
7
月

ぎおん柏崎まつり（柏崎市）
ウミガメ産卵観察会（御前崎市）

沖揚げまつり（神恵内村）
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いいだ人形劇フェスタ2012（飯田市）

美浜ハートフル朝市（美浜町）※毎週日曜日

風間浦のイカ釣り体験（風間浦村）
まちなかライトアップ（会津若松市）

おも城サイトミュージアム（竹田市）※第2・4金曜

第32回共和かかし祭（共和町）第40回いわない怒涛まつり（岩内町）

第24回
苓北じゃっと
祭（苓北町）

むつ市田名部まつり（むつ市）
8
月

第32回馬路おしどりマラソン（馬路村） 川内大綱引
（薩摩川内市）

美浜ハートフル朝市（美浜町）※毎週日曜日
おも城サイトミュージアム（竹田市）※第2・4金曜

まちなかライトアップ（会津若松市）
9
月

　積
しゃこたん

丹半島
の夏を告げ
る第34回沖
揚げまつり
が開催され
ます。「ホタテ釣り」などのお楽しみ
や漁協と商工会による魚介類・海産
物の販売が行われ、まつりの看板と
もいえる「神恵内龍神鰊沖揚音頭」
や「松前神楽」などの郷土芸能、歌謡
ショーなどで盛り上がります。
【開催日】 毎年7月第1日曜日
（今年は7月1日開催） 
【主催】 神恵内沖揚げまつり実行委員会 
【問合せ先】
神恵内村役場産業建設課 ☎0135-76-5011
神恵内村商工会 ☎0135-76-5115
【URL】 www.vill.kamoenai.hokkaido.jp

神
かも

恵
え

内
ない

村
むら

神恵内のおいしい夏
～沖揚げまつり

北海道

　盃
さかずき

海水浴
場を会場に
泊の味コー
ナーでは新
鮮な海の幸
を使った焼きイカ・ホタテやウニ丼
などが味わえます。また、姉妹提携
をしている愛媛県伊方町の特産品コ
ーナーも設けられ、特産品の販売等
が行われます。ステージではキャラ
クターショーなどが行われ、夕方に
は有名タレントによる歌謡ショーが
まつりを盛り上げ、日本海の漁り火
をバックに弁天島から打ち上げられ
る花火がフィナーレを飾ります。
【開催日】 ７月21日（土）  10：00～
【主催・問合せ先】 群来まつり実行委員会
（泊村役場経済部産業課内）☎0135-75-2101
【URL】 www.vill.tomari.hokkaido.jp

泊
とまり

村
む ら

泊の夏を彩る
～第41回とまり群

く き

来まつり

北海道

　町のキャ
ラクター・
かかしをメ
インとした
共和町なら
ではのユニークな参加型イベントで
す。町民による個性的な手作りかか
しが勢ぞろいする「かかしコンクー
ル」を筆頭に、ばん馬や芸能ショー
などの趣向を凝らした催しが満載。
農産物の試食会や即売会、バーベキ
ューなどおいしいメニューも充実し
ています。
【開催日】 8月18日（土）・19日（日）
【開催場所】 憩いの広場（共和町役場裏）
【主催・問合せ先】 共和かかし祭実行委員会
事務局（共和町役場産業課商工観光係）
☎0135-73-2011
【URL】 www.town.kyowa.hokkaido.jp

共
きょう

和
わ

町
ちょう

ユニークな参加型イベント
～第32回共和かかし祭

北海道
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「電気のふるさと」では電源地域の各市町村で開
催されるイベントや伝統的なお祭りなどの情報を
まとめて掲載するコーナーをつくりました。今回
は7・8・9月の情報です。読者の皆様方で掲載の
ご希望がございましたら、電気のふるさと編集室
までお知らせください。自薦、他薦を問いません。

■地域振興部 振興業務課 電気のふるさと編集室
☎03-6372-7305
E-mail ：furusato@dengen.or.jp



　イカ釣り遊覧体
験を試してみませ
んか。海から引き
上げた針にイカが
かかった瞬間の感
触は格別です。も
しかするとイカの
鳴き声も聞くことが出来るかも知れ
ません。船上から見る大間岬に沈む
夕陽は絶景です。
【開催期間】 7～8月
※休み：毎週金曜日・イカ漁休漁日
【体験時間】 17：30～18：30
（漁場まで約15分）
【体験料金】
大人（1人）3,000円  小学生（1人）1,500円
※幼児不可
【イカ釣り体験申込先】
 風間浦村観光協会 ☎0175-36-2353
【URL】 www.kazamaura.jp
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ま
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夏限定！
～風間浦のイカ釣り体験

