
庄内地区には大人も子供も楽しめる
お祭りやイベントがたくさんあります♪
今回は特にお子さんと一緒に
参加しやすいお祭りを
季節ごとにご紹介します！

3きょうだい

38子連れで安心の飲食店

2
その

夏
か

 帆
ほ

ちゃん
「かほ」という名前が気に
入って、夏生まれなので夏
という字をいれました。大
きく帆を張り力強く進む船
のように人生を歩んでね★

名無しさんより

大大ママさんより

大
だ い

 輔
す け

くん
松坂大輔投手がプロ野球選手
になった年に生まれ、18年
後のプロ野球選手を目指して
付けました。両親が読みづら
い名前、めずらしい名前だっ
たから誰が見ても読める名前
にしました。

愛
あ

 海
み

ちゃん
あみはフランス語で“おともだ
ち”という意味です。名前は私
たち両親からの最初の大きなプ
レゼントだから一生懸命、幸せ
に育つように考えました。人に
愛され素直にすこやかに育つよ
うに。幸せになってね♡

あみママさんより

大
ひ ろ

 也
や

くん
兄の名前に「大」という字
がつくので、読み方をかえ
て使いたく、「ひろ」にし
て、近所の仲の良いお友達
兄弟に「○○や」くんがい
たのであやかりました。遼

りょう

 大
た

くん
兄二人が「大」という字を使
い読み方が違うので、今度は
「た」という読み方をしよう
と話していた時に、当時大活
躍の石川遼くんがTVに出て
いて、「遼大」にしよう！と
決めました。
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舞鶴公園桜祭り

公園手前の桜並木から八森自然公園まで、約
600本の八重桜やソメイヨシノが庄内の春を知
らせる。舞鶴公園では満開の桜と春の鳥海山を
同時に楽しむことができ、花見客で賑わう。夜
には桜並木のライトアップも。

開催日：毎年4月中旬頃（桜の開花に合わせて）
時　間：ライトアップは21:30まで
駐車場：有　トイレ：有
問い合わせ：酒田観光物産協会八幡支部
　　　 （0234-64-3114）

八 幡 遊佐桜祭り

雪解けを待つ鳥海山を間近に、洗沢川沿い
100mに渡って樹齢50年の桜が一斉に咲き乱れ
る。開花時期に合わせて「遊佐桜祭り」のぼん
ぼりが立てられ、知る人ぞ知る庄内の隠れ花見
スポットとして密かに人気を呼んでいる。

会　場：遊佐中山地区洗沢川沿い
開催日：4月中旬(桜の開花に合わせて)
トイレ：無
問い合わせ：遊佐町企画課
　　　 （0234-72-5886）

遊 佐

日和山公園桜まつり

満開の桜の向こうに灯台と酒田港を同時に臨む
ことができ、まさに絶景。夜には、公園内の千石
船や灯台のライトアップもされ、昼とは違った風
情が楽しめるのも魅力の一つ。まつり期間中は
毎年様々なイベントも催され、花見客で賑わう。
港からの冷たい風の影響で他の地域よりも開花
時期が遅いのが特徴。

開催日：毎年4月中旬頃（桜の開花に合わせて）
駐車場：有（期間中は誘導員の指示に従う）
トイレ：有
問い合わせ：酒田観光物産協会 （0234-24-2233）

酒 田

鶴岡さくらまつり

昼夜を問わず花見客で賑わう県内でも指折りの
桜の名所。広い敷地内にはソメイヨシノ、八重
桜、枝垂れ桜など約780本の桜が咲き乱れ、ど
こから眺めても絶景が拝める。お堀の水面に浮
かぶ花びらは城址公園だからこそ味わえる風情。
荘内神社境内で行われるお茶会や短歌大会など、
楽しみ方もバリエーションに富んでいる。

会　場：鶴岡公園
開催日：4月中旬～（桜の開花に合わせて）
駐車場：有（期間中は誘導員の指示に従う）
通行止め：なし　トイレ：有
問い合わせ：鶴岡市観光物産課（0235-25-2111）

