
主催╱やまがた文化の回廊フェスティバル2023実行委員会

共催╱山形県　　後援╱山形市

スタンプラリー
デジタル

やまぎん県民ホール
山形市民会館
山形テルサ
山形県郷土館「文翔館」
霞城セントラル
山形県立博物館
山形県立図書館
山形美術館
やまがたクリエイティブシティセンターQ1
山形まるごと館 紅の蔵
JR山形駅
山形市中心市街地 ほか
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お問い合わせ

紅
の
蔵

街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて ひびきあう”

歴史と文化が薫る山形の街なかをめぐって、
ここにしかない多彩な魅力を発見するフェスティバル！

春風を感じながら、山形の文化芸術が彩る“文化の回廊”に出かけてみませんか？

注意事項
※公演中止を除き、予約後のチケットの変更・取消、ならびに購入後のチケットの
変更・払い戻しはできません。
※止むを得ない事情により曲目・出演者・演奏順など一部変更になる場合がござい
ます。ご了承ください。
※車椅子での鑑賞をご希望の場合は、予約の際にお問い合わせください。
※チケット購入にかかる手数料は購入者にご負担いただきます。
※チケットの残席がない場合は、当日券の販売はございません。
※高校生以下チケットの場合、当日学生証をご提示いただく場合がございます。
※このチラシに記載されている情報は2023年1月末日時点での情報です。状況に
より実施方法等が変更になる場合がございますので、必ず各公演の詳細をホー
ムページ、個別チラシ等で事前にご確認ください。
※公演によりチケット購入方法が異なります。必ず各公演の詳細をホームページ、
個別チラシ等で事前にご確認ください。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

阪 哲朗 前橋 汀子山形交響楽団やまがた舞子

酒井 有彩佐藤 寿一 砂川 涼子いっちー＆なる

●対象スポット

やまぎん県民ホール
山形市民会館
山形テルサ
山形県郷土館「文翔館」
霞城セントラル

デジタルスタンプラリーの参加方法

対象スポットに行く

デジタルスタンプラリー参加QRコードにアクセス

注意事項

山形県立博物館
山形県立図書館
山形美術館
最上義光歴史館
やまがたクリエイティブシティセンターQ1

山形まるごと館 紅の蔵
七日町御殿堰
JR山形駅

やまがた文化の回廊フェスティバル2023  

賞品

期間

山形市コミュニティサイクルサイクルポート一覧

●くじ引き参加方法

7ヶ所のデジタルスタンプを取得し、やまぎん県民ホール1階事務室受付に
お越しください。くじを1回引けます。

●くじ引き締切

3/26（日）16：00まで

対象スポット13ヶ所のうち、7ヶ所のスタンプを集めて
くじ引きにチャレンジ！

やまがた文化の回廊フェスティバル2023実行委員会事務局
山形県総合文化芸術館  指定管理者  みんぐるやまがた

〒990-0828  山形市双葉町1-2-38  やまぎん県民ホール
TEL.023-664-2220　FAX.023-664-2209
（開館時間／9：00～22：00  ※火曜休館、祝日の場合はその直後の平日）

ホームページ  https://bunka-no-kairo.jp

（山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた（事務局）・山形市民会館指定管理者 山形市民会館管理運営共同事業体・
  山形テルサ指定管理者 一般財団法人山形市都市振興公社）