青森県

　各チーム
が鳴子を手
に、見事な
パフォーマ
ンスと華麗
な踊りを披露するイベント「ひがし
どおりよさこい来

か

さまい祭り」。毎
年8月最終日曜日に村内外から十数
チームが参加します。村の中心地、
ひとみの里でのパレード、ふるさと
広場での舞台演舞など、ところ狭し
と踊る気迫あふれる演技は観るもの
に感動を与えます。会場の観客と踊
り手の心がひとつになり、短い下北
の夏の終わりを盛り上げます。
【開催日】 8月26日（日）
【主催】 東通村役場 つくり育てる農林水産課
（商工振興G） ☎0175-27-2111
【URL】 www.vill.higashidoori.lg.jp

東
ひがしどおりむら

通村
北の夏の終わりを盛り上げる
～ひがしどおりよさこい来さまい祭り

青森県

　下北半島
最大の祭り
で知られる
「田

た な ぶ

名部神
社例大祭」
では、北前船によって伝えられたと
いわれる京都祇園の流れを汲む豪華
な5台の山車が、お囃子とともに市
内を巡行します。クライマックスは
最終日深夜の「五車別れ」で来年の
再開を期すもの。期間中の夜に繰り
広げられる流麗な「おしまこ流し踊
り」も必見です。本州最北端の市で
京都の香りが漂うお祭りです。
【開催日】 8月18日（土）～20日（月）
【開催場所】 むつ市田名部地区
【問合せ先】 むつ市商工観光課
☎0175-22-1111（代）
【URL】 www.shimokita-kanko.com

むつ市 青森県

　港町岩内ならで
はの特産品である
「身欠きニシン」
など「食」をメイ
ンにしたイベント
です。地元飲食店
による「岩内たら
福屋台村」では、各店自慢の逸品を
ご提供します。さらに40回を記念し
て、夜空にきらめく数千発の大花火
大会を開催！　キャラクターショー
やライブなども繰り広げられ、町の
ゆるキャラ「たら丸」もお待ちして
おります。
【開催日】 8月4日（土）・5日（日）
【主催・問合せ先】 いわない怒涛まつり実行
委員会（岩内町企画経済部企画産業課内）
☎0135-62-1011（内線315）
【URL】 www.town.iwanai.hokkaido.jp

岩
いわ な い

内町
ちょう

自慢の逸品を満喫
～第40回いわない怒涛まつり

北海道

　毎年、舟
競争大会、
ライブショ
ー、マグロ
解体ショー
などが行われます。中でも舟競争大
会では、激しい戦いが繰り広げられ
ます。マグロ解体ショーは、巨大大間
マグロを目の前で解体し、 刺身を先
着順で無料配布。毎年沢山の行列が
並び大間のマグロを味わうことがで
きます。夜には大間の夜空に約3,000
発の花火が打ち上げられ、夏の夜空
を彩ります。
【開催日】 8月14日（火）  9：30～20：30
【開催場所】 大間港（大間町大間字大間）
【問合せ先】 大間町役場産業振興課
 ☎0175-37-2111（代）
【URL】 www.town.ooma.lg.jp

大
おお

間
ま

町
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“大間のマグロ”を味わう
～ブルーマリンフェスティバル

青森県

　佐井村を
代表する景
勝地である
仏ヶ浦は、
古くから地
元の人々の信仰の場所として大切に
されてきました。仏ヶ浦海岸には地
蔵堂が建てられ、毎年7月24日には
仏ヶ浦まつりと称して礼拝が行われ
ます。地元の女性が集まり、海岸に
点在する地蔵や奇岩へご詠歌を奉納
します。また、数人で輪になり、念仏
をお唱えしながら長い数珠をみなで
廻します。
【開催日】 7月24日（火）
【時間】 9:00～15:00頃
【問合せ先】 さいむら観光協会
 ☎0175-38-4515
【URL】 saikanko.sakura.ne.jp

佐
さ い

井村
むら

下北の伝統行事に触れる
～仏ヶ浦まつり

青森県

京都祇園の流れを汲む山車が巡行
～むつ市田名部まつり
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　会津若松
市では、市
内の歴史的
な建物を中
心に日没か
ら午後9時までライトアップを行い
ます。夕涼みがてら幻想的な夜の城
下町を散策してみませんか。それに
合わせて10月27日までの毎週土曜
日と、月曜日が祝日の場合の日曜日、
まちなか周遊バス「ハイカラさん」
や「あかべぇ」の夜間運行も行います。
【開催日】 7月9日（月）～11月30日（金）
日没～21:00
【問合せ先】 ライトアップ：会津若松観光
ルネッサンス協議会事務局（会津若松市観
光課内） ☎0242-39-1251
夜間運行：会津バス若松営業所
☎0242-22-5555
【URL】 www.aizukanko.com

