
3月5日(日)

冬期休館

（東置賜郡高畠町大字安久津）　TEL 0238-52-2585

古代布の復元に参考とした衣・布・織機・編具等を展示

（米沢市大字簗沢）　TEL 0238-32-2005

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

1月20日(金) ～ 3月19日(日)

4月3日(月)～

☆酒造資料館　東光の酒蔵

（米沢市六郷）　TEL 0238-37-5362

（米沢市東１丁目）　TEL 0238-23-8530

☆（公財）農村文化研究所　置賜民俗資料館

郷土の生活様式、風俗習慣を伝える有形民俗資料を展示

3月21日(火)

3月26日(日)

上杉博物館アートコレクション「女性像の世界／同時開催　いま見せたい！キュレーターズ・チョイス　curator's choice 」ギャラリートーク 2月18日(土)
上杉博物館アートコレクション「女性像の世界／同時開催　いま見せたい！キュレーターズ・チョイス　curator's choice 」 2月11日(土)

上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑫　北条氏との抗争」
2月5日(日)

上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑫　北条氏との抗争」コレクショントーク

～ 2月26日(日)

ミュージアムイベント情報
令和５年２月～令和５年３月 山形県博物館連絡協議会

【置賜地区】

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

※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。

事務局（山形県立博物館）　ＴＥＬ ０２３－６４５－１１１１　

12月1日(木)
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

（東置賜郡川西町中小松）　TEL 0238-42-3101☆（一財）掬粋巧藝館

改修工事のため休館

東洋陶磁の美術館。中国や朝鮮の陶磁器を展示。

テーマ展「古墳時代から中世の考古資料」
山形県指定文化財「俵田遺跡祭祀遺構出土品」特別公開

☆川西町埋蔵文化資料展示館

☆（公財）まほろば・童話の里　浜田広介記念館　

3月31日(金)～12月10日(土)

　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。

☆伝国の杜　米沢市上杉博物館

～

プレイショップ　型絵染で知る日本の文様

☆原始布（げんしふ）・古代織参考館

1月27日(金)

（米沢市丸の内）　TEL 0238-26-8001

江戸時代享保雛

～
上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑪　享徳の乱」コレクショントーク

3月10日(金)

☆上杉神社宝物殿・稽照殿

～

（米沢市丸の内）　TEL 0238-22-3189

（東置賜郡川西町大字吉田）　TEL 0238-44-2843

2月28日(火)

2月3日(金)

プレイショップ　紙でつくろう！かわいいおひなさま

（米沢市門東町）　TEL 0238-22-8141

3月22日(水)

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　アートコレクションを楽しむ」
2月23日(木)

～

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

～
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

米沢藩関係の重要文化財を数多く展示

☆（公財）宮坂考古館 （米沢市東１丁目）　TEL 0238-23-8530

11月26日(土)

☆よねざわ昆虫館

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

☆山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館

おはなし会 3月26日(日)

（米沢市大町）　TEL 0238-21-6601

2月25日(土)

3月17日(金)

～

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

※コロナ禍のため休館中

（東置賜郡高畠町大字一本柳）　TEL 0238-52-3838

上杉文華館（常設展示）「関東管領上杉氏⑪　享徳の乱」 1月31日(火)



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

没後70周年第56回茂吉忌合同歌会 2月26日(日)

上山城体験教室「段ボール兜・甲冑づくり」 2月19日(日)

（うち金・土・日曜日）

5月7日(日)

2月1日(水)

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

☆南陽市夕鶴の里資料館・語り部の館

第３回企画展「ふるさとのひなまつり」 5月7日(日)

2月12日(日)

古文書解読講座（全５回）

（南陽市漆山）　TEL 0238-47-5800

【村山・最上地区】

企画展「上山城のひなまつり」展示解説 3月4日(土)

～

郷土館ナイトミュージアム 2月10日(金)

（山形市霞城町　霞城公園内）　TEL 023-644-0253

～

9月16日(金)