https://bunka-no-kairo.jp

特設サイト

やまがた文化の回廊
フェスティバル 2023

C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

C Yoshinobu FukayaC Yoshinobu Fukaya

仲田 淳也
C Yuji HoriC Yuji Hori

C 篠山紀信C篠山紀信C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

C Masaki ARIYAMAC Masaki ARIYAMA

※参加賞もご用意しております。（先着順）

やまぎん県民ホール主催イベントの
ご招待券など、多数の賞品をご用意!
詳しくはホームページにて発表！！　

協力╱公益財団法人山形美術館・公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構・公益社団法人山形市シルバー人材センター・
　　　サントリービバレッジソリューション株式会社東北支社山形支店・仙台ターミナルビル株式会社・社会福祉法人山形いのちの電話・
　　　城下町やまがた探険隊・東北芸術工科大学・東北文教大学 児童文化部・認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭・一箱古本市＠山形・
　　　ヒステリックカークラブ仙台・ほほえみの会・まちなかクラフト2023春 実行委員会・最上義光歴史館・やまがたアートサポートセンターら・ら・ら・
　　　やまがたクリエイティブシティセンターQ1・山形市観光協会・山形市野草園・山形県芸術文化協会・山形県立産業技術短期大学校・山形県写真連盟・
　　　山形県立図書館・山形県立博物館・山形新聞・山形放送・中京テレビ・山形大学 地域教育文化学部 文化創生コース 音楽研究会・山形新都心開発株式会社・
　　　霞城セントラル総合案内・管理組合・山形まるごと館 紅の蔵・七日町商店街振興組合・株式会社富岡本店・DMOさくらんぼ山形・halkenLLP・
　　　JR東日本 山形駅・NPO法人東北エコリサイクルネットワーク研究会・0035 BY KIYOKAWAYA・Al-ché-cciano Concert（順不同）

2023

3 17 26金 日

2023

3 17 26金 日
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スタンプラリー
開催！

期間中

1

「山形市コミュニティサイクル」とは

スタートアップキャンペーン実施中！

初回利用時、最初の30分間 無料！
※2023年3月末まで

※“文化の回廊エリア”のサイクルポートは
　MAPページでご確認ください。

※“文化の回廊エリア”のバス停は
　MAPページでご確認ください。

※冬期運用休止中（2022年12月28日～）

2023年3月1日にサービス拡大予定（サイクルポート14ヶ所→40ヶ所）

山形市コミュニティサイクル

ベニちゃんバスが快適・便利！
市街地の移動は

巡ってみよう！

①山形駅東口交通センター前
②山形市役所 西側駐輪場
③やまがたクリエイティブシティセンターQ1
④山形まるごと館 紅の蔵
⑤やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
⑥東北芸術工科大学
⑦山形県庁前
⑧山形城三の丸土塁跡前
⑨霞城公園（山形美術館前）
　ほっとなる広場公園
　立谷川河川公園山寺緑地
　清風荘・もみじ公園
　遊学館（山形県立図書館）
　山形県郷土館「文翔館」　ほか　
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で
山形の芸術文化が彩る

“文化の回廊”を

スマホを使った簡単な手続きで、24時間自由に借りて自由に返却でき
る自転車貸出サービス（有料）です。
市内各所にサイクルポートを設置し、ポート間で電動アシスト自転車を
自由にご利用いただけます！

西部エリア・東部エリアと中心市街地エリアを巡回する便利なバス。

乗降時に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健
福祉手帳を提示した方（介助の同行者1名を含む）と、車いすを利用している
方（介助の同行者2名までを含む）は、上記運賃の半額（10円未満切り上げ）
になります。
※「障がい者手帳アプリ ミライロID」でも上記の運賃割引が適用となります。

●利用方法の詳細はQRコードよりご確認ください。

運行ルートについて、詳細は
QRコードよりご確認ください。

《料金》

《運賃》

ベニちゃんバスパンフレット

ベニちゃんバスの
　　　　運行状況がわかる！

やまこうバスナビ

実施主体：山形市
運営主体：ecobike株式会社

お客様サポート窓口
TEL：03-5308-0406

従量料金 定額料金

1日24時間上限15分毎

1,000円1,600円50円

東部・西部エリアまたは
中心市街地エリア内での乗降

大人運賃の半額

エリアを
またいだ乗降100円 200円

（受付時間7：00～21：00）

1

&

フェスティバル
期間中
毎日運行！

大人（中学生以上）

小学生

無料
未就学児

スタンプラリーに参加するにあたり、
右の注意事項をご確認ください。
なお、注意事項を守らない場合、スタ
ンプが消失する可能性がございます。
必ずご確認いただくようお願いいたし
ます。

