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船魂祭（大間町）

第17回全道PKグランプリ（平取町）

双葉町ダルマ市（双葉町）

六ヶ所村異文化交流フェア2013（六ヶ所村）

第41回只見ふるさとの雪まつり（只見町）

第17回雪割草祭り（柏崎市）

第2回志賀町祭大漁起舟祭（志賀町）

第9回若狭たかはまひなまつり（高浜町）

京町二日市（えびの市）

第27回遠州横須賀凧揚げまつり（掛川市）

尾鷲ヤーヤー祭り（尾鷲市）

第16回2月2日夫婦感謝の日ウィーク（姫路市・高砂市）

上関神明祭（上関町）

第34回土佐はし拳全日本選手権南国場所（南国市）

ガウンガウン祭（いちき串木野市）

第11回まつえ暖談食フェスタ（松江市）

水中綱引き（美浜町）

第15回カキVSニラまつり（知内町）

えびす祭り（阿久根市）

布海苔採り体験ツアー（風間浦村）※期間中3回開催

布海苔採り体験ツアー（風間浦村）※期間中3回開催

第9回若狭たかはまひなまつり（高浜町）

雪上PK戦を楽しむ参加者たち大間稲荷神社での祈願祭 来訪客で賑わうメイン会場

　毎冬開催
され、地元
平取町はも
とより、全
道各地から
数多くの参
加者が集ま
るイベントです。
　各チーム5名のPKゴールの多い方が勝
ちという簡単なルールですが、雪上という
事でサッカー経験者でも悪戦苦闘します
が、皆、勝敗にこだわらず楽しんでいます。
　また、昼食時には地元産の『びらとり和
牛』を炭火焼きで味わい、選手・観客とも
に楽しいひとときを過ごす事ができます。
【開催日】2月3日（日）
【開催場所】二風谷ファミリーランド内総合グラ
ウンド（平取町二風谷）
【主催・問合せ先】全道PKグランプリ実行委員会
（平取町役場内） ☎ 01457-2-2223
【URL】www2.town.biratori.hokkaido.jp
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雪上で悪戦苦闘
～第17回全道PKグランプリ

北海道

　漁師にと
って、毎年
1月11日の
「船魂祭」は
お正月と同
じです。
　まず、大
間稲荷神社で漁業関係者等が参加し、大
漁祈願・海上安全の祈願祭が執り行われ
ます。
　祈願祭は関係者が祈祷を受け、玉串を
捧げた後、神楽舞いを奉納します。
　その後、漁師の自宅では大漁旗が飾ら
れ、神棚にはお供えが挙げられ、親戚・知
人等を自宅に招き入れ、終わる事を知ら
ない宴会へと続きます。
【開催日】1月11日（金）
【開催場所】大間稲荷神社
【主催・問合せ先】大間漁業協同組合
☎0175-37-3117
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豊かな海を願う
～船魂祭（ふなだまさい）
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しりうち味な合戦冬の陣
～第15回カキVSニラまつり

　この時期
旬を迎える
知内町の2
大 特 産 品
「カキ」と
「ニラ」をテ
ーマに開催
される毎年人気のイベントです。
　会場では、カキとニラが産地ならでは
の価格で販売される他、参加各団体によ
る特産品の卸売・創作料理の提供や焼き
ガキコーナーなど楽しい企画が盛りだく
さんです。
　知内の冬の味覚を楽しもうと会場は所
狭しと大勢の来訪客で賑わいを見せます。
【開催日】2月24日（日）10：00～13：30
【開催場所】知内町スポーツセンター（メイン会
場）、知内町中央公民館（カキとニラの販売）
【主催･問合せ先】カキVSニラまつり実行委員会
（知内町役場 産業振興課 商工係内）
☎01392-5-6161
【URL】www.town.shiriuchi.hokkaido.jp

電気のふるさと Vol.30 10

「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1～3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



布海苔採りを楽しむツアー参加者福浦の歌舞伎の上演の様子日本語の寸劇を演じる外国人参加者

熱気溢れるダルマ神輿大雪像上で行われる神楽雪割草販売会の様子
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地域に愛され続ける
～福浦の歌舞伎
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世界各国の文化に触れる
～六ヶ所村異文化交流フェア2013