国宝土偶「縄文の女神」展示解説会

（山形市旅篭町）　TEL 023-635-5500

第５回やまはくセレクション展

2月19日(日)～

☆山形県立博物館 （山形市霞城町　霞城公園内）　TEL 023-645-1111

3月5日(日) ～

（上山市元城内）　TEL 023-673-3660

（上山市北町）　TEL 023-672-7227

特別展　生誕140年「若き日の斎藤茂吉－上山から東京へ－」

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）

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

文翔館企画展「やまがたの宝パネル展～建造物編～」 3月19日(日)

☆山形市郷土館

☆山形県郷土館　文翔館

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
～～

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

☆山形県郷土館　文翔館

歌人斎藤茂吉の記念館。茂吉の自筆の書画・遺品等を展示

☆（公財）斎藤茂吉記念館

4月2日(日)

5月14日(日)

（南陽市赤湯）　TEL 0238-43-6802

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
1月22日(日) 2月26日(日)

☆高畠町郷土資料館

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

（西置賜郡白鷹町大字十王）　TEL 0238-88－7160

（西置賜郡白鷹町大字鮎貝）　TEL 0238-85－9071

1月21日(土)

2月18日(土)
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

2月11日(土)

3月19日(日)

2月1日(水)2月1日(水)

12月29日(木)

美術愛好家　長谷川謙三のコレクションと写真を展示。

3月12日(日)

2月25日(土)

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

（東置賜郡高畠町大字安久津）　TEL 0238-52-4523

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

12月9日(金) ～

3月1日(水)

第３回 白鷹町現役アーティスト展

3月31日(金)

～

～

☆南陽市立結城豊太郎記念館

☆(一財)文教の杜ながい

地域文化、芸術文化を通じた町内外の人々との交流の場
～

冬季休館

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

～

～

丸大扇屋・長沼孝三彫塑館／冬季休館　　※小桜館は通常どおり開館

☆白鷹町文化交流センター　あゆーむ　

12月16日(金)

企画展「夕鶴のひな飾り展」

4月15日(土)

2月12日(日)

（上山市矢来）　TEL 023-672-0155☆（公財）蟹仙洞（かいせんどう）

☆白鷹町歴史民俗資料館　あゆみしる

縄ないワークショップ

～

3月4日(土)
上山城古文書解読講座（上級編）全５回 1月11日(水) ～

（長井市草岡）　TEL 0238-88-9978☆長井市古代の丘資料館

上山城体験教室「ひな人形作り」

企画展　粒粒辛苦～時には幸福～展

～上山城新春の企画展「上山藩主藤井松平家当主たちの書道展」 1月1日(日)

3月31日(金)

☆（公財）上山城郷土資料館

企画展「上山城のひなまつり」 3月3日(金)

（長井市十日町）　TEL 0238-88-4151



☆天童市将棋資料館

☆天童市西沼田遺跡公園

秘伝豆の打ち豆作り

企画展「お雛さまの美　－山形に伝わる≪桃の節句≫の彩り－」ギャラリートーク（学芸員による展示解説）

土器作り 3月26日(日)

2月19日(日)

2月5日(日)

3月3日(金)

焚き火を囲む会

3月1日(水)

秘伝豆のきな粉作り ～

4月2日(日)～

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) ～

3月16日(木)

（山形市大字山寺）　TEL 023-695-2002☆山寺立石寺宝物殿

最上義光と最上家歴代、山形城、山形の歴史を紹介

☆最上義光歴史館

特設展示第四部「出土した陶磁器」

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

1月12日(木)

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。

☆山形大学附属博物館

4月2日(土)

（山形市大手町）　TEL 023-625-7101

冬季閉園 12月1日(木) 3月31日(金)

第４回四季観察会（樹木の冬芽）
スノーハイク体験ツアー

（天童市一日町）　TEL 023-654-5050

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。

（山形市大手町）　TEL 023-622-3090

3月21日(火)

～

～

第５回四季観察会（早春の植物） 3月16日(木)
2月17日(金)

2月26日(日)

3月31日(金)

（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

（天童市本町）　TEL 023-653-1690

3月28日(火)

秘伝豆の味噌作り
2月1日(水)

浮世絵師　歌川広重の初代浮世絵版画を中心に展示

・
～

～

季節体験「はまぐりびな」 3月31日(金)