SNSアプリやQRコードリーダーアプリから
アクセスするとスタンプが消失する可能性
があります。iPhoneはSafariで、Android
はChromeでアクセスしてください。

非推奨のブラウザで
アクセスしないでください
（iPhone・Android共通）

プライベートブラウズモード・シーク
レットモードはオフにしてください。
また、参加中はブラウザの履歴は消
さないでください。

シークレットモードは
使わないでください
（iPhone・Android共通）

iPhoneをご利用の方は、コントロールセン
ターにある「コードスキャナー」を使用し
ないでください。標準のカメラアプリで、
QRコードを読み取りご参加ください。

コードスキャナーは
使わないでください
（iPhoneのみ）

GPSをもとにスタンプを獲得する

スポットに設定された
位置情報の範囲内にいる
場合は、スタンプが獲得
できます。

1

2 3

デジタル
スタンプラリー参加

対象スポットに到着したら、「スタンプを押す！」ボタンを押してください。
位置情報の取得を許可するように注意を促すポップアップが表示されるの
で、「確認しました」を押してください。また、位置情報の取得確認が表示され
た場合は、許可してください。

スタンプラリーアプリのページの対象スポット一覧から
スタンプを獲得したいスポットを押してください。
スポットの情報が表示されるので、マップ等を確認しな
がらスポットへ向かいます。
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山形県郷土館
「文翔館」

山形県立図書館

やまぎん
県民ホール

山形テルサ

山形市民会館

山形県立
博物館

霞城セントラル

山形美術館

やまがた
クリエイティブ
シティセンターQ1

場所╱やまぎん県民ホール、霞城セントラル、
　　　七日町御殿堰

山形県
トップコンサート

令和4年度 第27回

時間╱13：30開演（13：00開場）
会場╱大ホール

山形テルサ 
ランチタイムコンサート

時間╱12：00開演（11：30開場）
会場╱テルサホール

3.17金 23木

3.17（金）ピアノ：酒井有彩　
3.23（木）ソプラノ：砂川涼子　ピアノ：仲田淳也

出演

【全席自由】各公演1,000円　2公演セット1,500円料金

村井秀清 Merged Images、マリンバ ピアチェーレ出演

3,000円料金

無料（全席自由）　料金

山形テルサ指定管理者 一般財団法人 山形市都市振興公社主催

山形テルサ TEL：023-646-6677問合

社会福祉法人山形いのちの電話主催

山形いのちの電話後援会事務局 TEL：023-645-4377問合

山形県総合文化芸術館 指定管理者
 みんぐるやまがた、
山形県芸術文化協会

主催

やまぎん県民ホールチケットデスク 
TEL：023-664-2204

問合

酒井 有彩 砂川 涼子 仲田 淳也
やまぎん県民ホール

山形テルサ
山形市民会館

街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて ひびきあう”

プロの演奏家による一流の音楽を、１時間弱のライトなコンサートとして楽し
んでいただく山形テルサの新企画！3.17（金）は国内外の数多くのオーケストラ
と共演を重ねる実力派ピアニスト酒井有彩、3.23（木）は名実共に今のオペラ
界を牽引する女性
声楽家の砂川涼子
がピアニスト仲田淳
也と共に登場。クラ
シック初心者の方
も、ぜひお気軽に足
をお運びください！

