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緊急地震速報 地震だ！
まずは安全確保行動

火の元を確認。避
難できるように準
備を。

1～2分 
揺れがおさまったら

非常持出品を持
ち、ガス栓を閉め
てブレーカーを切
り、徒歩で避難を。

5～10分
避難の場合は

安否確認を行い
ながら、みんなで
消火・救出・救助！

10分～数時間
地域で助け合う

自宅が安全な場合は
非常持出品や家庭常
備品を活用します。
災害用伝言ダイヤル
「171」も確認。

～数日間
自宅で生活しよう

避難所では、がま
んと助け合いの心
で、集団生活の
ルールを守りま
しょう。

避難生活

周囲の安否確認。
出火していたら周
囲に知らせ、初期
消火。

3～5分
余震に注意

　地震や風水害といった自然災害の発生を防ぐことはできません。
　しかし、日頃から防災意識を高め、きちんと備えておくことで、災
害による被害を減らすことができます。
また、災害から身を守るために、米沢市防災マップで、指定避難所
の確認や情報収集の手段を確認しておきましょう。

● 寝室や子ども、高齢者、病人のいる部屋には
倒れそうな家具は置かないようにしましょう。

● 耐震金具を利用するなど、家具の転倒や
落下を防止する対策を取りましょう。

● 安全に避難できるよう、出入口や通路に
は物を置かないようにしましょう。

● 平常時から家の周りを確認しましょう。
（屋根、外壁、ブロック塀、プロパンガスボ
ンベ、灯油タンクなど）

● 家（建物）の耐震性について、調べてみましょう。
● 初期消火のため、消火器の準備や消火器の

使い方についても確認しておきましょう。
● 救急箱の中身を確認しておきましょう。

　非常用持ち出し品は、災害から避難するとき、最初に持ち出す
ものです。リュックサックなどの持ちやすい状態で準備しておき
ましょう。非常用備蓄品は、復旧するまでの数日間（最低でも３日
間）を支えるものです。用途に合わせて事前に準備しておきま
しょう。

非常食・水（缶詰やクラッカーなど、火を通さずに食べ
られるもの。飲料水はペットボトル入りが便利）

懐中電灯・携帯ラジオ・予備電池
救急医薬品（傷薬、絆創膏など）・常備薬・お薬手帳（写）
貴重品（通帳・印鑑・現金・保険証・免許証など）
その他（衣類・軍手・マスク・ティッシュなど）

非常食（アルファ化米・レトルトのごはんやおかず、缶
詰・インスタントラーメン・お菓子など、簡単な調理で
食べられるもの）・飲料水（一人１日３ℓ）　

カセットコンロ・予備ボンベ・割り箸・紙食器・ラップ・ウ
エットティッシュ・トイレットペーパー・洗面用具・ドライ
シャンプー・タオル・使い捨てカイロ・マスク・ランタン・
その他（各家庭〈女性・乳幼児〉に必要なもの）

　梅雨時期や台風シーズンなど、洪水が起こりやすい時期には、テレビ・ラジオ・新
聞の天気予報に注意し、天気の移り変わりに気を付けましょう。大雨や洪水などの
各注意報・警報はテレビ・ラジオでも流れるため、見落とさないようにしましょう。
　また、インターネットや携帯電話サイトを活用すれば、外出先でも情報は入
手できます。

　米沢市で発生が想定される洪水・土砂災害などの災害をマップに掲載した
防災マップを配布しています。皆さんに迅速な避難行動や被害軽減に役立つ
情報を掲載しています。地域(町内会・自主防災組織)や家庭での防災活動や
災害時などに役立ててください。
　また、避難しなければならないときは、下記のことに注意して避難してください。

　大雨や台風に備えて、家の周りに吹き飛ばさ
れそうなものはないか、雨戸や瓦、雨どいなどは
傷んでいないかを確認しておきましょう。また、
家の前の雨水ますや排水溝が詰まったりしてい
ないかなどの確認も必要です。