PPバンドのカゴ作り

3月18日(土)

☆山形市野草園

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

☆天童市立旧東村山郡役所資料館

～

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

令和４年度新収蔵品展 2月9日(木)

11月26日(土) 2月6日(月)

☆天童市美術館

企画展「第28回天童の雛飾り展」
ミニ企画展「郷土に伝わる人形展Ⅱ　－お面を中心に－」 12月1日(木)

2月10日(金)

秘伝豆の納豆作り

企画展「お雛さまの美　－山形に伝わる≪桃の節句≫の彩り－」

（天童市大字矢野目）　TEL 023-654-7360

（天童市五日町）　TEL 023-653-0631

～正岡子規没後120年記念　企画展「子規からの近現代俳句」

2月9日(木)
体験美術館

2月12日(日)

2月3日(金)

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

☆（公財）出羽桜美術館

体験美術館

3月12日(日)

臨時休館

☆広重美術館

2月5日(日)12月28日(水)

☆山寺芭蕉記念館

吉野石膏コレクション　近代日本絵画名作展（第２期）

2月2日(木)

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

3月21日(火)

当面の間

2月19日(日)

自然分野から人文分野と幅広く展示。古文書を多く所蔵

（山形市大字神尾）　TEL 023-634-4120

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

～

2月11日(土)

～

（天童市鎌田本町）　TEL 023-654-6555

（天童市老野森）　TEL 023-654-6300

3月21日(火)

3月31日(金)

～

3月21日(火)

～

3月11日(土)

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

プレオープン　※午前・午後ガイドウォーキングあり 3月25日(土)

用の美－六古窯と根来展 12月9日(金)

☆（公財）山形美術館

～

4月10日(月)～

（山形市小白川町）　TEL 023-628-4930

～ 3月21日(火)

～ 3月5日(日)

～

・ 3月26日(日)

第57回山形県写真展 2月23日(木)



「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

～

2月23日(木) ～ 4月4日(火)

「新庄まつり」の山車や、藩政時代の資料、民具等を展示

自然体験学習プログラム『固雪　スノートレッキング』（２回）

☆大石田町立歴史民俗資料館

4月3日(月)

4月2日(日)

4月16日(日)

歴史民俗資料館企画展　第40回新庄のひなまつり展 2月18日(土)

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

5月上旬酒蔵のひなまつり ～

～

～

☆古澤酒造資料館

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

（村山市中央）　TEL 0237-55-3003

 

☆最上徳内記念館

時代雛展

☆大江町立歴史民俗資料館

（寒河江市丸内）　TEL 0237-86-0567 

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

（西村山郡西川町大字志津字姥ヶ岳）　TEL 0237-75-2010

～

企画展「東北の土人形　相良人形展」

～

4月4日(火)

～

2月10日(金)

☆最上川美術館・真下慶治記念館

（新庄市堀端町）　TEL 0233-22-2188

（西村山郡河北町谷地戊）　TEL 0237-73-3500

4月12日(水)
2月8日(水)

2月10日(金)
12月9日(金)

MINIATURE LIFE２　田中達也　見立ての世界 2月25日(土)

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

2月14日(火)

4月11日(火)

真下慶治　静物画展　－花々と果物を描く－

（尾花沢市中町）　TEL 0237-22-0104

大江町十郎畑の名主斎藤家住宅を移築。町の文化財

☆山形県立自然博物園

2月12日(日)

歴史民俗資料館ひなまつり

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

冬の特別展『大井沢の自然学習　動物の足跡』展　大井沢の雪原にて

米と紅花で栄えた歴史が集積された資料館

12月23日(金)

2月下旬

12月3日(土)

（西村山郡大江町大字本郷）　TEL 0237-62－3666

～
自然体験学習プログラム『スノートレッキング』 2月4日(土)

（中山町長崎）　TEL 023-662-2175

自然体験学習プログラム『スノートレッキング　森林公園内の最高積雪探検』

（寒河江市寒河江）　TEL 0237-86-5111 

（東根市中央南）　TEL 0237-53-0223

～

（山辺町大字山辺）　TEL 023-664-5033☆山辺町ふるさと資料館

3月26日(日)