会
あい

津
づ

若
わか ま つ

松市
会津の夏の夜をご案内
～まちなかライトアップ

福島県

　柏崎市内
の小中学生
によるマー
チングパレ
ード、市民
参加の民謡街頭流し、勇ましい掛け
声と共に山車や神輿を繰り出すたる
仁
に わ か

和賀など魅力満載。クライマック
スは、26日夜の越後三大花火の一つ
である大花火大会。様々なスターマ
インをはじめ、尺玉100発一斉打ち
と百花繚乱の花火大会は見るものを
魅了。玉数約15,000発、毎年20万人
以上の観客で賑わいます。
【開催日】 7月24日（火）～26日（木）
【開催場所】 柏崎市東本町、西本町、中央海
岸一帯
【主催・問合せ先】 ぎおん柏崎まつり協賛会 
☎0257-22-3161
【URL】 www.e-cotte.com/hanabi/

柏
かしわ

崎
ざ き

市
越後三大花火に酔いしれる
～ぎおん柏崎まつり

新潟県

　美浜町の
農家・漁業
団体などで
構成される
グループが
収穫した野菜、魚介類、花苗等を持
ち寄って開かれる朝市で、新鮮で安
価な産品に人気が集まっています。
特に、8月12日、11月25日、12月27
日は「お得な日」になっています。観
光客向けにバーベキュー用品なども
売っています。
【開催時期】 4月15日（日）から12月23日（日）
までの毎週日曜日の朝8時から
【開催場所】 美浜町久々子水神公園広場
【主催】 美浜ハートフル朝市の会
【問合せ先】 美浜町役場農林水産課
☎0770-32-6706
【URL】 www.wakasamihama.jp

美
み

浜
はま

町
ちょう

安くて新鮮な食材が満載！
～美浜ハートフル朝市

福井県

　漁
いさりびそう

火想は
「人の和」
を広げるこ
とを目的と
した、手づ
くりイベント。約12,000本の砂浜キ
ャンドル・まちなかキャンドルと、
市販のドラゴン花火を使用する櫓龍
（やぐらドラゴン）などの花火によ
って構成されています。年々スケー
ルアップして高浜の夏を彩る、静と
動の一大イベントになっています。
【開催日】 7月28日（土） 17：00～
【開催場所】 城山海水浴場および高浜町内
（砂浜キャンドル・まちなかキャンドル）、
城山海水浴場～鳥居浜海水浴場（櫓龍（や
ぐらドラゴン））
【主催】 若狭たかはま漁火想実行委員会
（若狭高浜観光協会）☎0770-72-0338
【URL】 www.wakasa-takahama.jp

高
たか は ま

浜町
ちょう

静と動の光の饗宴
～漁火想2012

福井県

　毎年8月
の上旬に飯
田市で開催
される、日
本最大の人
形劇の祭典です。全国・海外から人
形劇団が参加し、様々な人形劇が市
内のあちこちで上演されます。上演
以外にも、人形劇パレード、人形劇
の基礎を学ぶワークショップなど、
楽しい企画盛りだくさんのお祭りで
す。
【開催日】 8月2日（木）～5日（日）
【開催場所】 飯田市全域の約120会場
【主催】 いいだ人形劇フェスタ実行委員会・
飯田市・飯田市教育委員会
【問合せ先】 いいだ人形劇フェスタ実行委
員会事務局  担当：松村 ☎0265-23-3552
【URL】 www.iida-puppet.com

飯
いい

田
だ

市
イマココダケ劇場
～いいだ人形劇フェスタ2012

長野県

　華やかに乱舞す
るYOSAKOIや幻想
的な松

たいまつ

明行列、太
鼓の乱打にはじま
り、高さ20m、重さ
１tの木の葉形の
巨大松明を、火の
粉を浴びながら懸命に回す勇壮な若
衆の姿は見るものを圧倒します。300
年余りの伝統を持つ愛宕の火祭り大
火勢を今に受け継ぐもので、若狭お
おいの夏は、この炎の饗宴で一気に
最高潮に達します。
【開催日】 8月4日（土）
【開催場所】 うみんぴあ大飯
【主催・問合せ先】 スーパー大火勢実行委
員会 ☎0770-77-9111
【URL】 www.town.ohi.fukui.jp

おおい町
ちょう

勇壮・豪快！
～第18回若狭おおいのスーパー大

おおがせ

火勢

福井県
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　アカウミ
ガメは国際
的な絶滅危
惧種として
指定されて
います。御前崎市は、まとまった数
のウミガメが産卵のために上陸して
くる日本の北限として貴重な場所で
あるため国の天然記念物として地域
指定を受けています。そのため市教
育委員会より7名をウミガメ保護監
視員に委嘱し、保護活動を行ってい
ます。下記のURLを確認して観察会
に参加ください。
【開催日】 ７月22日（日）～29日（日） 20：30
～22：00  【開催場所】 下岬海岸（「下岬」信号
機付近）  【主催・問合せ先】 御前崎市教育委
員会 社会教育課 ☎0548-63-1129
【URL】 www.city.omaezaki.shizuoka.jp/sha
kyo/umigame/pdf/sanran-kansatsu2012.pdf

