
佐井のおさかなまつり（佐井村）

大間超マグロ祭り（大間町）

むつ市のうまいは日本一! in亀戸“むつとの遭遇”（むつ市）

ひがしどおり新そば街道まつり（東通村）

第29回ろっかしょ産業まつり（六ヶ所村）

一関・平泉バルーンフェスティバル2012（一関市）

本場大館きりたんぽまつり（大館市）

第13回男鹿梨まつり（男鹿市）

コスキン・エン・ハポン2012（川俣町）

常陸秋そばフェスティバル2012（常陸太田市）

第33回九頭竜紅葉まつり（大野市）

美濃和紙あかりアート展（美濃市）

白川郷どぶろく祭り（白川村）

第30回備前焼まつり（備前市）

志和こんぶまつり（四万十町）

唐津くんち（唐津市）

曽木の滝公園もみじ祭り（伊佐市）

いちき串木野づくし産業まつり 地かえて祭り（いちき串木野市）

松江水燈路（松江市）
※9/15～10/14の土日祝

第58回菊の祭典 二本松の菊人形（二本松市）

下風呂若宮稲荷神社例祭（風間浦村）

第58回菊の祭典 二本松の菊人形（二本松市）

10
月

11
月

解体後の見事な厚みのマグロ

夜の下風呂を彩る山車

新鮮な魚を買い求める人たち

　脂の乗っ
た大間マグ
ロを食べる
事ができる
毎年10月に
大間港特設
会場で開催
されているイベントです。
　メインは迫力満点のマグロ解体ショー
です。毎年立ち見が出るほどの人気です。
また、マグロをはじめとする大間町の特産
品の即売会も開催され大好評です。例年、
全国各地からから多くの観光客で賑わい
ます。表題にある「朝やげ夕やげ横やげ」
とは、太平洋からの朝日、日本海に沈む夕
日、対岸の函館の夜景を横から見られる
という大間町を表しています。
【開催日】10月20日（土）、21日（日）
【開催場所】大間港特設会場
【主催・問合せ先】大間町観光協会（大間町商工会
内） ☎0175-37-2233　【URL】oma-wide.net

大
おお

間
ま

町
まち

2012朝やげ夕やげ横やげ
～大間超マグロ祭り

青森県

　下
しも

風
ふ ろ

呂若宮稲荷
神社祭典は下北半
島最後の秋祭りで、
青森県無形民俗文
化財にも指定され
ています。昼夜、船
山車が下風呂温泉
街を巡行します。
　沿道の家々では
窓際に供物、御神
酒、燈明をあげて渡

と

御
ぎょ

の行列を迎えます。
昼間は四斗樽、鉾や旗などが飾られていた
船山車も夜はお色直しで提灯が付けられ、
秋の夜を彩ります。下風呂温泉街から神
社までの坂道を、獅子を振りながら歩く
“くるい獅子”は祭りのフィナーレを告げ、
見る者を魅了します。
【開催日】10月9日（火）～11日（木）
【開催場所】風間浦村下風呂地区
【問合せ先】風間浦村商工会 ☎0175-35-2111
【URL】www.shimohuro.com

風
かざ

間
ま

浦
うら

村
むら

青森県

秋の夜を彩る
～下風呂若宮稲荷神社例祭

　毎秋開催
される佐井
村の収穫祭
的性格を持
つイベント
です。本州
北限の博物
館「佐井村海峡ミュージアム」のある津軽
海峡文化館の会場では佐井村の新鮮な魚
（シャケ、ブリ、ヒラメ、カワハギ等）や水産
加工品が大特価で販売されます。
　また、会場外では農家や漁師が直接販売
する「軽トラ市」が開かれる他、青森の郷
土料理「じゃっぱ汁」の無料配布や餅まき
なども行われ、多くの来訪客で賑わいを
見せます。
【開催日】11月上旬（平成23年度は11月13日（日））
【開催場所】津軽海峡文化館「アルサス」
【主催・問合せ先】アルサス活性化協議会
☎0175-38-4513
【URL】saikanko.sakura.ne.jp

佐
さ い

井村
むら

新鮮な海産物がいっぱい
～佐井のおさかなまつり

青森県
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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10・11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
薦を問わず受け付けています。なお、掲載にあたり費用
が発生することはありません。（誌面の都合上、掲載で
きない場合がございますことを予めご了解願います）