鶴 岡

その他の庄内お花見スポット情報

あつみ温泉
桜並木ライトアップ

温海

桜の開花に合わせ、温海温泉街の川沿いの
桜並木に照明が灯される。
問い合わせ：あつみ観光協会
　　　　　 （0235-43-3547）

楯山公園桜まつり庄内
約500本の桜が満開になると様々なイベント
も行われる。
問い合わせ：庄内町観光協会
　　　　　 （0234-42-2922）

4〜5月
さくらまつり

庄内では例年４月中旬頃から桜が見ごろを迎えます。各地でぼんぼりが
灯され、屋台が立ち、大きな公園では様々なイベントも開催されます。
itteki-Map*おすすめの桜の名所をご紹介～U

庄内の桜は
毎年こいのぼりの

時期に
咲きそろいます

¥



酒田祭りや天神祭のように規模の
大きなお祭りは、小さな子が
一緒だとなかなか行きづらい…

という方に一言アドバイス♪
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５月には庄内三大祭りのうちの二つ、酒田祭りと天神祭が立て続けに行
われます。また、各地で花まつりも開催され、４月の桜とは一味違った
色鮮やかな花々を楽しむことができます。

5月
酒田祭り
天神祭

花まつり

酒田祭り

江戸時代初期から一度も欠
かすことなく続く伝統の祭り。港町に伝わるお
祭りらしく豪快で迫力のある神輿は一見の価値
あり。本祭りに登場する大獅子の口の中に子ど
もを入れ「ぱっくん」してもらうとその子どもは
無病息災に育つと言われる。
会　場：酒田市中町周辺
開催日：毎年5月19日（前夜祭）20日（本祭り）21日（夜祭り）
時　間：山車行列（20日）は15時30分頃～
駐車場：市役所（無料）サンパーキング（有料）等
通行止め：規制有
トイレ：祭り会場周辺施設を利用可
問い合わせ：酒田観光物産協会（0234-24-2233）
近くには：にこっと広場 sP.5へ
　　　　交流ひろば sP.4へ

酒 田 いこいの村 花の楽市楽座

東北最大級のチューリップ
畑に毎年約10万球の鮮や
かな花が咲く。期間中は屋
台も立ち並び、お祭りムー
ド一色。チューリップの見ごろは4月下旬～5月
中旬頃まで。
会　場：いこいの村庄内
開催日：毎年5月上旬
駐車場：有（期間中誘導員の指示に従う）
問い合わせ：いこいの村庄内（0235-76-3211）

鶴 岡 菜の花まつり

見渡す限りの広大な菜
の花畑を舞台に、写真
コンテスト、ヘリコプ
ター遊覧など毎年様々
なイベントが催される。お子さんの写真撮影ス
ポットとしてもおすすめ。

会　場：三川町いろり火の里
駐車場：有　トイレ：有
問い合わせ：三川町観光協会（0235-66-4656）

三 川

鶴岡天神祭（化けものまつり）

襦袢に編み笠と手ぬぐいで顔を隠した化けもの
が無言で人々に酒やジュースを振る舞うという、
庄内きっての奇祭。伝統の手踊りや個性豊かな
大絵馬のパレードも行われる。鶴岡公園は露店
や様々なイベントで賑わう。
会　場：鶴岡天満宮・鶴岡公園・市内目抜き通り
開催日：毎年5月25日（鶴岡公園内一部イベントは23日～）
駐車場：鶴岡公園に駐車可
トイレ：周辺施設を利用可
問い合わせ：鶴岡市観光物産課（0235-25-2111）
HP：鶴岡市観光連盟（http://www.tsuruokakanko.com/）

鶴 岡

できるだけ短時間に、
できるだけ込み合わない時間を！

山車の練り歩きならスタート地点から近く
て、早い時間のほうが混雑も少ないかも。
トイレを覚えたてのお子さんなら、役所や
大きなお店の近くで見学するのがおすすめ
です。次々やってくる神輿やパレードもお
子さんのことを考えて見学はできるだけ短
時間で済ませたい所。

屋台めぐりは午前中のうちに

屋台ゾーンは断然午前中に行くのがおすす
め。地域全体で盛り上がるお祭りでは小中
学校が午後からお休みになるため、午後か
ら活動を始めるおうちが多いんです。

その他の庄内花まつり情報
湯田川温泉 梅まつり
（毎年4月上旬～）梅林公園内の約300本の梅
の木が春の訪れを知らせるように咲き誇る。
問い合わせ：湯田川温泉観光協会（0235-35-4111）