車での避難は交通渋滞を招
き、緊急活動の妨げとなりま
す。また、車内に浸水すると動けなくなるた
め、徒歩か公共交通機関で避難しましょう。

道路が冠水するとマンホールの
ふたが外れる場合があります。
傘や長い棒を杖にして、足元に
注意しながら避難してください。

高齢者や子どもなど、災害時に配慮が
必要な方の避難に協力しましょう。

テレビやラジオなどで最新の
情報を収集しましょう。市から
の呼びかけにも注意してくだ
さい。

ただし、水の中を歩ける深さの目
安は膝下50cmまで。避難が危
険な場合は無理せず建物の上層
部などで救援を待ちましょう。

長靴は水の中で足を取
られて危険です。避難す
る場合は、運動靴を履き
ましょう。

1 2

雨水ますの取水口が落
ち葉やごみで詰まってい
ると、道路冠水や浸水の
原因になります。

●「雨水ます」の清掃

洗濯や風呂の排水など
は、雨が止んでからにし
ましょう。

●大雨のときは水の
　使用を控えて 「雨水ます」や「L型側溝」

の上に車乗り入れブロッ
クなど物を置かないよ
う、ご協力ください。

●物を置かないで

3

4 5 6STOP

In case of emergency

● 国土交通省「川の防災情報」
　http://www.river.go.jp

● 山形県「山形県河川・砂防情報」
　http://www.kasen.pref.yamagata.jp
    /sp/jsp/index.jsp

● 米沢市防災マップ
　https://www.city.yonezawa.yamagata.
　jp/5320.html

提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議
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　重症患者を２次救急医療病院３病院が輪番で受け入れます。
消防テレホンサービス（☎0238-21-1191）で確認で
きます。
　診療時間
　土曜・日曜・祝日は8時30分～翌日8時30分
　その他の日は、17時～翌日8時30分
　診療科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当病院により異なりますで、消防テレホンサービスで確認
　するか、米沢消防署 消防指令センター（☎0238-23-6650）
または、直接病院に問い合わせてください。

In case of emergency

　平日の夜や休日、急な発熱や腹痛などの軽症患者に初期応急を
行います。

所在地 西大通1丁目5-60
 （米沢市すこやかセンター正面玄関向かい）

電話 0238-22-9922
　診察日

　医療機関にかかるべきか迷った場合は、救急に
ついての電話相談がありますので利用しましょう。

　相談時間  19時～翌日8時
詳しくは　 

※土曜日休診（その他の科目の診療については、消防テレホンサービス
（☎0238-21-1191）で救急輪番病院を確認してください）

※健康保険証を忘れず持参してください。

　公益社団法人 日本小児科学会では夜間や休日などの診療時間外に病院を受診
するかどうか、判断の目安を提供しています。チェックしておきましょう。

　詳しくは
http://kodomo-qq.jp/

　詳しくは

　住宅用火災警報器の基本的な取り付け場所は、就寝（寝室）に使用する部屋に設置します。
　また、２階に寝室がある場合には、避難経路である階段部分にも取り付けが必要です。

　もし、火災に遭われてしまった方へ、各手続きをまとめたものをホーム
ページに掲載しております。

月曜～金曜
[祝日・年末年始（12月31日～1月3日）を除く]
診療科目　内科・小児科
受付時間　18時30分～21時

日曜・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）
診療科目　内科・小児科
受付時間　8時30分～11時30分
　　　　　13時～16時30分

休　日
診療日

※受診するときは、電話連絡してください。
※健康保険証を忘れず持参してください。

病院名 電話
0238-22-2450
0238-24-3700
0238-23-4435

米沢市立病院
三友堂病院
舟山病院

プッシュ回線・携帯電話からはプッシュ回線・携帯電話からは 相談例相談例

小児救急電話相談
（15歳未満の子どもおよびその家族）

・子どもの発熱についての相談
・子どもの嘔吐や下痢などについての相談
・その他子どもの急な病気についての相談

・発熱、頭痛、腹痛、めまい、吐き気など急な病気の相談大人の救急電話相談（15歳以上の方）

♯８０００

♯８５００

ダイヤル回線・ＩＰ電話からはダイヤル回線・ＩＰ電話からは

023-633-0299

023-633-0799

　一秒でも早い消防車や救急車の到着が必要です。迅速な出動の決め手は場所と状況を正確に
通報することです。消防指令センターの指令員は、救急の場合、火災の場合、それぞれの問いかけ
をします。

