができる
ヘビも身近な生き物
植物分類の基礎講座

☆河北町紅花資料館
米と紅花で栄えた歴史が集積された資料館
時代衣装展 ～江戸期の紅染め衣装と祝着～
堀米家と紅花 ～堀米家由来の品々～

9月1日(木) ～ 9月30日(金)
9月10日(土)

（西村山郡河北町谷地戊） TEL 0237-73-3500
6月10日(金) ～ 8月11日(木)
8月12日(金) ～ 10月12日(水)

☆最上徳内記念館

（村山市中央） TEL 0237-55-3003

村山市出身の北方探検家最上徳内の業績を示す資料を展示
企画展「居合の祖林崎甚助重信公生誕480年記念 室町・江戸時代の刀剣展」

☆最上川美術館・真下慶治記念館

（村山市大字大淀） TEL 0237-52-3195

最上川と共に生きてきた画家真下慶治の作品を展示
真下慶治 美の世界 最上川２ －水の旋律－
断片再見 門脇徹写真展 1997～2022
第４回最上川芸術祭2022 木原正徳展 「野のかたち人のかたち －光を纏（まと）う－」
第４回最上川芸術祭2022 木原正徳展 ギャラリートーク
真下慶治 特別企画「グレーの静寂」

☆大石田町立歴史民俗資料館

～ 9月6日(火)
～ 9月6日(火)
～ 10月11日(火)
～ 10月11日(火)

6月25日(土) ～ 8月28日(日)
9月3日(土) ～ 11月6日(日)
（尾花沢市中町） TEL 0237-22-0104

芭蕉と清風（鈴木八右衛門）の尾花沢での出会いを偲ぶと伴に、地域の歴史を学べます
子どもたくほん体験教室

☆東根市公益文化施設まなびあテラス

6月17日(金)
7月29日(金)
9月9日(金)
9月10日(土)
9月9日(金)

（大石田町大字大石田） TEL ０２３７-35-3440

最上川舟運の中継地として栄えた大石田を物語る舟運関係資料を展示
日本遺産「山寺と紅花」関連企画展 松尾芭蕉とその周辺
特別展 鉄道が招いた近代の巨匠 ～洋画家 金山平三を中心に～

☆芭蕉、清風歴史資料館

9月8日(木) ～ 10月11日(火)

8月6日(土) ～ 8月7日(日)

（東根市中央南） TEL 0237-53-0223

「人々が集い、学び、交流する自由な空間」をコンセプトに複数の機能が融合された芸術文化の交流拠点
丸木位里・丸木俊・丸木スマ展
7月31日(日) ～ 10月10日(月)
展覧会関連イベント 朗読会
8月6日(土)
展覧会関連イベント 講演会「いのちをめぐる画家たちのまなざし ―丸木位里、丸木俊、丸木スマの世界」
9月4日(日)
展覧会関連イベント ワークショップ「身近なものを描いてみよう！」（親子の部）
8月11日(木)
展覧会関連イベント ワークショップ「身近なものを描いてみよう！」（一般の部）
9月23日(金)

☆新庄ふるさと歴史センター

（新庄市堀端町） TEL 0233-22-2188

「新庄まつり」の山車や、藩政時代の資料、民具等を展示
歴史民俗資料館企画展 太古への誘い
新庄市名誉市民：奥山峰石記念室企画展 鍛金の器展（仮）
新庄市名誉市民：近岡善次郎記念室企画展 ZENJIRO、憧れの欧米を描く
新庄藩校明倫堂講座 第３回 明治維新後の新庄
敬老の日 無料開館

☆雪の里情報館

7月25日(月) ～ 10月10日(月)
7月11日(月) ～ 12月19日(月)
8月1日(月) ～ 11月20日(日)
9月9日(金)
9月19日(月)

（新庄市石川町） TEL 0233-22-7891

雪害救済運動発祥の地としての歴史的遺産や雪に関する豊かな情報が手にでき雪国文化の拠点
【ギャラリー展】雪の探究Ⅱ
8月10日(水) ～ 9月25日(日)
【雪セミナー】夏のゆきんこクラブ（雪と氷に関する理科読など）
8月5日(金)
【講座】雪調特別研究員のゼミナール（5月～12月の毎月第二金曜日）
5月13日(金) ～ 12月9日(金)

☆舟形町歴史民俗資料館

（舟形町舟形） TEL 0233-32-3495

資料館は江戸時代末期の古民家を移築復元し、昔の地方の農家が見られる
国宝「縄文の女神」展（レプリカ土偶）
国宝土偶展（３Dプリンターにて制作した国宝土偶４体等の展示）
西ノ前遺跡展（土器・石器などの出土遺物展示）
縄文の女神まつり（会期中、上記展示品・パネルを舟形町中央公民館にて出張展示）