ふじの花まつり
（毎年5月上旬～）藤島を代表する花、ふじの
花の見ごろに合わせて開催される。盆栽展も。
問い合わせ：藤島観光協会（0235-64-2229）

あつみ温泉ばら園まつり
（毎年6月上旬～）熊野神社境内にあるばら園
で開催。約90種類3000本のバラが10月下旬
まで楽しめる。
問い合わせ：あつみ観光協会（0235-43-3547）

ラベンダー祭り
（毎年6月下旬～）庄内町風車村近くで開催。
ラベンダーの摘み採りやフリーマーケットも開
催。
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長雨で気分が落ちがちな６月も庄内ではイベントがたくさん開催されて
います。庄内三大祭りの締めを飾る大山犬祭りと植木祭り、漁港ならで
はのお祭りもご紹介しますU

6月
植木祭り
イカ祭り
大山犬祭

鶴 岡 大山犬祭

300年の歴史を持つお祭り。迫力ある人形を飾
ったからぐり山車が街中を練り歩き、とても華や
か。ムジナと呼ばれる化け物から村を救ったメ
ッケ犬の伝説に起源があり、犬の神輿も見るこ
とができる。
会　場：大山駅前から目抜き通りを通り椙尾神社、大山公園まで
時　間：11 時半大山駅出発
開催日：毎年 6 月 5 日
駐車場：大山コミセン、出羽商工会大山支所（無料）
トイレ：コミュニティセンター内、安良町公園仮設トイレ有
問い合わせ：大山コミセン（0235-33-3214）

鶴 岡 うまイカ・干しイカ・イカ祭り

獲れたて旬のイカを使った
郷土料理イカ汁を始め、イカ
飯、イカ焼き、イカの一夜干し、生イカなどを販
売。イカ墨書道や、いかのトンビ（くち）飛ばし
大会も行われて、まさにイカ尽くし。焼きそばや
かき氷など、お祭りの味も楽しめる。

会　場：温海地区鼠ヶ関漁港 弁天島広場
開催日：毎年 6 月第 3 日曜日
駐車場：有（当日は係員の誘導に従って駐車）
トイレ：有／会場近くの道の駅「しゃりん」には子ども

用トイレや授乳室完備のトイレ有
問い合わせ：あつみ観光協会（0235-43-3547）
HP：旬鮮ねずがせき（http://nezugaseki.net/）

庄 内 あまるめ植木金魚まつり

初夏の陽気にぴったりな色彩豊かな季節の花や
鉢物、金魚屋や露店が立ち並ぶ。いつもお祭り
で目にする金魚すくいとは違い、いろいろな形・
大きさ・種類の金魚をゆっくり見ることができ、
お店の人も飼い方のコツを丁寧に教えてくれる。

会　場：ショッピングセンターアピア南側駐車場
　　　（庄内町余目土堤下50-1） 
開催日：毎年6月中旬頃
駐車場：有　トイレ：普通トイレ有
問い合わせ：庄内町観光協会（0234-42-2922）

植木まつりは比較的小規模なお祭り
です。それでも色鮮やかな花だけで
なく、屋台が数件並び、特産品を売
るお店も出店していることが多いた
め、お子さん連れでお祭り気分を味
わうのにはもってこいの規模と言
えそう。全てのお店を見ても20分
程度で回ることができるので、「ド
ライブのついでにちょっと行ってみ
る？」くらいの気軽さで立ち寄れる
のもポイント。

その他の植木祭り情報
ひらた植木まつり
（毎年６月中旬頃）平田総合支庁前
のイベント広場内に、植木や金魚、
特産品のお店が所せましと並びます。

庄内地区は山形県で唯一海に面してい
る地域。特に鼠ヶ関や由良などは漁業
が盛んで、季節ごとに水揚げされる海
産物を味わうことができるイベントも
開催されています。獲れたてだからこ
そできる食べ方や地元ならではの味付
けも楽しむことができ、最上地区や村
山地区からお子さんを連れて遊びに来
る家族も多いようです。

庄内地区は海の街

その他の漁業系祭り情報
由良イワガキまつりと漁船パレード乗船会
天然イワガキフェスティバル（鼠ヶ関）
（共に７月下旬）夏の庄内を代表す
る味覚イワガキを堪能できるお祭り。
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子連れで花火大会を100%楽しむために