■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



東京の下町情緒とむつの味を楽しむ新そばを楽しむ人たち多くの人で賑わいを見せる祭り

大空を彩る数々のバルーン

本場の味を満喫「ミス・フレッシュ」のみなさん

大
おお だ て

館市 秋田県男
お が

鹿市 秋田県 一
いちのせき

関市 岩手県

むつ市 青森県東
ひがしどおりむら

通村 青森県

秋の味覚を味わう
～ひがしどおり新そば街道まつり

六
ろっ

ヶ
か

所
しょ

村
むら

村の面白さ・豊かさが満載
～第29回ろっかしょ産業まつり

青森県

　青森県を
飛び出し、
む つ 市 の
「食」のPR
イベントを
開催いたし
ます。
　当日は東京・江東区で最も古い歴史を
持つ、亀

かめいど

戸香
か

取
とりかちうん

勝運商店街とのコラボに
より「むつ市のうまい」をお届けするほか、
下北地方最大の夏祭り「田

た な ぶ

名部まつり」の
囃子披露をはじめ、特産品が当たる抽選
会など、様々な企画をご用意しておりま
すので、ぜひ、足をお運びください。昭和
レトロな街の散歩やむつ市の「食」を満喫
できます。
【開催日】10月27日（土）10：30～19：30
【開催場所】東京都江東区・亀戸香取勝運商店街
【問合せ先】むつ市産業政策課 ☎0175-22-1111
（内線）2613
【URL】www.city.mutsu.lg.jp

むつ市と東京江東区が産消連携
～「むつ市のうまいは日本一！ in亀戸
　　　　　　　　　    “むつとの遭遇”」開催

　今年収穫
されたばか
りの新そば
を村内各地
の７会場で
味わって貰
おうと毎年
10月に開催されています。
　各会場では石臼で挽いた手打ちの十割
そばやお出汁汁が味わえる他、村内で生
産された米・野菜・山菜等が特価で販売さ
れます。毎年多くの来場者で賑わいます
が、中には数会場を周り、地区独特の出汁や
そばの打ち方を楽しむ「通」の方も数多く
います。初秋のこの時期にしか味わえな
い、そばの味を存分に楽しんでください。
【開催日】10月6日（土）～8日（祝）
【開催場所】東通村内7会場（村内各地区）
【主催・問合せ先】東通村つくり育てる農林水産課
（農林振興G） ☎0175-27-2111
【URL】www.vill.higashidoori.lg.jp

　毎年この
時期に開催
される六ヶ
所村の面白
さ、豊かさ
を一挙公開
するお祭り
です。会場には六ヶ所で収穫された農産
物・海産物や加工品などのブースが並び
格安で販売される他、大人気の「鮭のつか
みどり」、ブランド牛として知られる「小

お

川
が

原
わら

湖牛のバーベキュー」、旬の産品が並
ぶ「ふるさと新鮮市場」など、食べて遊べ
るイベントが満載で、多くの来場者が秋
の味覚と各種イベントで秋のひとときを
満喫しています。
【開催日】10月27日（土）、28日（日）
【会場】尾駮（おぶち）漁港特設会場
【主催・問合せ先】六ヶ所村観光協会
（六ヶ所村役場商工観光課内） ☎0175-72-2111
【URL】www.rokkasho.jp

東日本大震災復興支援イベント
～一関・平泉バルーンフェスティバル2012

代々受け継がれるおふくろの味
～本場大館きりたんぽまつり

　国内トッ
プレベルの
パイロット
による熱気
球競技大会
に加え、熱
気球体験搭
乗など、地元密着型で楽しい数々のイベ
ントが満載です。
　早朝、夕方に実施される熱気球競技飛
行のほか、午前、午後には熱気球教室が開
催されます。熱気球を目の前にしながら、
その構造や原理を解説します。午前中に
実施される熱気球係留体験搭乗とあわせ、
実際に気球に触れてみてください。
【開催日】10月20日（土） 6:30～20:00、10月21日
（日） 6:30～12:30
【開催場所】一関遊水地記念緑地公園多目的広場
【主催･問合せ先】一関・平泉バルーンフェスティバル
実行委員会 ☎0121-21-8413
【URL】www.visitjapan-tohoku.org/zone/
hiraizumi/event/1331/