山形テルサオープンハウス
時間╱10：00～15：00
会場╱山形テルサ

3.26 日

JR東日本 山形駅主催 仙台ターミナルビル株式会社、DMOさくらんぼ山形協力

J R山形駅東西自由通路

やまがたエキナカマルシェ
時間╱10：00～16：00
会場╱JR山形駅東西自由通路、
　　   やまぎん県民ホール イベント広場

3.26日

S-PAL・メトロポリタンブースでは、人気商品や
限定品を販売。自治体ブースでは、地元ならで
はの魅力ある商品の販売やおススメ観光の情
報も。また鉄道を利用して運んだイチ押しグル
メの販売もあります。やまぎん県民ホールイベ
ント広場では飲食ブースを出店！

無料（無料開館日）料金 山形県立博物館 TEL：023-645-1111主催・問合

無料料金

やまがたクリエイティブシティセンターQ1 TEL：023-615-8099

山形県立博物館

博物館特別無料開館日
時間╱9：00～16：30（最終入館は16：00まで）
会場╱山形県立博物館

3.19日
新収蔵や特別公開される資料が展示される「第5回やまはくセレクション展」
を開催中！この機会にぜひご来館ください。 

ダイナミックシート 5,800円（オリジナルグッズ付き）［予定枚数終了］／
S席 4,200円／A席：3,200円
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。
　但し、お席の必要な場合は有料。

料金

山形新聞・山形放送／中京テレビ主催

山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた共催

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル 
DINO-A-LIVE

時間╱①10：30 ②13：30 ③16：30　
              ※公演時間／約60分 
　　　 ※開場時間／各公演45分前（予定）
会場╱大ホール

3.19日

恐竜の呼吸、息づかいを感じながら恐竜とその時代を楽しく
学べる、迫力のステージ！

やまがたクリエイティブシティセンターQ1

Q市ナイトマルシェ
時間╱17：00～21：00
会場╱やまがたクリエイティブ
　　　シティセンターQ1

3.23木
「Q市（キューイチ）」とは、Q1が主催するマルシェイベントの総称です。県内外から個
性豊かな出店者が集い、賑わいをつくります。 「Q市」はこれからも毎月開催されるイ
ベントとなります。ぜご注目ください！

ぼよよん行進曲、さんぽ、小さな世界 ほか
今年のゲストはYouTubeでもお馴染みの「いっちー＆なる」
さんです。ご家族みんなで楽しめるコンサートです。

詳細が決まり次第、山形県立図書館
ホームページ等でお知らせします
山形県立図書館
TEL: 023-631-2523

やまがたの宝パネル展
スタインウェイを
弾いてみよう2023

～建造物編～

時間╱9：00～16：30
会場╱2階ギャラリー

会場╱
山形県立図書館

山形県立図書館

スプリングフェスタ2023

一般800円　高大生400円、小中生200円（土曜日は中学生以下無料）料金

山形県写真連盟、山形新聞・山形放送、山形美術館主催

山形美術館 TEL：023-622-3090問合

山形美術館

第57回 山形県写真展

時間╱10：00～17：00（入館は16：30まで）　会場╱山形美術館

2. 3.23
山形県内在住の写真家および写真愛好家から広く作品を募集し、県写真文化
の振興と発展に寄与することを目的として行われる県内最大の写真公募展。
本年で57回を迎えます。

令和4年度に全国大会出場などの成績を
おさめた合唱、吹奏楽、マーチングバンド
などによるコンサートです。

山形市・山形市民会館指定管理者 
山形市民会館管理運営共同事業体

主催

山形市民会館 TEL：023-642-3121問合

主催・問合

ファンタジックコンサート
時間╱14：00開演（13：15開場）
会場╱大ホール祝火・3.21

いっちー＆なると一緒に、山形交響楽団の生演奏に合わせ
て遊んじゃうコンサートです。

議場ホールのピアノ、スタインウェイ（C-227）を弾いてみませんか？
大正ロマンを感じる議場ホールで、スタインウェイの音色をお楽しみくだ
さい♪　※事前応募制　応募締切  2.21（火）必着山形県内にある国指定及び県指定文化財建造物をパネルで紹介します。