　火災による死者の多くは、住宅火災で発生しています。
　死亡の原因は「逃げ遅れ」が約半数を占め、特に就寝時間帯の死者の発生が多くなっています。
　消防法で設置が義務付けられている住宅用火災警報器は、火災の発生にいち早く気付いて、避難するために大変重要であり、
住宅火災による死者の減少に大きな効果が得られています。
　住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いており、その電池の寿命の目安は、約10年とされていますので、住宅用火災警報器
の状態が正常かどうか、定期的に作動確認を行い、不具合がある場合は交換を行うよう習慣づけましょう。
　住宅用火災警報器は、消防署で販売しておりませんので、家電量販店、ホームセンター、防災設備販売店で購入してください。

「火事ですか？ 救急ですか？」
「住所、番地（目標物）を教えてください」
「どなたが、どうしましたか？」
「かかりつけ医はありますか」　など

●救急の場合

「火事ですか？　救急ですか？」
「住所、番地（目標物）を教えてください」
「安全な場所から電話していますか？」
「何が燃えていますか？」
「状況を教えてください」　など

●火災の場合

☎119（緊急通報専用）
　火災、救急、救助の緊急時の通報をお願いします。
　※緊急通報以外の問い合わせは、しないでください。
☎0238-21-1191（消防テレホンサービス用）

災害時の出動状況、17時～翌日8時30分まで、夜間や休日の当番医
　院の案内を音声ガイドでお知らせします。
☎0238-23-3108（米沢消防署）

その他、消防業務に関する相談・質問や、救急輪番病院および歯科の
　担当医院の問合せに対応します。

https://www.pref.yamagata.jp/090013/bosai/shobo/
kyuukyuu/99tel.html

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/
4985.html

平日夜間
診  療  日
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　重症患者を２次救急医療病院３病院が輪番で受け入れます。
消防テレホンサービス（☎0238-21-1191）で確認で
きます。
　診療時間
　土曜・日曜・祝日は8時30分～翌日8時30分
　その他の日は、17時～翌日8時30分
　診療科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当病院により異なりますで、消防テレホンサービスで確認
　するか、米沢消防署 消防指令センター（☎0238-23-6650）
または、直接病院に問い合わせてください。

In case of emergency

　平日の夜や休日、急な発熱や腹痛などの軽症患者に初期応急を
行います。

所在地 西大通1丁目5-60
 （米沢市すこやかセンター正面玄関向かい）

電話 0238-22-9922
　診察日

　医療機関にかかるべきか迷った場合は、救急に
ついての電話相談がありますので利用しましょう。

　相談時間  19時～翌日8時
詳しくは　 

※土曜日休診（その他の科目の診療については、消防テレホンサービス
（☎0238-21-1191）で救急輪番病院を確認してください）

※健康保険証を忘れず持参してください。

　公益社団法人 日本小児科学会では夜間や休日などの診療時間外に病院を受診
するかどうか、判断の目安を提供しています。チェックしておきましょう。

　詳しくは
http://kodomo-qq.jp/

　詳しくは

　住宅用火災警報器の基本的な取り付け場所は、就寝（寝室）に使用する部屋に設置します。
　また、２階に寝室がある場合には、避難経路である階段部分にも取り付けが必要です。

　もし、火災に遭われてしまった方へ、各手続きをまとめたものをホーム
ページに掲載しております。

月曜～金曜
[祝日・年末年始（12月31日～1月3日）を除く]
診療科目　内科・小児科
受付時間　18時30分～21時

日曜・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）
診療科目　内科・小児科
受付時間　8時30分～11時30分
　　　　　13時～16時30分

休　日
診療日

※受診するときは、電話連絡してください。
※健康保険証を忘れず持参してください。

病院名 電話
0238-22-2450
0238-24-3700
0238-23-4435

米沢市立病院
三友堂病院
舟山病院

プッシュ回線・携帯電話からはプッシュ回線・携帯電話からは 相談例相談例

小児救急電話相談
（15歳未満の子どもおよびその家族）

・子どもの発熱についての相談
・子どもの嘔吐や下痢などについての相談
・その他子どもの急な病気についての相談

・発熱、頭痛、腹痛、めまい、吐き気など急な病気の相談大人の救急電話相談（15歳以上の方）

♯８０００

♯８５００

ダイヤル回線・ＩＰ電話からはダイヤル回線・ＩＰ電話からは

023-633-0299

023-633-0799

　一秒でも早い消防車や救急車の到着が必要です。迅速な出動の決め手は場所と状況を正確に
通報することです。消防指令センターの指令員は、救急の場合、火災の場合、それぞれの問いかけ
をします。