ゆざ町夕日まつり 西浜花火大会

庄内の花火大会の先陣を切っ
て開催される。会場は人が多
いが、場所取りや交通渋滞の
心配はさほどなさそう。大規模な花火大会は子
連れではちょっと行きづらいという方にはちょう
どいいサイズかも。
会　場：遊佐町西浜海水浴場
開催日：毎年7月最終土曜日
時　間：19:45～20:30
駐車場：誘導員の指示に従う
トイレ：仮設トイレ有
問い合わせ：遊佐鳥海観光協会（0234-72-5666）

酒 田 酒田花火ショー（酒田港祭り）
酒田港が国の重要
港湾に指定された
ことを記念して始
まった酒田港祭り
のメインイベント。
最新技術を駆使し

て打ち上げられる色とりどりの花火は年々その
迫力を増している。中でもショーの目玉とも言
えるデジタル水上スターマインは花火や音楽な
ど、演出の全てをコンピューター制御によって
シンクロさせることで、よりドラマチックに見る
者を魅了する。二尺玉を惜しげもなく一斉に打
ち上げるエンディングは清々しいほど。

会　場：最上川河川公園（出羽大橋～両羽橋）
開催日：毎年8月第1土曜日
時　間：19:30～21:00
駐車場：周辺施設内駐車場に駐車可（約2,000台）
トイレ：仮設トイレ有
問い合わせ：酒田観光物産協会(0234-24-2233)
http://www.sakata-kankou.gr.jp/matsuri/hanabi/

遊 佐

7〜8月
花火大会

庄内では毎年７月末から８月にかけて、３つの地域で花火大会が開催さ
れます。どの大会も、趣向を凝らした演出で夏の夜空を色鮮やかに染め
てくれるので、大人も子供も一緒にワイワイ楽しめそう。

鶴 岡 赤川花火大会
打ち上げ場所は全長
２kmにわたり、上空
幅は1,000mにも達す
るという、夜空一面を
覆い尽くすような花

火は、とにかく「圧巻」の一言。全国トップクラ
スの花火師たちが繰り広げる技と美の競演は庄
内に暮らす人間なら一度は見ておきたい。その
ダイナミックさゆえ、大きなものであれば会場
近くでなくても鶴岡市街ほとんどの場所で見る
ことができるため、子連れでの場所取りや渋滞
が心配なら、家の窓から、アパートの屋上から、
会場方面の空を眺めてみて。

会　場：鶴岡市赤川河川敷(羽黒橋～三川橋)
開催日：毎年8月上旬
時　間：19:15～
駐車場：民間協力駐車場有（一律2,000円／1,000台以上）
トイレ：仮設トイレ有
問い合わせ：赤川花火大会実行委員会（0235-28-1873）
http://www.akagawahanabi.com/

山形県内その他の花火情報

山形大花火大会
開催場所：山形市半田橋河川敷
開催日：毎年8月14日
打上数：約20,000発

あまり遠くに行くと渋滞に巻き込まれたり、オムツの心配をした
り、何かと気になることが多くなります。家から一番近い花火大
会目指して計画を立てるのが一番安心。事前に下調べをして、家
の近所で花火が見れる場所の目星をつけておくのもいいかも。

酒田・鶴岡の花火は
座席の予約ができる！

出費はかさむけれど、間違いなく座ることができて、しかも大迫
力で花火を堪能するには一番確実な方法！

食べ物・飲み物は
事前に準備

お祭りの定番と言えば屋台の食べ物ですが、花火大会ではお店の
数が少ないため長蛇の列ができることもしばしば。お子さんが
「お腹空いた！」とぐずらないためにも、最初から花火を楽しむ
ためにも、食べ物・飲み物は家から準備して行く方がいいかも。

まずは近場を制する

●ござ、ビニールシート（2枚以上持っていくともしもの時に安心です）●うちわ、
汗ふきタオル（花火大会は水辺近くで行われるためとってもジメジメです）●虫よけ
グッズ（足元が草になっていることも多いので必須です）●簡易ライト（帰りの駐車
場までが意外に暗くて危険だったりします）
※花火大会では足元が滑りやすい場所も多く、何より夜で足元が見にくいのでサンダ
ルよりもしっかり履けるくつで出かけるのがおすすめ！