青森県

　冬の風間
浦村の観光
の目玉とし
て年々評判
となってい
る体験ツア
ーです。
　ツアー内容は、風間浦の新鮮な海の幸
を楽しみ、津軽海峡で育まれた布海苔（布
海苔は美容と健康にも良いという評判も
あります）採りを体験し、海苔採り後は冷
えた体を下風呂温泉に入って温めるとい
うものです。
　人情と旅情に触れる事のできる絶好の
機会なので、是非お越しください。
【開催日】2月下旬～3月上旬（3回開催）
【開催場所】風間浦村下風呂地区・易国間地区・蛇
浦地区（各1回開催）
【主催・問合せ先】布海苔採り体験ツアー実行委員
会（風間浦村役場 産業建設課内） ☎0175-35-2111
【URL】www.kazamaura.jp

温泉も楽しめる
～布海苔（ふのり）採り体験ツアー

　佐井村の
福浦地区で
は、明治時
代に歌舞伎
が 伝 え ら
れ、地区の
それぞれの
家に配役や道具方を分担し、代々伝えら
れてきました。
　この歌舞伎を伝統芸能として度重なる
存亡の危機を乗りこえて、地元で守り続
けてきた事が評価され、現在では青森県
無形民俗文化財となっている他、福浦の
歌舞伎の魅力を広く発信し、末永く伝承
させる目的で「歌舞伎の館」が建てられ、
稲荷神社の例祭のほか、春を迎える3月頃
に定期上演しています。
【開催日】3月中旬
【開催場所】歌舞伎の館
【問合せ先】佐井村役場  ☎0175-38-2111
【URL】www.sai.e-shimokita.jp

　2003（平
成15）年か
ら開催され
ている六ヶ
所村在住の
外国人と六
ヶ所村民の
交流イベントです。年々、参加国や参加者
が増えています。
　会場では写真やポスターの展示の他、
各国ご自慢の料理が味わえるブースが並
び、何カ国かの民族衣装が試着できるコ
ーナーも設置予定です。
　加えて、ステージでは世界の舞踊や外国
人による日本語の寸劇披露など、盛りだく
さんの内容となっており、世界各国の文化
に触れる事ができる1日となっております。
【開催日】2月17日（日）
【会場】六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」
【主催】六ヶ所村国際交流推進委員会
【問合せ先】六ヶ所村国際教育研修センター
☎0175-73-8575  【URL】www.rokkasho.jp

復興を願う
～双葉町ダルマ市

雪を冬の楽しみとして活用
～第41回只見ふるさとの雪まつり

　江戸時代
から伝わる
新春恒例の
伝 統 行 事
「双葉町ダ
ルマ市」を
いわき市南
台応急仮設住宅で来年も開催します。原
発事故により福島県内外に避難している
町民が一同に集まり、露店や奉納神楽、ダ
ルマ神輿、ステージイベント等、震災前と
ほぼ変わらない内容で行います。
　今年は約3,000人が来場し、縁起物のダ
ルマを買い求めるなど、ふるさとの復興
を願いました。
【開催日】1月12日（土）・13日（日）9:00～16:00
【開催場所】福島県いわき市 いわき市南台応急
仮設住宅敷地内
【主催】夢ふたば人
【問合せ先】夢ふたば  理事  福田一治
 ☎090-2976-8692

　国内有数
の豪雪地帯
として知ら
れる只見町
の冬の一大
イベント!!
　会場内に
は大雪像を始め、大小様々な雪像やかまく
らが立ち並び、大雪像にある特設ステージ
では様々なイベントが行われます。夜には
会場がライトアップされ、祭りの最後には
冬の夜空を幻想的に彩る花火大会が開催
されます。
　また、会場内に立つ「ゆきんこ市」では、
郷土の味が楽しめるほか、工芸品や地元
の物産品などが数多く並び、毎年多くの
人で賑わいます。
【開催日】2月9日（土）・10日（日）
【開催場所】JR只見駅前広場
【主催・問合せ先】只見ふるさとの雪まつり実行
委員会（只見町役場 産業振興課 交流推進班内）
☎0241-82-5240  【URL】www.tadami.gr.jp