☆真室川町歴史民俗資料館

4月23日(土)
4月23日(土)
4月23日(土)
8月6日(土)

～
～
～
～

11月13日(日)
11月13日(日)
11月13日(日)
8月7日(日)

（真室川町大字新町） TEL 0233-62－3511

真室川町の歴史をたどれる展示品が多数。また郷土が生んだ版画家中川木鈴の作品も展示
真室川森林鉄道の歴史とあゆみ展

7月30日(土) ～ 9月4日(日)

【庄内地区】
☆出羽ノ雪

酒造資料館

（鶴岡市大山） TEL 0235-33－3262

昔の酒作り風景や各種酒器、見術品、酒造り道具を展示。きき酒コーナーあり

☆（公財）致道博物館

（鶴岡市家中新町） TEL 0235-22-1199

庄内藩藩主酒井家より寄贈され設立。藩主のご隠居所や名勝庭園や旧西田川郡役所等を移築し庄内地方の歴史等を紹介
酒井家庄内入部400年記念特別展【第３部】民衆のチカラ―三方領知替え阻止運動―
7月22日(金) ～ 9月7日(水)
酒井家庄内入部400年記念特別展【第４部】藩祖・酒井忠勝
9月10日(土) ～ 10月31日(月)
土曜講座「表具師と文化財修復－世界に広がる日本の技－」（講師：杉山恵助〈東北芸術工科大学准教授〉）
8月6日(土)

☆鶴岡アートフォーラム

（鶴岡市馬場町） TEL 0235-29-0260

平成１７年に開館。市民ギャラリーや美術講座、創作体験型ワークショップ、キッズアトリエ等を開催
特別展覧会「Enlightenmentアートの光―現代アーティストによる四つの光の空間 」
7月16日(土) ～ 8月21日(日)
常設展示 鶴岡市収蔵作品展 第２期 「光を描くには」
7月2日(土) ～ 9月25日(日)

☆東田川文化記念館

（鶴岡市藤島） TEL 0235-64－2537

旧東田川郡役所と同郡会議事堂、旧東田川郡電気事業組合倉庫を使用。明治の時計、カメラや地域の歴史を知る資料を展示
釣りキチ三平展
9月3日(土) ～ 9月11日(日)
アートウイークス展
9月14日(水) ～ 10月2日(日)
地域連携講座「鶴岡市SDGｓ未来都市計画Ⅰ：エネルギー自給率の向上」
9月10日(土)

☆出羽三山歴史博物館

（鶴岡市羽黒町手向） TEL 0235-62-2355

羽黒山頂の神社境内にあり、出羽三山の歴史と文化を伝える資料を展示。仏像や修験道に関する資料も多数あり
特別展 蜂子皇子御尊像 湯殿山御沢仏参拝
4月29日(金) ～ 11月23日(水)
企画展 酒井家庄内入部400年記念事業 羽黒山と荘内藩展
4月29日(金) ～ 11月23日(水)

☆いでは文化記念館

（鶴岡市羽黒町手向字院主南） TEL 0235-62-4727

出羽三山信仰の宗教儀礼の「死と再生」をテーマに構成。山伏修行の様子を再現した映像シアターあり
酒井家庄内入部400年記念・庄内藩と羽黒山
6月25日(土) ～ 11月21日(月)
古文書解読・歴史講座『出羽三山を読む』（全10回/毎月第２・４木曜日開催）
６月 ～ 10月

☆黒川能の里

王祗会館

（鶴岡市黒川） TEL 0235-57-5310

重要無形民俗文化財「黒川能」を広く紹介する
通常展示（２）
特別展「虫干し展示」

☆（公財）清河八郎記念館

7月4日(月) ～ 10月2日(日)
8月4日(木) ～ 8月7日(日)
（東田川郡庄内町清川字上川原） TEL 0234-57-2104

明治維新の魁清河八郎の記念館として建立。八郎の遺品や明治維新の資料を展示
特別展 清川村齋藤治兵衛家と荘内藩
講演会「清河八郎と山岡鉄舟・高橋泥舟」 東洋大学教授 岩下哲典氏

☆庄内町亀ノ尾の里資料館

7月16日(土) ～ 11月30日(水)
9月10日(土)

（東田川郡庄内町南野字十八軒） TEL 0234-44-2162

優良品種米のルーツ「亀ノ尾」を創選した阿部亀冶や米の品種改良に情熱を注いだ創選家達の資料等を展示
7月30日(土) ～ 11月27日(日)
第99回企画展 奥山重右衞門コレクション展