（西村山郡西川町大字大井沢）　TEL 0237-76-2112☆西川町大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館

自然体験学習プログラム『しろもち（伝統菓子）作りとお柴灯見学』

企画展「雪をながむる尾花沢展」

3月1日(水)

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

☆中山町立歴史民俗資料館

3月下旬

2月7日(火)

新庄市名誉市民：近岡善次郎記念室企画展　ZENJIRO、明治西洋館を描く－そのⅠ

☆新庄ふるさと歴史センター

最上川と共に生きてきた画家真下慶治の作品を展示

日本遺産「山寺と紅花」関連企画展　大石田雛人形展

MINIATURE LIFE２　田中達也　見立ての世界　関連イベント　田中達也アーティストトーク

12月23日(金) ～ 6月27日(火)

～

2月28日(火)

3月上旬 ～

12月1日(木) 3月19日(日)

2月17日(金)
4月11日(火)

（大石田町大字大石田）　TEL ０２３７-35-3440

1月12日(木) ～

新庄市名誉市民：奥山峰石記念室企画展　銀の四季展

企画展「尾花沢のおひなさま」

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）

美術館のお雛様展

☆東根市公益文化施設まなびあテラス

3月上旬

2月11日(土)

紅染め　現代のかたち展　～現代の紅染め作品と作家たち～

☆河北町紅花資料館

真下慶治　美の世界　最上川Ⅳ　～冬の臨場～

（村山市大字大淀）　TEL 0237-52-3195

3月下旬

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
ひな人形展

1月13日(金) ～
～

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

☆芭蕉、清風歴史資料館

2月25日(土)

☆寒河江市郷土館



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

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

第101回企画展　亀治のひな人形展 2月25日(土) 4月9日(日)
2月12日(日)

～

子どもの土曜美展 3月4日(土) ～ 3月26日(日)

4月10日(月)

（鶴岡市黒川）　TEL 0235-57-5310　☆黒川能の里　王祗会館

企画展　新収蔵品展－刀剣・美術工芸品を中心に－

～ 3月26日(日)

1月26日(木)

～ 3月21日(火)3月11日(土)

☆出羽ノ雪　酒造資料館

☆鶴岡アートフォーラム

～ 4月2日(日)

3月5日(日)

☆真室川町歴史民俗資料館

☆舟形町歴史民俗資料館

（東田川郡庄内町余目字三人谷地）　0234-43-3039

令和３年11月22日（月）～令和５年10月（予定）施設整備のため休館

☆庄内町 内藤秀因水彩画記念館

3月15日(水)

真室川の雛人形展

～ 4月26日(水)

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

企画展　第29回鶴岡雛物語
～ 3月12日(日)

4月3日(月)

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

小中学生書初め展

2月25日(土)

☆雪の里情報館

重要無形民俗文化財「黒川能」を広く紹介する

11月26日(土)

☆いでは文化記念館

☆東田川文化記念館

1月21日(土)

3月1日(水)

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

（鶴岡市大山）　TEL 0235-33－3262

3月5日(日)

12月1日(木)

2月19日(日)

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

企画展　花鳥風月展

（鶴岡市家中新町）　TEL 0235-22-1199

冬期閉館

1月5日(木) ～

（鶴岡市羽黒町手向）　TEL 0235-62-2355

☆（公財）致道博物館

郷土ゆかりの企画展覧会関連企画　ゲスト・トーク　阿部進矢工人に聞くこけしづくりのよもやま話

～

ゆきんこ俳句展

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

（新庄市石川町）　TEL 0233-22-7891

2月4日(土) ～

～

3月31日(金)

描かれた出羽三山－女性アーティスト達による作品展－

教育普及展覧会・保育園合同卒園展「みんなあつまれ！つるおか　こども美術館2023」

雪の里まつり

市民交流プログラム・教育普及展覧会「つくり手たちの展覧会」

郷土ゆかりの企画展覧会「庄内の美術家たち18 つるおか伝統こけしの今昔」

（鶴岡市羽黒町手向字院主南）　TEL 0235-62-4727

（鶴岡市藤島）　TEL 0235-64－2537

2月11日(土)

