
上杉鷹山入部 250 年  ／  直江兼続没 400 回忌  ／  戊辰戦争 150 年  ／  帝人株式会社創業 100 周年

帝人 100 周年記念米沢イベント
  ９月 29 日㈯ 10 時～ 16 時

  10 月 22 日㈪ 10 時～ 13 時 30 分

米沢牛ブランドもう～っと PR 事業

1956 年生まれ。福島県出身。国内で６年間、フラン
ス・ベルギーで６年間研

けん

鑽
さん

。1992 年から 11 年間「銀
座レカン」の料理長・総料理長を歴任。2003 年に「レ
ディタン  ザ・トトキ」を開店し、2013 年に「GINZA 
TOTOKI」としてリニューアル。2015 年農林水産省「料
理マスターズ」、厚生労働省「現代の名工」を受賞。

GINZA TOTOKI オーナーシェフ 十
と

時
と き

 亨
とおる

 氏

すこやかセンター 調理室
【本格的米沢牛フレンチ】　

ニクニクハンバーグ、ローストビーフ丼
【米沢郷土料理】

秋の冷や汁、吾妻竹の味噌汁、舘山りんごのワイン煮
20 人程度※申込多数の場合は抽選
1,000 円
９月 28 日㈮
㈱米澤佐藤畜産
農林課米沢牛振興室☎ 22-5111

伝国の杜 置賜文化ホール
13 時 40 分～  記念講演（山形大学教授 城戸淳二 氏）
14 時 50 分～  市民ミュージカル「Faith」上演
15 時 20 分～  未来せんいアワード授賞式
※  10 時からピロティーにて子ども向けワークショップ

を開催します。
※ エントランスには、9 月 22 日㈯のなせばなる秋まつ

りから未来せんいアワードの作品を展示します。
無料
ホール内のイベントは入場に整理券が必要となりますの
で、下記担当までお問い合わせください。
商工課工業労政担当☎ 22-5111

　地理的表示（GI）保護制度に登録された米沢牛の美味しさを広く PR し、消費拡大を
図るため、米沢食の親善交流大使の十時亨さんによる「家庭でできる本格的米沢牛
フレンチ」と、米沢商工会議所女性会による「米沢郷土料理」講座を開催します。

　米沢で発祥した帝人株式会社の創業 100 周年を記念し、
米沢織と合わせて本市繊維産業を紹介します。
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　米沢にゆかりのある様々な出来事が節目の年を迎えた今年、本市
は各種記念事業を「上杉メモリアルフェスタ」と題し、一体的に展
開しています。そのうち今後開催される３つの催しを紹介します。

市民ミュージカル「Faith」



10 時～ 17 時※ 23 日は 16 時まで
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  松岬神社秋季大祭
■日時／９月 22 日㈯ 11 時～  ■場所／松岬神社
■問合せ／上杉神社☎ 22-3189

  第 16 回 米沢卸売団地まつり
■日時／９月 23 日（日・祝）９時～ 14 時
■場所／米沢卸売団地
■問合せ／米沢総合卸売センター☎ 37-4300

  やまがた愛の武将隊  米沢まちあるきツアー
■日時／９月 23 日（日・祝）９時 30 分～ 15 時
■問合せ／米沢観光コンベンション協会☎ 21-6226

  第８回ジュニアエコノミーカレッジ in 米沢
■日時／９月 23 日（日・祝）11 時～ 15 時
■ 場所／秋まつり会場内
■問合せ／米沢商工会議所青年部☎ 21-5111

第 7回 なせばなる秋まつり

関連イベント

９月 22日㈯・23日（日・祝）

問合せ／なせばなる秋まつり実行委員会☎ 22-9607【ホームページ】http://aki.yonezawa-matsuri.jp/

　米沢には、上杉鷹山の「なせばなる」に表されるチャレンジ精神を始めとして、「棒
杭市」に見られる人を信じる心や庶民が「草木塔」に込めた自然への畏敬など、他に
誇れる精神文化がたくさんあります。まつりを通して米沢の良さを体感してください。

松が岬公園・伝国の杜周辺

10 時～ 17 時
※ 23 日は 16 時まで

10 時～ 17 時
※ 23 日は 16 時まで、どん丼まつりは両日 15 時まで

10 時～ 17 時※ 23 日は 16 時まで

第 11 回どん丼まつり・交流物産展
　米沢牛のステーキを使った丼や地元オ
リジナル丼、米沢風芋煮など美味しいも
のが集結します！交流都市の様々な特産
品なども販売！

棒杭市（ぼっくいいち）

　鷹山の時代の無人市を再現します。無
人でも盗みを働いたり金銭をごまかした
りすることのなかった「人を信じる心」を
考えましょう。

草木塔祭
　草や樹木に宿る命を供養するため建立
された草木塔を通して、命の尊さを考え
ます。ばんだい餅の振る舞いもあります。

その他の見どころ
●益子陶器市 in よねざわ
　国道 121 号線でつながる栃木県益子町からの出展
●昔遊び体験
　昔ながらの遊びを楽しめるコーナー
●今に伝わる伝統市
　米沢織、笹野一刀彫などを展示・販売

横浜秋の物産展
＜ヨコハマズ  ベスト  コレクション  フェア＞
　伝国の杜内クルチュールにて、横浜の名品が結集します。
■期間／ 22 日㈯～ 24 日（月・振）
＜横浜梅櫻ライオンズクラブ＞
　どん丼まつりと交流物産展にて特別出店！
■期間／ 22 日㈯～ 23 日（日・祝） 

ステージイベント
　次代を担う子どもたちや市民団体など
によるステージイベントで会場を盛り上
げます。アンパンマンとの握手会やご当
地アイドルのステージも開催！

10 時～ 17 時※ 23 日は 16 時まで12 時～ 12 時 30 分頃

＜臨時駐車場は市役所です＞

　市役所に駐車し、シャトルバスをご利用ください。※ペット乗車の場合はゲージが必要
■シャトルバス料金（片道）／大人（中学生以上）：200 円、小学生：100 円、幼児：無料
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10 時～ 17 時※ 23 日は 16 時、24 日は 12 時まで