　きりたんぽの本
場大館市が全国に
誇る郷土料理のき
りたんぽを強力に
アピールするため、
市民一丸となって
開催するイベント
です。本場のきり
たんぽや創作きり
たんぽ、秋田県内
の郷土料理も出店し食の一大イベントが
催されます。
　当日は大館観光大使の因

いなばあきら

幡晃ミニコン
サートや秋田犬とのふれあい、きりたん
ぽづくり体験、比内地鶏千羽焼きなど多
彩なイベントが盛りだくさんです。
【開催日】10月13日（土）13：00～20：00、10月14日
（日）10:00～17:00
【開催場所】大館樹海ドーム
【主催】本場大館きりたんぽまつり実行委員会
☎0186-43-1900
【URL】tanpofes.com

　北東北最大の和
梨の生産地でもあ
る男鹿市五

い り

里合
あい

地
区。昼夜の温度差
が育む糖度の高い
旬の男鹿梨『豊水』
がおなかイッパイ
食べられて、お得
にお買い物もでき
る楽しいイベント
です。
　なまはげ太鼓・民謡で、お子様からお年
寄りまでみんなで一日楽しめる、梨好き
にはたまらない毎年秋の恒例・男鹿梨ま
つりとなっています。
【開催日】10月7日（日）9:30~14:00
【開催場所】JA秋田みなみ 中石梨選果場
【主催】男鹿梨まつり実行委員会
【問合せ先】JA秋田みなみ 営農販売課
☎0185-46-2311
【URL】www.ja-akitaminami.or.jp

北限産地・男鹿の和梨で秋を満喫
～第13回男鹿梨まつり
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二本松少年隊の菊人形プロ・アマを問わず全国の愛好家が集うそばを楽しむ秋の一日

紅葉を楽しむ観光客幻想的に浮かび上がる歴史的な町並みどぶろくを神に捧げる神事

　二本松市
には藩政時
代より菊の
愛好者が多
く、昭和初
期から菊人
形が街に飾
られていました。その後、昭和30年から
趣向を変え、現在の「菊の祭典」として福
島県立霞ヶ城公園（国指定史跡「二本松城
跡」）を会場に華々しく開かれるようにな
りました。
　毎年約10万人以上の入場者で賑わいを
見せています。昨年に引き続き今年も入
場無料で開催します。
【開催日】10月13日（土）～11月18日（日）
9：00～16：00
【開催場所】福島県立霞ヶ城公園
【主催】（財）二本松菊栄会
【問合せ先】二本松市産業部観光課
☎0243-55-5122
【URL】www.nihonmatsu-kanko.jp/kikuningyo.html

二
に

本
ほん ま つ

松市
霞
かすみがじょう

ヶ城を舞台に開かれる伝統のお祭り
～第58回菊の祭典  二本松の菊人形

福島県

　コスキン・
エン・ハポ
ンは、毎年
開催されて
いるフォル
クローレの
音楽祭です。
　フォルクローレとは、南米アンデス山
脈に住む先住民に伝わる民族音楽で、尺
八に似た縦笛のケーナ、マンドリンのよ
うな十弦小型ギターのチャランゴ、それ
に打楽器ボンボが基本編成になっていま
す。当初は13グループによって始まり、
現在、参加グループは150を超えるまでに
成長しています。
【開催日】10月6日（土）14:00～24:00、10月7日（日）
10:00～24:00、10月8日（祝）10:00～15:00
【開催場所】川俣町中央公民館
【主催】ノルテ・ハポン
【問合せ先】コスキン・エン・ハポン開催事務局 
☎024-566-5050
【URL】www.cosquin.jp

川
かわ ま た

俣町
まち

福島県

川俣町に響くフォルクローレの調べ
～コスキン・エン・ハポン2012

　そば特有
の香り・甘
味の強さ
や、品質か
ら高い評価
を受けてい
る「常陸秋
そば」。その発祥地として知られる金

かな

砂
さ

郷
ごう

地区で「秋そばフェスティバル」が開催さ
れます。
　県内外のそば処が集まる「新そば食べ歩
きコーナー」や「そば打ち体験教室」とい
った、そば通ならずとも見逃せない催しが
盛りだくさん。深まりゆく秋の中、新そば
の味と香りを思う存分満喫してください。
【開催日】11月10日（土）、11日（日）
【開催場所】常陸太田市宮の郷工業団地
【主催】常陸太田市、常陸太田市観光物産協会
【問合せ先】金砂郷産業建設課 産業観光係
☎0294-76-2117
【URL】www.city.hitachiota.ibaraki.jp