御
お

前
まえ ざ き

崎市
生命の営みに感動
～ウミガメ産卵観察会

静岡県

　伊方杜氏
の造った地
酒など、伊
方町の特産
品などを広
く町内外にPRし、消費拡大と地場産
業の振興を図るためのサマーフェス
ティバル。杜氏の里の酒祭りや、伊
方踊りなどの催しが開催されます。
フィナーレには、夜空を飾る約4,000
発の花火が打ち上げられます。昨年
からは東北支援として、岩手県の清
酒18銘柄の試飲も行っています。
【開催日】 7月29日（日） 8：50～20：00
【開催場所】 伊方中学校グラウンド他
【問合せ先】 伊方町産業振興課商工振興室
☎0894-38-0211（代）
【URL】 town.ikata.ehime.jp/kankou/

伊
い

方
かた

町
ちょう

地産地消を推進する
～きなはいや伊方まつり

愛媛県

　馬路村で
毎年9月の
第3日曜日
に行われる
のが「馬路
おしどりマラソン大会」。このマラソ
ンのユニークなルールは、夫婦で参加
して、必ずお互いの手を握りあってゴ
ールするということ。村内外からた
くさんの参加者がある人気のイベン
トです。３kmと５kmのコースがあり
参加費は夫婦で5,000円。参加者には
馬路村のゆずの加工品、完走者にはメ
ダルが贈られます。
【開催日】 9月16日（日） 9：30～
【主催】 馬路村教育委員会 ☎0887-44-2216
【URL】 www.vill.umaji.kochi.jp/html/
kyouiku.htm

馬
うま

路
じ

村
むら

手をとり仲良くゴール
～第32回馬路おしどりマラソン

高知県

　「じゃっ
と祭」は従
来行われて
きた夏祭り
と港祭りを
統合して昭和63年に発足した町民総
出の祭り。「じゃっと」とは苓北町の方
言で、「そうだ」「本当だ」という意味に
なります。将来にむけて「地域住民こ
ぞって、そうだ（じゃっさい）と一丸と
なって突き進もうという願いが込め
られています。海をテーマに、花火大
会、ペーロン大会などの催しが行わ
れ、苓北町は祭り一色に染まります。
【開催日】 ①8月5日（日）天草れいほくペー
ロン大会 ②8月11日（土）苓北じゃっと祭
花火大会  【開催場所】 ①苓北町富岡袋港 
②苓北町富岡港周辺  【主催・問合せ先】苓
北町商工観光課  ☎0969-35-1111
【URL】 reihoku-kumamoto.jp
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町民が主役
～第24回苓北じゃっと祭

熊本県

　国指定史
跡岡城跡は
昭和11年に
指定を受け
て以来、今
年で76年になります。『荒城の月』ゆ
かりの岡城跡への理解を深め、知ら
れざる岡城の魅力を見つけ、新たに
整備された曲輪を見学するプログラ
ムです。月2回、市教育委員会文化財
課の職員が専門的な内容を含め、わ
かりやすく史跡内の案内を行ってい
ます。（要予約）
【開催日】 毎月第2・4金曜日  13：00～（約２
時間） ※小雨決行
【集合場所】 岡城跡駐車場
【主催・問合せ先】 教育委員会文化財課 
☎0974-63-4818
【URL】 www.city.taketa.oita.jp
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『荒城の月』ゆかりの地
～おも城サイトミュージアム

大分県

　日本一の
大きさ・重
さを誇るジ
ャンボ綱を
男たちが一
斉に引き合う川内大綱引。いわゆる
普通の綱引きとは全く異なる薩摩川
内市の伝統行事です。鹿児島県およ
び薩摩川内市指定無形民俗文化財に
もなっています。体と体が激しくぶ
つかり合うその様は“喧嘩綱”とも呼
ばれ、見るものを圧倒します。400年
以上も続くといわれる男たちの熱い
闘いを見に毎年多くの観光客が訪れ
ます。観光客は「綱打ち」にも参加で
きます。
【開催日】 9月22日（土） 19:00～
【主催】 川内大綱引保存会  ☎0996-21-1851
【URL】 ootsuna.satsuma-sendai.jp
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内市
見るものを圧倒する“喧嘩綱”
～川内大綱引

鹿児島県

13 電気のふるさと Vol.28