県民に愛され、大切に保存・活用されている山形の宝をどうぞご覧ください。

ゲスト：
指　揮：
管弦楽：

いっちー＆なる（ボンボンアカデミー）
佐藤寿一
山形交響楽団

出演

内容

内容

500円（全席指定）　3歳未満のひざ上鑑賞無料料金

公益財団法人山形県生涯学習文化財団主催

山形県郷土館「文翔館」 TEL：023-635-5500問合

無料料金

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」

無料・事前申込不要　先着100名まで料金

城下町やまがた探険隊、山形市観光協会運営主体

城下町やまがた探険隊

“舞子のいる街”めぐり

時間╱9：30～13：00頃（受付9：00～）
受付場所╱文翔館前広場

春薫る城下町山形をめぐる「やまがた文化の回廊フェスティバル」
特別仕様の街歩き春の「ぶらぽ倶楽部」。“やまがた舞子”の華やかな
舞も観賞！

無料（要事前申込）料金

10：00～16：00時間

小学3年生以上（小学2年生以下は保護者同伴）対象年齢

各テーマ1時間毎6名定員

10：00～15：00時間 西側玄関前周辺会場 無料料金
山形県立産業技術短期大学校主催

無料料金

①10：00～10:20 　②10：40～11：00
③11：20～11：40

時間

映画上映 ①10：30～※上映後監督トークあり
                   ②13：30～ ※上映後監督トークあり
ワークショップ 10：00～

時間

東北文教大学 児童文化部企画・運営

無料料金

山形大学地域教育文化学部 文化創生コース
音楽研究会

企画・運営

時間╱10：00～16:00
会場╱やまぎん県民ホール

3.26 日

やまぎん県民ホール
オープンハウス2023

オーケストラの日2023

時間╱16：00開演（15：00開場）
会場╱大ホール

3.26 日
全国のプロフェッショナル・オーケストラでは、オーケストラにもっともっと親しんで、楽しんで
いただこうと、それぞれの地域で工夫を凝らした「オーケストラの日」を展開しています。

指揮：阪 哲朗
ヴァイオリン：前橋汀子
管弦楽：山形交響楽団
阪哲朗と一緒に、音楽の父“バッハ”の世界を
旅してみませんか？
～オーケストラ編曲で聴くバッハの名曲～
 J.S.バッハ：シャコンヌ、
　　　　　小フーガ ト短調、プレリュード
　　　　　他、管弦楽組曲（抜粋）
　　　　　などをお届けします！
巨匠 前橋汀子と贈る名曲プログラム
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 
                                   ホ短調 Op.64

出演

内容

一般2,000円╱高校生以下1,000円

10：00～11：30 ・指揮者体験　・ミニコンサート　・スタンプラリー　
・楽器博物館　・バックステージツアー

料金

阪 哲朗 前橋 汀子

佐藤 寿一 いっちー＆なる

お話の世界へようこそ

★クロモジのサシェ（匂い袋）作り
サシェ（匂い袋）を自分で作ってみよう!