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

☆出羽三山歴史博物館

常設展示　鶴岡市収蔵作品展　第４期　引き立てる対比 1月7日(土)

☆庄内町亀ノ尾の里資料館

～第100回企画展　清河八郎展 12月17日(土)
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

2月28日(火)

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

2月19日(日)

【庄内地区】

（鶴岡市馬場町）　TEL 0235-29-0260

☆（公財）清河八郎記念館

～

（東田川郡庄内町清川字上川原）　TEL 0234-57-2104

冬期休館

～

～令和５年４月中旬頃

（東田川郡庄内町南野字十八軒）　TEL 0234-44-2162

～

2月5日(日)

通常展示（４）

2月5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

（舟形町舟形）　TEL 0233-32-3495

11月8日(火)

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

2月25日(土)

郷土ゆかりの企画展覧会関連企画　ギャラリー・トーク 2月11日(土)
郷土ゆかりの企画展覧会関連企画　ゲスト・トーク　コレクターが語る温海こけしの魅力と収集の楽しみ 2月19日(日)



3月5日(日)

1月28日(土)

館長と巡る「古典人形の魅力」

2月1日(水)

～ 4月3日(月)
3月5日(日)

2月18日(土)

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

2月14日(火)

開館75周年記念　企画展　善意の贈り物 2月13日(月)

～

（酒田市御成町）　TEL 0234-24-4311

市民ギャラリー　酒田飽海地区子ども美術展

（酒田市一番町）　TEL 0234-24-6544

11月19日(土)

3月12日(日)

～ 2月12日(日)

（酒田市飯森山）　TEL 0234-31-0095

常設企画展「新田嘉一コレクション　陶芸逸品展」

開館75周年記念　企画展　子どもたちの成長を祝う　本間美術館のひな祭り
～

～

☆（公財）本間美術館

☆酒田市立資料館

2月18日(土) 4月3日(月)
酒田の芸妓　港町酒田の料亭文化を彩り、芸に生きた女性たち

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

学芸員のほぼ月イチギャラリートーク ・

4月2日(日)
1月20日(金)

企画展　筑豊のこどもたち －Smile－ 1月20日(金)

朗読会「『宝の日』土門拳さんの記念館で吉野弘さんの詩をよむ」 2月18日(土)

ご意見等は事務局にお問い合わせ下さい

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

（酒田市相生町）　TEL 090-2846-6846

3月11日(土)

11月18日(金)

郷土の人物コーナー

（酒田市字新屋敷）　TEL 0234-62-2632

光と遊ぶおひなさま　松山のお雛様と藤田フミ子ステンドグラス作品展 2月10日(金) ～

～

光と遊ぶおひなさま　松山のお雛様と藤田フミ子ステンドグラス作品展　関連イベント　雛呈茶

☆庄内米歴史資料館（山居倉庫）

（酒田市日吉町）　TEL 0234-21-2310

4月1日(金)

☆酒田あいおい工藤美術館

3月31日(金)
～

3月31日(金)

2月11日(土)

真下慶治　洋画展（最上川）

☆酒田市松山文化伝承館

松山の歴史と文化

～

～
4月1日(金)

野田苑恵　イラスト展

光と遊ぶおひなさま　松山のお雛様と藤田フミ子ステンドグラス作品展　関連イベント　ワークショップ 3月26日(日)
4月1日(金)

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

（酒田市山居町）　TEL 0234-23－7470　　

2月5日(日)
4月2日(日)

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

3月31日(金)

1月7日(土)

もっと楽しい！おひなさま

営業日についての詳細はホームページをご確認ください。
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

☆舞娘茶屋相馬樓　竹久夢二美術館

企画展　冬と、酒田と、土門拳 1月20日(金) ～ 4月2日(日)

☆土門拳記念館

4月2日(日)～

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

☆酒田市美術館

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

（酒田市飯森山　飯森山公園内）　TEL 0234-31-0028

～
企画展　古寺巡礼　Winter　Collection

～