常
ひ た ち

陸太
おお

田
た

市
新そばのあじと香りを満喫
～常陸秋そばフェスティバル2012

茨城県

　大野市和
泉地区、九

く

頭
ず

竜
りゅう

湖近く
の九頭竜国
民 休 養 地
（森林浴の
森百選）に
おいて開催されます。会場内はブナやミ
ズナラ等の広葉樹が鮮やかに色づき、手打
ちそば、「昇竜まいたけ」「穴馬かぶら」な
どの特産品販売、郷土芸能や地元の子供達
によるステージイベント、化石発掘やトロ
ッコ列車乗車などの楽しい体験コーナー
があり、美しい紅葉を楽しもうと多くの観
光客が訪れます。
【開催日】10月27日（土）、28日（日）
【会場】九頭竜国民休養地（大野市角野）
【主催】大野市、九頭竜まつり実行委員会
【問合せ先】九頭竜まつり実行委員会事務局
（大野市和泉支所住民振興課内） ☎0779-78-2111
【URL】www.city.ono.fukui.jp

　1300 年
の伝統を誇
る「美濃和
紙」を使っ
たあかりの
アート作品
を全国から
募集し、「うだつの上がる町並み」に展示
します。そこに灯るあかりのオブジェは、
美濃和紙の持つ柔らかさや美しさ、そし
て新たな可能性をも感じさせてくれます。
平成６年から今年で19年目を迎え、会場
周辺では臨時売店や街角コンサートなど
のイベントも開催されます。
【開催日】10月20日（土）、21日（日）
【開催場所】市内のうだつの上がる町並み
【主催】美濃市観光協会、美濃和紙あかりアート
展実行委員会
【問合せ先】美濃市観光協会 ☎0575-35-3660
【URL】www.akariart.jp

「闇とあかり」「光と影」が織りなす幽玄の美
～美濃和紙あかりアート展

　毎年10月
14～19日に
かけて白川
村の3つの
地区では、
豊作の秋を
喜び、家内
安全と山里の平和の祈りを込めて「どぶ
ろく」を作り神に捧げる「どぶろく祭」が
行われます。「御神幸」の行列が合掌集落
の民家を練り歩き、神社に戻った後、獅子
舞や民謡等が奉納され、来客一人ひとり
にこの日のためだけに造られ、その製法
も秘密とされる「どぶろく」を盃についで
振る舞います。神社では獅子舞や舞踊な
どの神事も繰り広げられます。
【開催日】10月14日（日）～19日（金）
【開催場所】白川村内
【問合せ先】白川村役場 産業課 ☎05769-6-1311
【URL】shirakawa-go.org/kankou/

豊作の秋を喜び、山里の平和を祈る
～白川郷どぶろく祭り

色鮮やかな紅葉を楽しむ
～第33回九頭竜紅葉まつり

美
み の

濃市 岐阜県白
しら か わ む ら

川村 岐阜県 大
おお

野
の

市 福井県
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光と影が水の都を流麗に映し出す全国から陶磁器の愛好家が集う伊勢エビ汁やすり身の天ぷらが大人気

曳山を引く人々の掛け声が響く紅葉狩りを楽しむ人々土曜に開催される花火大会

　昭和58年
から始まっ
た備前焼ま
つりは、今
では2日間
で約14万人
もの焼物愛
好家で賑わう、日本国内でも有名な祭り
となっています。この日は、備前焼陶友会
会員の作品が2割引で展示即売されるほ
か、「ろくろ実演」や「茶席」などの多彩な
催しが行われます。また、前夜祭として、
炎のまつり「かべりだいまつ」が行われ、
伊
いんべ

部の町並みを大たいまつを持った地区
の人々が練り歩きます。
【開催日】10月20日（土）、21日（日）
【開催場所】備前市伊部地区、備前焼伝統産業会館
およびJR赤穂線伊部駅周辺
【主催】備前焼まつり実行委員会、備前市、
（協）岡山県備前焼陶友会 ☎0869-64-1001
【URL】www.touyuukai.jp