花火大会

基本の

持ち物

帰りが夜遅くなることや人が多く集まるために、花火大会は敬遠しがちなイベント。
だけど、事前の下調べや準備を忘れなければ小さなお子さんがいても十分楽しむことができます♪
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少しずつ風も涼しくなって、おでかけしやすい季節。今回は余目祭りと
どんしゃん祭りをご紹介。どちらもお子さんと一緒に参加しやすいお祭
りです。

9〜10月
どんしゃん祭り
あまるめ祭り

余目祭り

八幡神社の例大祭。練り歩きの最後尾に構える
飛龍と呼ばれる伝説の龍の山車が太鼓の音とと
もに商店街を猛スピードで駆け抜けていく迫力
は必見。龍の頭上に乗った人がポイントごとに
飴をまくため、子どもたちは競って龍を追いか
ける。

会　場：余目八幡神社と周辺商店街
開催日：毎年９月14日～16日（本祭りは15日）
時　間：飛龍登場は13:00頃
駐車場：周辺施設（誘導員の指示に従う）
通行止め：八幡神社周辺（練り歩きが終わり次第解除）
問い合わせ：庄内町観光協会（0234-42-2922）

酒 田 どんしゃん祭り

会　場：酒田市中通商店街
開催日：毎年10月中旬の土日
時　間：　駐車場：
通行止め：大通り（日）／8:30～19:00
　　　　中通り（土日）／8:30～21:00
問い合わせ：酒田商工会議所（0234-22-9311）

庄 内

毎年10月中旬に行われる中通り商店街のお祭り。
大通りではフリーマーケットが開かれ、子ども用
のおもちゃや洋服もたくさん売りに出される。他
にもミニSL乗車会やミュージックフェスなどの
企画が満載。

徐々に寒くなっていき、外出するのが億劫になりがちな季節ですが、この時期は庄
内のあちこちできれいなイルミネーションを見ることができます。おうちのツリー
とはまた違った、ゴージャスなツリーやライトアップを楽しんでみてください。

11〜12月
クリスマスイルミネーション

鶴 岡 鶴岡冬まつり

12月の中旬から鶴岡公園疎林広場でイルミネー
ション、大宝館（鶴岡公園内）、旧西田川郡役所
（致道博物館）でライトアップが施され、クリス
マスムードが一気に高まる。おすすめは天気の
良い日の夕暮れ時で、夕焼けとイルミネーショ
ンの光が積もった雪に反射してとても幻想的。

中町モールイルミネーション

クリスマスシーズンに合わせて中町モールの並
木にライトが灯り、雪の降る商店街を明るく照ら
す。買い物帰りに足を止めて記念撮影する家族
連れの姿も。商店街のスピーカーから流れるク
リスマスソングがより一層冬の雰囲気を盛り上
げてくれる。点灯は1月中旬まで。
会　場：酒田市中町モール
期　間：12月～1月中旬　時間：17時～0時
トイレ：商店街のお店を利用
駐車場：市役所駐車場
問い合わせ：酒田観光物産館（0234-24-2233）

酒 田

会　場：鶴岡公園疎林広場・大宝館・致道博物館
期　間：毎年12月中旬～2月上旬
時　間：16:30～22:00（大晦日は翌朝まで延長）
駐車場：有　トイレ：有
問い合わせ：鶴岡市観光物産課（0235-25-2111）
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日本海冬の味覚と言えば極寒の日本海で獲れたマダラをあったか味噌仕立
てでいただく寒鱈汁。寒空の下肩を寄せ合って食べる寒鱈汁はまた格別で
す。庄内各地で開かれる寒鱈まつりなくして庄内の冬は語れません！

1〜3月

寒
かん

鱈
だら

まつり

鶴 岡 由良寒鱈まつり

日本海を目の前に由良で水揚げされたばかりの
寒鱈を堪能することができる。寒鱈汁以外にも
生鱈やたらこ飯の販売もあるが、毎年お昼前に
は売り切れてしまうほどの盛況ぶり。中には山
形市から足を運ぶ家族連れも。室内の暖かい場
所で食事ができるのもうれしい。
会　場：鶴岡市フィッシングセンター
時　間：11:00 ～ 13:30（食券は 10:30 から
　　　　販売／売り切れ次第終了）
駐車場：有（誘導員の指示に従う）
トイレ：有
問い合わせ：寒鱈まつり実行委員会（0235-73-4141）