　周りの山
々がまだ雪
深い3月、日
本海を見下
ろす小高い
丘に一足早
く春を告げ
るように咲き誇るのが「雪割草」です。
　遊歩道が整備された「雪割草の里」では
約30万本の雪割草が群生していますが、
毎年一番の見ごろに開催される雪割草祭
りでは、雪割草の販売、地元特産品の販売、
雪割草技術講習会等が行われ、大勢の愛
好者で賑わいを見せます。
【開催日】3月23日（土）・24日（日）
【開催場所】雪割草の里（柏崎市西山町大崎）
【主催】大崎雪割草保存会
【問合せ先】柏崎市西山町事務所  地域振興課
☎0257-47-4010
【URL】www.city.kashiwazaki.niigata.jp

春の訪れを知らせる
～第17回雪割草祭り
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大漁旗で埋め尽くされた漁港商店に飾られる雛人形

個性豊かな凧の凧揚げの様子激しく男衆がぶつかる「練り」

綱を切ろうと競い合う青年たち

　一年の大
漁と安全を
祈願すると
ともに志賀
町の冬の祭
りとして始
まったのが
「大漁起舟祭」です。豊漁祈願という事で
漁港内の船だけでなく、会場内にも所狭
しと数多くの大漁旗が掲げられます。
　会場には鮮魚販売コーナーや買った魚
介類をその場で焼いて食べる事ができる
炉端コーナー等が設けられる他、冬の能
登の味覚の甘エビ・加能ガニ等がたっぷ
りと入った大漁鍋が味わう事ができ、家
族連れで賑わいを見せます。
【開催日】2月11日（月・祝）
【開催場所】石川県富来漁港
【主催】志賀町祭大漁起舟祭実行委員会
【問合せ先】志賀町役場 商工観光課 ☎0767-32-
1111  【URL】www.town.shika.ishikawa.jp
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冬の味覚を味わえる
～第2回志賀町祭大漁起舟（きしゅう）祭

石川県

　2005年、
商店街の声
かけで16軒
から始まっ
た「若狭た
かはまひな
まつり」。
毎年参加規模も拡大し、現在では約100軒
の商店や民家で、段飾りや御殿飾り、中
には江戸末期の珍しいおひなさままで、
様々なひな人形に出会えます。
　甘酒の振舞いや展示会など空き店舗を
利用した休憩所、心あたたまる催し物も
たくさん開催されます。旧丹後街道の高
浜の街並みを散策しながら、地元の人と
の触れ合いも楽しんでみてください。
【開催日】2月15日（金）～3月3日（日）
【開催場所】高浜町本町商店街周辺
【主催】若狭たかはまひなまつりの会
【問合せ先】若狭高浜観光協会 ☎0770-72-0338
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まちぐるみで創り上げる
～第9回若狭たかはまひなまつり

福井県

　「遠州横
須賀凧揚げ
まつり」は
全国の凧愛
好者による
各地域の自
慢の凧が集
まるイベントです。当日は各地域の伝統
的な形や図柄の個性豊かな凧が遠州の空
っ風を受けて、空高く舞い上がります。
　また、会場内では子どもでも揚げられる
無料凧作り教室が行われ、オリジナルの
凧を作り、凧揚げを楽しむ事ができたり、
物産品の販売等も行われたり、1日楽しむ
事ができる内容となっています。
【開催日】2月3日（日）
【会場】遠州夢咲農協ライスセンター（掛川市西
大渕地区）
【主催】掛川観光協会 大須賀支部
【問合せ先】掛川南部観光案内所 ☎0537-48-0190
【URL】www.city.kakegawa.shizuoka.jp

　尾鷲神社
祭礼の「ヤ
ー ヤ ー 祭
り」は期間
中、毎夜各
町の若者衆
が町を練る
行事「ヤーヤー」が通称となったもので
す。この名称は、戦国武士の立合いの名残
「ヤーヤー我こそは…」に由来すると言わ
れています。
　各町の男衆が、「チョウサじゃ」の勇ま
しいかけ声とともに激しくぶつかる「練
り」が街中でくり広げられ、その後、極寒
の尾鷲湾に飛び込んで身を清める「垢

あかこり

離
かき」という神事も行われます。
【開催日】2月1日（金）～5日（火）
【開催場所】尾鷲神社他
【主催･問合せ先】尾鷲神社 ☎0597-22-1486
【URL】www.city.owase.lg.jp