　火災による死者の多くは、住宅火災で発生しています。
　死亡の原因は「逃げ遅れ」が約半数を占め、特に就寝時間帯の死者の発生が多くなっています。
　消防法で設置が義務付けられている住宅用火災警報器は、火災の発生にいち早く気付いて、避難するために大変重要であり、
住宅火災による死者の減少に大きな効果が得られています。
　住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いており、その電池の寿命の目安は、約10年とされていますので、住宅用火災警報器
の状態が正常かどうか、定期的に作動確認を行い、不具合がある場合は交換を行うよう習慣づけましょう。
　住宅用火災警報器は、消防署で販売しておりませんので、家電量販店、ホームセンター、防災設備販売店で購入してください。

「火事ですか？ 救急ですか？」
「住所、番地（目標物）を教えてください」
「どなたが、どうしましたか？」
「かかりつけ医はありますか」　など

●救急の場合

「火事ですか？　救急ですか？」
「住所、番地（目標物）を教えてください」
「安全な場所から電話していますか？」
「何が燃えていますか？」
「状況を教えてください」　など

●火災の場合

☎119（緊急通報専用）
　火災、救急、救助の緊急時の通報をお願いします。
　※緊急通報以外の問い合わせは、しないでください。
☎0238-21-1191（消防テレホンサービス用）

災害時の出動状況、17時～翌日8時30分まで、夜間や休日の当番医
　院の案内を音声ガイドでお知らせします。
☎0238-23-3108（米沢消防署）

その他、消防業務に関する相談・質問や、救急輪番病院および歯科の
　担当医院の問合せに対応します。

https://www.pref.yamagata.jp/090013/bosai/shobo/
kyuukyuu/99tel.html

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/
4985.html

平日夜間
診  療  日
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　米沢市は、明治22（1889）年に日本で最初に市制
を施行した全国31市のうちの１市であり、平成31
（2019）年4月に市制130年を迎えました。「上杉の
城下町」としてその名が知られ、江戸時代、初代藩
主・上杉景勝の重臣であった直江兼続により拡張され
た城下町が、現在の米沢市街の基盤となっています。
米沢市は山形県の最南端。最上川の源である吾妻連
峰の裾野に広がる米沢盆地に位置し、福島県と県境
を接しています。四季折々の雄大な景観に豊富な温
泉群があるほか、登山やスキーなどが手軽に楽しめる
「自然の恵み豊かな都市」です。主要な交通に山形
新幹線や東北中央自動車道があり、県最南端に位置
する優位性を生かして山形県の玄関口として発展して
います。

PROFILE  OF  YONEZAWA  CITY

市のあゆみ

東京－浦和 IC－（東北自動車道 257km）－福島 JCT－
（東北中央自動車道 40km）－米沢
仙台－（東北自動車道 72km）－福島 JCT－（東北中央
自動車道 40km）－米沢
新潟－（磐越自動車道 95km）－会津若松－（国道
121 号 67km）－米沢
山形－（国道 13 号 46km）－米沢

東京－（山形新幹線 約 2 時間）－米沢
仙台－（東北新幹線 25分）－福島－（山形新幹線 30 分）
－米沢
新潟－（快速列車 2 時間 38 分）－米沢
山形－（山形新幹線 33 分）－米沢

アクセス

　私たちは、伝統にかがやく米沢市の市民であるこ
とにほこりと責任を感じ、この憲章をかかげて教育
文化のまち、産業のまち、福祉のまち、観光のまちと
して、公徳心の高い、よりよい社会をつくることにつ
とめます。

一．教養をたかめ、文化のまちをつくりましょう。
一．勤労をたっとび、豊かなまちをつくりましょう。
一．互いに助けあい、楽しいまちをつくりましょう。
一．きまりを守り、公共物を愛し、明るいまちをつく
りましょう。