酒田日本海寒鱈まつり

中通り商店街を中心に多くの団体が趣向を凝ら
した寒鱈料理を販売する。毎年、天候が荒れる
中でも、寒鱈汁目当てに市外からも多くの人が
訪れる。寒鱈まつりの中で唯一、土日の二日間
にわたって開催され、期間中は太鼓演奏、子ど
も餅つき大会など楽しいイベントも目白押し。中
でも地元消防署職員が行う消防出初め式は迫力
満点で子どもにも大人気。
会　場：中町モール・中通り商店街
　　　（寒鱈汁販売のみ：海鮮市場、みなと市
　　　　場、酒田駅前）
開催日：毎年1月中旬から下旬の土日
駐車場：市役所駐車場
時　間：10:30～15:30（寒鱈汁は数に限り有）
問い合わせ：酒田観光物産協会（0234-24-2233）
前売り券：600円

酒 田

日本海寒鱈まつり

寒鱈汁をはじめとする庄内の冬の味覚を味わお
うと各地から2万人の人が集まる。どの店も子ど
もから大人まで大勢の人で賑わい、冬の庄内の
活気を感じられるのも魅力の一つ。会場内のい
たるところで和太鼓やジャズの演奏、もちつき
の実演販売、抽選会などの催し物も開催される。
前売り券は商品券などがついて1000円。寒鱈汁
は１杯500円。

会　場：鶴岡銀座商店街
開催日：毎年1月第三日曜日
駐車場：市役所に駐車可能
　　　　※市役所前からシャトルバス運行
　　　　　　　　　（10:00～14:00）
時　間：10:00～15:00（寒鱈汁は数に限り有）
問い合わせ：鶴岡銀座商店街振興組合（0235-22-2202）

鶴 岡

遊佐 鱈ふくまつり
日にち：毎年1月中旬の日曜日
会 場：遊佐町マルチドーム「ふれんどりぃ」
時 間：11:00～14:00
   （当日券10:30より販売）

鶴岡 しゃりん寒鱈まつり
日にち：毎年1月下旬～2月上旬の日曜日
会 場：鶴岡道の駅「しゃりん」
時 間：10:00～（売り切れ次第終了）

まだまだあるぞ！
庄内の寒鱈まつり情報
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いろり火の里の主要施設の一つになっている日帰り温
泉。庄屋風の建物に入ると真っ先に目に留まる大きな
いろりは、利用客の集いの場になっているという。給
湯室やオムツ換えシートなどの設備も充実。鶴岡と酒
田を結ぶ県道333号線沿いに位置するため、ドライブ
の途中に休憩代わりに立ち寄るのにもおすすめ。いろ

り火の里敷地内には
物産館や、小さな公
園も。

200人のパパママへのアンケートで意外にも票数を
伸ばしたのが、日帰り温泉の情報。そこでパパママ
のくちこみ情報をもとに「子連れで行きやすい日帰
り温泉」をピックアップしてみました！

三川町大字横山字堤172-1
TEL：0235-66-4826
施設点検日：第三水曜日（17:00～ 平常通り営業）
※点検等の理由により上記以外にも休館日になることがあります。
　事前にホームページ等でご確認ください。

営業時間：6:00～22:00
利用料金
　入浴／大人400円、小学生150円、小学生未満無料
　休憩／大広間…大人200円、8畳個室…4時間2,000円
※部屋の広さや利用時間によって利用料金・営業時間は異なります。

道の駅庄内
みかわ
道の駅庄内
みかわ

赤川赤川

ドライブ
イン朝日
ドライブ
イン朝日

三川局
　〒
三川局
　〒

333

なの花温泉 田
でん
田
でん

子連れで行ける

日帰り温泉

湯船につかる前は大人も
子供もかぶり湯を！

（かぶり湯は温泉の温度に
体を慣れさせるためにも大切）

トイレは事前に
済ませておく！

走り回らない
泳がない

‘

子連れで温泉のマナー

羽黒山のふ
もとに位置
する日帰り
温泉。明る
く清潔感の
ある館内に
は、食事処
や家族風呂
付きの個室

もあり、家族みんなでゆったり過ご
せる。晴れた日には出羽三山を眺め
ながら露天風呂に入るのがおすすめ。
また、エントランスホールの左手に
ある交流談話ホールは温泉を利用し
ない人でも無料で自由に入ることが
でき、ドライブ中のちょっとした休
憩などの利用も歓迎している。