さんぎたんワークショップ

昭和の名車展示

10：00～15：00時間 1階大会議室会場 無料料金

山形市シルバー人材センター会員による作品展示

13：30開演（13：00開場）時間 テルサホール会場

11：00～15：00時間 無料料金館内見学

第18回 山形いのちの電話 チャリティーコンサート

3.18（土）～3.26（日）展示期間 １階共有スペース会場 無料料金

令和４年度野草園写真コンテスト入賞作品展示

●スタジオ1

10：00～16：00時間 まちなかクラフト2023 春 実行委員会主催

まちなかクラフトvol.15 2023春

10：00～16：00時間 JR東日本山形駅主催

仙台ターミナルビル株式会社、DMOさくらんぼ山形協力

やまがたエキナカマルシェ飲食ブース

『つつんで、ひらいて』
（監督  広瀬奈々子／2019年／日本／94分）

上映作品

500～1,200円（要事前申込）料金

認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭主催

認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
TEL：023-666-4480

申込・問合

山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）
出張上映＋子どもワークショップ

●スタジオ2＆練習室3

装丁者・菊地信義を追ったドキュメンタリー映画の上映
と、実写コマ撮りアニメのワークショップを開催！

●練習室1

大型絵本・大型紙芝居・エプロンシアター・パネルシア
ターなどを使ったお話がいっぱい！
みんなで一緒に楽しめる手遊びの時間もあります。

無料（当日受付・先着順）料金

時間 内容

入場無料・申込不要料金

①10：00～12：00　定員40名
②13：00～15：00　定員40名

時間

公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構主催

わくわく！木工体験会！
●練習室2

●イベント広場

10：00～16：00時間 一箱古本市＠山形実行委員会主催

一箱古本市＠山形
30店ほどの店が古本を売ります。個性豊かなお店の品ぞろえや、
本好き店主とのおしゃべりなど自由にお楽しみ下さい。

●ピロティ・雁木通路

10：00～15：00時間

ほほえみの会協力

ロビーリレーコンサート

つるし雛展示（展示期間：2.18（土）～3.26（日）

山形大学の学生によるリレーコンサート

山形の特産「紅花」からとれる「紅（ベニ）」を使った、
お守りづくり体験。

●1階ロビー

無料（当日受付・先着順）料金

各回20名定員

山形県立博物館企画

無料料金

①10：00～11：00
②11：30～12：30

③13：30～14：30
④15：00～16：00

時間

無料料金10：00～16：00時間

ワークショップスペース
・紅のお守りづくり

・石ころまんまるキャンバス　・缶バッジづくり

●共有スペースA

halkenLLP、やまがたアートサポートセンターら・ら・ら企画

東北芸術工科大学協力

halkenLLP、やまがたアートサポートセンターら・ら・ら企画

無料（要事前申込）料金 東北芸術工科大学協力

「さわる／ふれる」～共振するからだ～

無料料金 山形県企画

工業×福祉×デザイン連携プロジェクト
「こうふくで山形」展

●共有スペースA・B展示【展示期間：3.18（土）～26（日）】

※セット価格で購入できるのは、山形テルサ又は冨岡本店にて、両公演のチケッ
トを同時に購入した場合のみになります。
※未就学児入場不可。当日は2歳以上の未就学児のお子さまをお預かりする「無
料キッズを開設いたします。ご利用の方は3.7（火）までに山形テルサにお申し
込みください。
※車イスでのご鑑賞の方は、ご来場前に事前に山形テルサまでご連絡ください。

※小学生以上が入場いただけます問合

まちなかクラフト2023 春 実行委員会主催

TEL：090-9424-4528（刺し勇） 問合

まちなかクラフト2023 春 実行委員会主催

TEL：090-9424-4528（刺し勇）

問合

山形県文化芸術交流発信事業実行委員会・公益社団法人山形交響楽協会主催

共催

山響チケットサービス  TEL：023-616-6607

3.
有料（詳しくはお問い合わせください）料金

まちなかクラフト 
ワークショップ

まちなかクラフト 
vol.15  2023春

時間╱9：30～16：30
会場╱2階練習室1

「さわる／ふれる」～共振するからだ～映画上映会

6名のクラフト作家に作り方を直接教わる
ワークショップです。

山形ビエンナーレ2022の記録映画「エチュード」を上映します。
ゲストに監督・福原悠介と振付家・ダンサーの砂連尾理をむか
え、アフタートークも予定しています。

3.24 金
時間╱10：00～16：00
会場╱イベント広場
71組のクラフト作家、手工芸作家、職人を迎えて作品
の展示販売を行います。春空の下、お気に入りの作品
を見つけに来てください。キッチンカーも出店します。