一．郷土を愛し、きれいなまちをつくりましょう。

（昭和37年10月26日制定）

米沢市市民憲章

　平成 21（2009）年、NHK 大河ドラマ「天地人」放送決定にあわせて、
主役である「直江兼続」のマスコットキャラクターとして誕生しました。以
降、現在までさまざまなイベントで大活躍中です。ほかにも、「上杉景勝」
のキャラクター“かげっちさま”、「お船の方」のキャラクター“おせんちゃ
ん”、「前田慶次」のキャラクター“けーじろー”がいます。

マスコットキャラクター

姉妹都市・歴史親善友好都市・友好都市
米
沢
市
の
概
要

面積  548.51平方キロメートル
市役所標高  234m

「かねたん」情報はコチラから！

人口  80,795人
男性  39 ,974人
女性  40,821人
世帯   33 ,460世帯
（令和3年3月1日現在）

YONEZAWA
CITY

山形県

車

列車

姉妹都市
  タウバテ市（ブラジル連邦共和国サンパウロ州）
   昭和49年1月28日提携
  高鍋町（宮崎県） 昭和56年４月27日提携
  モーゼスレイク市（アメリカ合衆国ワシントン州）
   昭和56年5月1日提携
  上越市（新潟県） 昭和56年10月7日提携
  沖縄市（沖縄県） 平成6年４月1日提携
  東海市（愛知県） 平成12年10月20日提携

歴史親善友好都市
  南魚沼市（新潟県） 昭和61年9月1日提携

友好都市
  西尾市（愛知県） 平成25年12月15日提携
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　米沢市は、明治22（1889）年に日本で最初に市制
を施行した全国31市のうちの１市であり、平成31
（2019）年4月に市制130年を迎えました。「上杉の
城下町」としてその名が知られ、江戸時代、初代藩
主・上杉景勝の重臣であった直江兼続により拡張され
た城下町が、現在の米沢市街の基盤となっています。
米沢市は山形県の最南端。最上川の源である吾妻連
峰の裾野に広がる米沢盆地に位置し、福島県と県境
を接しています。四季折々の雄大な景観に豊富な温
泉群があるほか、登山やスキーなどが手軽に楽しめる
「自然の恵み豊かな都市」です。主要な交通に山形
新幹線や東北中央自動車道があり、県最南端に位置
する優位性を生かして山形県の玄関口として発展して
います。

PROFILE  OF  YONEZAWA  CITY

市のあゆみ

東京－浦和 IC－（東北自動車道 257km）－福島 JCT－
（東北中央自動車道 40km）－米沢
仙台－（東北自動車道 72km）－福島 JCT－（東北中央
自動車道 40km）－米沢
新潟－（磐越自動車道 95km）－会津若松－（国道
121 号 67km）－米沢
山形－（国道 13 号 46km）－米沢

東京－（山形新幹線 約 2 時間）－米沢
仙台－（東北新幹線 25分）－福島－（山形新幹線 30 分）
－米沢
新潟－（快速列車 2 時間 38 分）－米沢
山形－（山形新幹線 33 分）－米沢

アクセス

　私たちは、伝統にかがやく米沢市の市民であるこ
とにほこりと責任を感じ、この憲章をかかげて教育
文化のまち、産業のまち、福祉のまち、観光のまちと
して、公徳心の高い、よりよい社会をつくることにつ
とめます。

一．教養をたかめ、文化のまちをつくりましょう。
一．勤労をたっとび、豊かなまちをつくりましょう。
一．互いに助けあい、楽しいまちをつくりましょう。
一．きまりを守り、公共物を愛し、明るいまちをつく
りましょう。

一．郷土を愛し、きれいなまちをつくりましょう。

（昭和37年10月26日制定）

米沢市市民憲章

　平成 21（2009）年、NHK 大河ドラマ「天地人」放送決定にあわせて、
主役である「直江兼続」のマスコットキャラクターとして誕生しました。以
降、現在までさまざまなイベントで大活躍中です。ほかにも、「上杉景勝」
のキャラクター“かげっちさま”、「お船の方」のキャラクター“おせんちゃ
ん”、「前田慶次」のキャラクター“けーじろー”がいます。