鶴岡市羽黒町後田字谷地田188
TEL：0235-62-4855
休館日：毎月第三木曜日
※点検等の理由により上記以外にも
　休館日になることがあります。
　事前にホームページ等でご確認ください。

営業時間：6:00～22:00（9:20受付終了）
利用料金：入浴／大人380円、小学生170円、小学生未満無料
　　　　　休憩／8畳個室の場合…2時間以内1,200円
　　　　　　　　家族風呂付6畳個室の場合…2時間以内1,600円
※部屋の広さや利用時間によって利用料金・営業時間は異なります。
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やまぶし温泉 ゆぽか

温泉に入らなくとも、休憩やトイレの利
用のみの方も歓迎です。ゆぽかの雰囲気
を皆さんに知ってもらえたら嬉しいです。

施設の方から

お湯の温度と
入浴時間に
気をつけて

酒田市山楯字南山32-4
TEL：0234-61-7520
休館日：第一・第三火曜日
※点検等の理由により上記以外にも休館日になることがあります。
　事前にホームページ等でご確認ください。

営業時間：9:00～22:00
HP：http://www.aiaihirata.co.jp
利用料金
　入浴／大人400円、小学生200円、小学生未満無料
　休憩／大広間…大人150円・小学生以下無料、個室1時間500円
※部屋の広さや利用時間によって利用料金・営業時間は異なります。

悠々の杜自然
歴史公園
悠々の杜自然
歴史公園楢橋

保育園
楢橋
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小物忌神社小物忌神社

老人ホーム
寿康園
老人ホーム
寿康園楢橋楢橋
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ひらた悠々の杜

アイアイひらた

2005年にオープンして以来、家族みんなで
くつろげる日帰り温泉として地元の人を中心
に親しまれている。庄内平野を一望できる大
パノラマも自慢の一つで、その見晴らしの良
さは庄内の温泉ナンバー１の呼び声高い。比
較的新しい施設のため、明るく、清潔感があ
るのもうれしい。小さなお子さん連れの方も
大歓迎。困ったことがあればスタッフに声を
かければ親切に対応してくれる。



地元の人々の疲れを癒す場として親し
まれている「あぽん西浜」。西浜海水
浴場近くにあることから、夏場は海水
浴後の親子で賑わうという。トイレや
オムツ換えスペースなどの設備が整っ
ていることはもちろん、お子さん連れ
の方を歓迎する温かく素朴な雰囲気も

魅力の一つ。入浴後は敷地内の「とりみ亭」で食事も楽しん
で行ってほしいとのこと。

遊佐町吹浦字西浜2-70
TEL：0234-77-3333
休館日：毎月第二・第四月曜日
※点検等の理由により上記以外にも休館日になることがあります。
　事前にホームページ等でご確認ください。

営業時間：6:00～22:00
利用料金
　入浴／大人350円、小学生170円、小学生未満無料
　休憩／大広間…大人210円・小学生100円、6畳個室…1時間500円
※部屋の広さや利用時間によって利用料金・営業時間は異なります。

西浜西浜 ÍÍ ŒŒ

鳥海温泉保養センター

あぽん西浜

施設の方から
「あぽん」とは遊佐の言葉で「母と
子が一緒にお風呂に入ること」を意
味します。遊佐に遊びに来た際はぜ
ひ親子で立ち寄ってくださいね。

～温泉に行く前にお医者さんに相談を～

よく温泉の効能で見られるのが「慢性皮膚病」に効く

というもの。そのため、お子さんのアトピー等の皮膚

病を治すために温泉に通う人も少なくないのだそうで

す。しかし、一言で温泉と言っても温泉ごとに泉質は

異なり、アトピーの症状も人それぞれなので、お子さ

んの体調によっては悪化してしまうケースもあるのだ

とか。皮膚病に効くと書いてあっても、お子さんを連

れていく前に、きちんとその温泉の泉質を調べ、お医

者さんに相談したうえでお出かけするように気をつけ

たいところです。

アトピーと温泉の関係
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