☆庄内町 内藤秀因水彩画記念館

（東田川郡庄内町余目字三人谷地） 0234-43-3039

元日本水彩画会理事長である故内藤秀因画伯の作品を展示
施設整備のため休館

☆酒田市立資料館

令和３年11月22日（月）～令和５年10月（予定）

（酒田市一番町） TEL 0234-24-6544

酒田の古代から日本海海運の拠点として栄えた近代までの歴史や酒田大火の記録を展示
絵と写真に残る 庄内の農耕風景
酒田の看板と広告（収蔵品展）

☆酒田市美術館

（酒田市飯森山） TEL 0234-31-0095

近・現代美術（日本画・洋画・彫刻）を中心に絵本の原画展や人形展を開催
特別展 平山郁夫展 版画と水彩画～平山郁夫のシルクロード・奥の細道～
特別展 酒田市美術館・土門拳記念館共同企画 ２つのまなざし 江成常夫と土門拳－ヒロシマ・ナガサキ－

☆（公財）本間美術館

6月25日(土) ～ 9月5日(月)
9月10日(土) ～ 11月14日(月)

7月16日(土) ～ 8月28日(日)
9月3日(土) ～ 10月16日(日)

（酒田市御成町） TEL 0234-24-4311

地方文化の振興のため昭和２２年に私立美術館として開館。庭園「鶴舞園」は平成２４年１月に国の名勝に指定された
開館75周年記念 企画展 江戸時代の絵画－百花繚乱の画家たちの競演－
7月22日(金) ～ 9月6日(火)
開館75周年記念 企画展 瑛九－永遠の旅人－
9月9日(金) ～ 10月11日(火)
開館75周年記念 収蔵品展 松尾芭蕉と江戸の俳諧資料
7月7日(木) ～ 8月24日(水)
開館75周年記念 収蔵品展 日本と中国の陶磁器
8月25日(木) ～ 12月12日(月)
学芸員のギャラリートーク「江戸時代の絵画」
8月7日(日)
館長のギャラリートーク「瑛九のリトグラフ」
9月25日(日)

☆土門拳記念館

（酒田市飯森山 飯森山公園内） TEL 0234-31-0028

日本最初の写真専門美術館で、酒田市出身の土門拳の作品を多数展示
酒田市美術館・土門拳記念館共同企画 ２つのまなざし 江成常夫と土門拳 ～ヒロシマ・ナガサキ～9月3日(土)
酒田市美術館・土門拳記念館共同企画展記念フォーラム
9月3日(土)
第28回酒田市土門拳文化賞授賞式
9月4日(日)
第28回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
9月3日(土)
企画展 古寺巡礼 Summer Collection
7月7日(木)
企画展 The Hands －土門拳が握った手
7月7日(木)
企画展 遊ぶこども・働くこども
7月7日(木)

～ 10月16日(日)
～
～
～
～

10月16日(日)
8月29日(月)
8月29日(月)
8月29日(月)

☆庄内米歴史資料館（山居倉庫）

（酒田市山居町） TEL 0234-23－7470

稲作の歴史、稲のルーツ、品種改良、生産・保管・流通の過程などを分かりやすく紹介

☆酒田市松山文化伝承館

（酒田市字新屋敷） TEL 0234-62-2632

松山藩の大手門がシンボル。藩主の書画、戊辰戦争資料等や真下慶治の最上川風景の油絵を展示
【新館企画展示室】写真 Color-Free展
6月24日(金)
【新館企画展示室】仮面展
8月26日(金)
【本館展示室】松山の歴史と文化
4月1日(金)
【小展示室】郷土の人物コーナー
4月1日(金)
【真下慶治記念室】真下慶治 洋画展（最上川）
4月1日(金)

☆酒田あいおい工藤美術館

（酒田市相生町） TEL 090-2846-6846

昔ながらの町家を活用した私設美術館。庄内土人形、刺し子や古い紅花染めの衣装等を展示

☆舞娘茶屋相馬樓

竹久夢二美術館

（酒田市日吉町） TEL 0234-21-2310

相馬樓は２０００年３月に開樓。美術館は２００８年に併設。雛人形や竹久夢二などの美術品を展示
土日祝日のみ見学可能（予約不要）。詳細はホームページをご確認ください。

ご意見等は事務局にお問い合わせ下さい

～
～
～
～
～

8月21日(日)
11月13日(日)
3月31日(金)
3月31日(金)
3月31日(金)