マスコットキャラクター

姉妹都市・歴史親善友好都市・友好都市
米
沢
市
の
概
要

面積  548.51平方キロメートル
市役所標高  234m

「かねたん」情報はコチラから！

人口  80,795人
男性  39 ,974人
女性  40,821人
世帯   33 ,460世帯
（令和3年3月1日現在）

YONEZAWA
CITY

山形県

車

列車

姉妹都市
  タウバテ市（ブラジル連邦共和国サンパウロ州）
   昭和49年1月28日提携
  高鍋町（宮崎県） 昭和56年４月27日提携
  モーゼスレイク市（アメリカ合衆国ワシントン州）
   昭和56年5月1日提携
  上越市（新潟県） 昭和56年10月7日提携
  沖縄市（沖縄県） 平成6年４月1日提携
  東海市（愛知県） 平成12年10月20日提携

歴史親善友好都市
  南魚沼市（新潟県） 昭和61年9月1日提携

友好都市
  西尾市（愛知県） 平成25年12月15日提携
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EVENTS
A 米沢上杉まつり

　米沢の春を告げるおまつり。家祖上杉謙信を祭神とする
上杉神社と初代藩主景勝・9代藩主治憲（鷹山）を合祀する
松岬神社の例大祭で幕を開け、期間中は市内がまつり一色
に彩られます。フィナーレは上杉行列と川中島合戦。甲冑行
列が市内を練り歩き、松川河川敷では上杉・武田両軍が激
突。火縄銃の発砲で決戦の火
蓋が切られ、戦国史上最大
といわれた戦いを再現し
ます。
所 伝国の杜周辺、
松が岬公園周辺、
松川河川敷ほか

お祭り・イベント
歴史や自然を五感で感じる！

　米沢市では、一年を通してまちの歴史に基づく
祭りや四季を感じられる

イベントが盛りだくさんです。米沢ならではの伝
統・食・文化をぜひ体感し

てみてください。

4月29日～5
月3日

H 上杉雪灯篭まつり
　米沢の冬を代表するまつり。雪灯篭と雪ぼんぼりにろうそ
くが灯されると、会場一帯は冬の幻想的な美しさに包まれま
す。雪で鎮魂の塔をつくり、戦没者のために
鎮魂祭が行われるほか、テント村物産展
やステージイベントなどが催されます。
所 上杉神社境内・
松が岬公園一帯

2月第2土・日
曜日

B

D

E

小野川温泉ほたるまつり
　「ホタルの里」と呼ばれる小野川温泉では、
鬼面川の河畔で6月中旬～7月中旬までホタ
ル茶屋がかかり、風呂上りの浴衣姿でほたる
見物が楽しめます。（夜8時～9時頃が見頃）
所 小野川温泉街

6月中旬～7
月中旬

C 東北花火大会
　200ｍの大ナイアガラ、スターマイン
など約3,000発が打ち上げられます。
年々多彩さを増し、市内外から多くの観
光客が訪れます。
所 松川河川敷

7月30日

D 米沢牛肉まつり
　家族連れなどが七輪の上の鍋を囲ん
で和牛トップブランド米沢牛のすき焼き
を味わいます。夕刻の松川河川敷に広が
る、割り下と脂の甘く香ばしい香りは米
沢の夏の風物詩です。
所 松川河川敷

8月上旬

E なせばなる秋まつり
　上杉鷹山の「なせばなる」のチャレン
ジ精神を大切に、今を生きる米沢市民の
心（精神）をさまざまな催しで表現し、後
世へ伝えていきます。無人市の「棒杭市」
や「草木搭祭」、「今に伝わる伝統市」、
「米沢どん丼まつり」など、実り豊かな秋
の米沢を存分に楽しめます。
所 松が岬公園、伝国の杜周辺

9月下旬

F 保呂羽堂の年越し祭
　氏子の若者たちが下帯姿で今年の
収穫への感謝と来年の豊作への願い
を込めて歌いながら餅をつき、参詣の
人々に振舞います。
所 千眼寺保呂羽堂（窪田）

12月4日

G 笹野観音十七堂祭
　観音堂前と城南５丁目に一刀彫の露
店が立ち、お鷹ぽっぽや恵比寿大黒、十
二支の縁起物を求める人で賑わいます。
また、境内では無病息災を祈願する火渡
りの荒行が行われます。
所 笹野観音境内（南原）