3.25土

3.25土

26 日

3.18 25 土土

同日開催 オーケストラとあそぼう！〈ワークショップとミニコンサート〉

（スタート：文翔館～ゴール：やまぎん
県民ホールのコース）

無料料金

まちなかライブピアノ

3.17 26 日金～ ※「つむぐピアノ」「天
空のピアノ」「七日町
御殿堰ストリートピ
アノ」の演奏可能日
時については決定
次第、ホームページ
でお知らせします。

公益社団法人日本オーケストラ連盟

やまぎん県民ホールの「つむぐピアノ」、霞城セントラル24Fの「天空の
ピアノ」、七日町御殿堰に特別設置するストリートピアノを自由に演奏
して、街なかに音楽を響かせよう！

2023

3 17 26金 日

～ 21 祝火・祝木・

21 祝火・

無料料金 主催・問合

主催・問合

山形まるごと館 紅の蔵  TEL：023-679-5101

山形まるごと館　紅の蔵

紅花商人の旧家に伝わる時代雛展
時間╱10：00～18：00
会場╱街なか情報館

2. 3.16 木

享保雛をはじめとした時代雛を展示します。　長谷川家に代々受け継がれてきた、
華やかで優雅な雛人形の数々。紅花の取引によって京都などからもたらされた上方
文化を垣間見ることが出来る貴重なお雛様です。

～ 29水

2. 3.18 19日土～
時間╱9：30～15：45
会場╱議場ホール

公益財団法人山形県生涯学習文化財団主催

山形県郷土館「文翔館」 TEL：023-635-5500問合

無料料金

3.17 18土金

※３歳以上のお子さまはチケットが必要です。また、３歳
未満のお子さまでもお席が必要な場合はチケットをお
買い求めください。

１.ゲームプログラミング体験
２.ロボットプログラミング体験

３.IoT電池でモノを動かそう！
４.折り紙建築を作ってみよう！
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山形市コミュニティサイクル
サイクルポート

べにちゃんバス
バス停

デジタルスタンプラリー
スタンプ対象スポット

①山形駅東口交通センター前
②山形市役所 西側駐輪場
③やまがたクリエイティブ
     シティセンターQ1
④山形まるごと館 紅の蔵
⑤やまぎん県民ホール
    （山形県総合文化芸術館）
⑥東北芸術工科大学
⑦山形県庁前
⑧山形城三の丸土塁跡前
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やまぎん県民ホール
山形市民会館
山形テルサ
山形県郷土館「文翔館」
霞城セントラル
山形県立博物館
山形県立図書館
山形美術館
最上義光歴史館
やまがたクリエイティブシティセンターQ1
山形まるごと館 紅の蔵
七日町御殿堰
JR山形駅

山形駅前
センタービル前
山形城三ノ丸跡
十日町紅の蔵前
中央郵便局前
本町
七日町
市役所南口
旅篭町四辻
霞城公園前
NHK前
鈴らん街
城西一丁目
総合福祉センター口
霞城公園南門口
山形テルサ前
山交ビル前
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9

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS
GPS

GPS

GPS

GPS

GPS

GPS 谷

オーケストラコンサート

時間╱13：00～17：00
会場╱スタジオ2

県立図書館にあるさまざまな本を活
用しながら、新しい発見や学びにつ
ながる講座や、春を感じさせる本の読み聞かせなどのイベントを、期間中の土
日を中心に複数開催します。また、時節に応じた本の企画展示を常時実施し
ており、自由にご覧いただけます。

⑨霞城公園（山形美術館前）　
　ほっとなる広場公園
　立谷川河川公園山寺緑地

　清風荘・もみじ公園
　遊学館（山形県立図書館）
　山形県郷土館「文翔館」　

※冬期運用休止中
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※天候により内容が変更になる場合があります。

C Masaki ARIYAMAC Masaki ARIYAMA

C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki C 篠山紀信C篠山紀信

山形交響楽団
C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

C Yoshinobu FukayaC Yoshinobu FukayaC Yuji HoriC Yuji Hori
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