備
び

前
ぜん

市
全国から焼物愛好家が集う
～第30回備前焼まつり

岡山県

　四万十町
の海辺のま
ち、志

し わ

和地
区で獲れた
新鮮な魚介
類をその場
で堪能でき
る「志和こんぶまつり」。昆布入りすり身
の天ぷらや伊勢エビ汁は、毎年長蛇の列
ができるほど大人気です。会場で買った
魚介類をその場で焼いたり、刺身にした
りして食べられるのも、この祭りならで
はの楽しみ方。とても贅沢なイベントに
なっています。また、漁船に乗ってのクル
ージングや伊勢エビなどが当たるくじ付
き餅投げなども行われます。
【開催日】11月25日（日）
【開催場所】志和港周辺
【主催･問合せ先】 志和こんぶまつり実行委員会
（中野） ☎0880-24-0401
【URL】www.kubokawa.com/　

四
し

万
まん

十
と

町
ちょう

高知県

海辺のまちの贅沢な味のイベント
～志和こんぶまつり

　今年10周
年を迎える
松江水

すいとう

燈路
ろ

は、松江城
周 辺 を 約
400個もの
行灯でライ
トアップする光のイベントです。当日は
城の周囲を巡る堀川遊覧船の夜間運航
（18:30～21:00）もあり、船から景色をゆっ
たり眺めることができます。松江城・武家
屋敷や小泉八雲記念館などの市内の観光
施設の開館時間も延長されます。光と影
が織りなす幻想的な城下町松江をぜひお
楽しみください。
【開催日】9月15日～10月14日の間の土日祝の12
日間 18：30～21：00
【主催】松江ライトアップ・キャラバン実行委員会、
松江市
【問合せ先】（社）松江観光協会 ☎0852-27-5843
【URL】www.kankou-matsue.jp

松
まつ

江
え

市 島根県

「神
かみありづき

在月  松江」での水と光の祭典
～松江水燈路

　唐津神社
の秋季例大
祭である唐
津くんちが
毎年11月２
～４日に開
催されます。
1番ヤマ赤獅子から14番ヤマの七宝丸ま
で豪華絢爛な曳山が、城下町を練り歩き、
毎年全国から多くの観光客で賑わいま
す。この曳山は、獅子や龍、浦島太郎など、
昔話に登場する馴染み深いものばかりで
す。今年は、香港のニューイヤー・ナイト
パレードや韓国の麗

よ す

水世界博覧会ジャパ
ンデーに参加するなど、海外にも広く紹
介されています。
【開催日】11月2日（金）～4日（日）
【開催場所】唐津市内
【問合せ先】唐津観光協会 ☎0955-74-3355
【URL】www.karatsu-kankou.jp

唐
から

津
つ

市
豪華絢爛！ 現代の絵巻物！！
～唐津くんち

佐賀県

　前夜祭で
は雄大な滝
を幻想的に
映し出すラ
イトアップ
をご堪能く
ださい。本
祭では、様々なステージショーや、特産品
販売などが催され、毎年市内外から約2万
人の行楽客が訪れ、紅葉狩りを楽しんで
います。また、公園内では伊佐の名物の鯉
料理や特産品である黒豚料理を楽しめる
お食事どころもあります。荘厳な滝を彩
る景色の中で秋を感じて見ませんか？
【開催日】11月22日（木）、23日（祝）
【開催場所】曽木の滝公園
【主催】伊佐市観光特産協会、伊佐市
【問合せ先】伊佐市地域振興課商工観光係
☎0995-23-1311
【URL】www.city.isa.kagoshima.jp/event/index.
html

伊
い さ

佐市 鹿児島県

「平成百景」の豪快な景観を満喫
～曽木の滝公園もみじ祭り

　「食のま
ち」いちき
串木野の商
工業、農林
業、水産業
等の各業界
が一体とな
ったお祭り。地元物産展、つけあげ（さつ
まあげ）フェスティバル、魚のつかみどり
大会、牛肉試食、キャラクターショー、ラ
イブ等が行われ、土曜日の夜は、花火大会
があります。また、「鹿児島うんまかもん
グランプリ2012 in いちき串木野」も同時
開催され、鹿児島県内のご当地グルメが
集結します。
【開催日】10月27日（土）9:00~21:00、10月28日（日）
9:00~17:00
【開催場所】串木野新港隣接会場
【主催･問合せ先】いちき串木野づくし産業まつり
実行委員会（いちき串木野市役所水産商工観光課）
☎0996-33-5638
【URL】www.city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串
くし

木
き

野
の

市
食のまちづくり宣言都市
～いちき串木野づくし産業まつり  地かえて祭り

鹿児島県
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