1月17日

※祭りやイベントは変更や中止に
なる可能性がありますので事前
にご確認ください。

年間カレンダー

4月
米沢上杉まつり 4月29日～5月3日　

6月
小野川温泉ほたるまつり中旬～７月中旬
7月
万世の獅子踊り 9日直前の日曜日
東北花火大会　 30日

8月
愛宕の火祭り 1日

米沢納涼水上花火大会 第1金曜日
米沢牛肉まつり 上旬
網木獅子踊り 15日
万世の獅子踊り 下組 15日
万世の獅子踊り 上組 16日
米沢灯篭流し 16日

9月
なせばなる秋まつり 下旬

11月
甲子大黒天例祭 19日

12月
保呂羽堂の年越し祭 4日
1月
笹野観音十七堂祭 17日
米沢八湯かまくら村 中旬～3月上旬

2月
上杉雪灯篭まつり 第2土・日曜日
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EVENTS
A 米沢上杉まつり
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列が市内を練り歩き、松川河川敷では上杉・武田両軍が激
突。火縄銃の発砲で決戦の火
蓋が切られ、戦国史上最大
といわれた戦いを再現し
ます。
所 伝国の杜周辺、
松が岬公園周辺、
松川河川敷ほか

お祭り・イベント
歴史や自然を五感で感じる！
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祭りや四季を感じられる
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統・食・文化をぜひ体感し

てみてください。

4月29日～5
月3日
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鎮魂祭が行われるほか、テント村物産展
やステージイベントなどが催されます。
所 上杉神社境内・
松が岬公園一帯

2月第2土・日
曜日

B

D

E
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見物が楽しめます。（夜8時～9時頃が見頃）
所 小野川温泉街
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月中旬

C 東北花火大会
　200ｍの大ナイアガラ、スターマイン
など約3,000発が打ち上げられます。
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光客が訪れます。
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7月30日

D 米沢牛肉まつり
　家族連れなどが七輪の上の鍋を囲ん
で和牛トップブランド米沢牛のすき焼き
を味わいます。夕刻の松川河川敷に広が
る、割り下と脂の甘く香ばしい香りは米
沢の夏の風物詩です。
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E なせばなる秋まつり
　上杉鷹山の「なせばなる」のチャレン
ジ精神を大切に、今を生きる米沢市民の
心（精神）をさまざまな催しで表現し、後
世へ伝えていきます。無人市の「棒杭市」
や「草木搭祭」、「今に伝わる伝統市」、
「米沢どん丼まつり」など、実り豊かな秋
の米沢を存分に楽しめます。
所 松が岬公園、伝国の杜周辺
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F 保呂羽堂の年越し祭
　氏子の若者たちが下帯姿で今年の
収穫への感謝と来年の豊作への願い
を込めて歌いながら餅をつき、参詣の
人々に振舞います。
所 千眼寺保呂羽堂（窪田）

12月4日

G 笹野観音十七堂祭
　観音堂前と城南５丁目に一刀彫の露
店が立ち、お鷹ぽっぽや恵比寿大黒、十
二支の縁起物を求める人で賑わいます。
また、境内では無病息災を祈願する火渡
りの荒行が行われます。
所 笹野観音境内（南原）

1月17日

※祭りやイベントは変更や中止に
なる可能性がありますので事前
にご確認ください。

年間カレンダー

4月
米沢上杉まつり 4月29日～5月3日　

6月
小野川温泉ほたるまつり中旬～７月中旬
7月
万世の獅子踊り 9日直前の日曜日
東北花火大会　 30日

8月
愛宕の火祭り 1日

米沢納涼水上花火大会 第1金曜日
米沢牛肉まつり 上旬
網木獅子踊り 15日
万世の獅子踊り 下組 15日
万世の獅子踊り 上組 16日
米沢灯篭流し 16日

9月
なせばなる秋まつり 下旬

11月
甲子大黒天例祭 19日

12月
保呂羽堂の年越し祭 4日
1月
笹野観音十七堂祭 17日
米沢八湯かまくら村 中旬～3月上旬

2月
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