一糸まとわぬ裸祭り
～尾鷲ヤーヤー祭り

　「2月2日夫婦感
謝の日ウィーク」は
毎年2月2日を「ふ
うふかんしゃの日」
として、2月1～ 7
日に夫婦やカップ
ルをテーマとしたイベントやプレゼン
ト・キャンペーンを姫路市・高砂市両市の
様々な施設で開催しています。
　例えば、「尉と姥」「相生の松」で有名な
高砂神社では「夫婦和合長寿特別祈願祭」、
「夫婦記念写真撮影」、「夫婦でご当地グル
メ」等、お互いに感謝を表す催しが開催さ
れます。
【開催日】2月1日（金）～7日（木）
【開催場所】高砂神社（高砂市）他
【主催・問合せ先】2月2日夫婦感謝の日実行委員会
（事務局：NPO法人コムサロン21内） ☎079-224-
8803
【後援予定】姫路市、高砂市、高砂市観光協会  
【URL】www.com21.or.jp

感謝の気持ちを示す
～第16回2月2日夫婦感謝の日ウィーク

遠州新年の風物詩
～第27回遠州横須賀凧揚げまつり
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　「昔、運河に大蛇
が出て川をふさぎ
舟が通れずに村人
が困っていたので、
大蛇より長い綱を
張ったところ大蛇
は現れなくなった」
そうです。その縁
起の良い綱に触れ
ようと海中で引き
合ったのがこの水中綱引きの由来だと言
われています。当日の早朝、綱が練り上げ
られ、運河に渡され、周りに大漁旗が張り
渡されます。白いパンツ姿にさらしの腹
帯、色とりどりのはちまきをした村の青
年達が、次々と川へ飛び込み、綱を切ろう
と競い合い豊漁を祈願します。
【開催日】1月20日（日）
【開催場所】美浜町日向  日向運河（日向湖と海を
結ぶ水路）  【主催】美浜町日向区
【問合せ先】美浜町役場 商工観光課 ☎0770-32-
6705  【URL】www.wakasamihama.jp
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福井県

冬の風物詩  勇壮な伝統行事
～水中綱引き
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賑わいをみせる暖談ごちそう広場燃え上がるご神体真剣にはし拳に臨む参加者

えびす様に祈願する和服姿の漁師寸劇を繰り広げる男たち買物客で賑わう京町二日市

　「上関神
明祭」は小
早川家の分
家である浦
景継が上関
の領主にな
ってから行
われるようになった、400年以上の伝統を
誇る祭りです。
　餅つきや神楽などの奉納の後、高さ約
10mのご神体に点火します。勢いよく燃
え上がる様子は迫力満点です。「煙に触れ
る事」により参加者は無病息災を祈願し、
最後に餅まきが行われ終了します。
【開催日】1月中旬
【開催場所】沖の浜埋立地（上関町大字長島）
【主催】かまどがせき会（菊村洋之会長）
【問合せ先】上関町教育委員会 ☎0820-62-0069
【URL】www.town.kaminoseki.lg.jp
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400年以上の伝統のお祭り
～上関神明祭（しんめいさい）

山口県

　毎年2月
の最終日曜
日に行われ
る「酒の国
土佐」なら
ではのイベ
ントです。
　ルールは簡単で、まず2人で向かい合
い、それぞれが3本ずつ箸を持ち、それを
手の中に隠すようにして互いに前に出し、
差し出された箸の本数を当て、負けた方
は杯に注がれたお酒を飲まなければなら
ない、というものです。男女入り混じって
鉢巻を結び正座をし、真剣にはし拳をす
る姿に周りから歓声が飛び交います。
【開催日】2月24日（日）
【開催場所】グレース浜すし
【主催】 日本はし拳南国協会ほか
【問合せ先】南国市役所 商工観光課
☎088-880-6560
【URL】www.city.nankoku.lg.jp
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「酒の国」土佐らしさ
～第34回土佐はし拳全日本選手権南国場所

　「まつえ
暖談食フェ
スタ」は豊
かな地産食
材を活かし
た料理や松
江の食文化
等を楽しむ事ができる「食」のイベントで、
今回で11回目を迎えます。
　「椿咲く古都の冬まつり」をテーマに、1
ヶ月間にわたり松江市内各地で開催され、
各店が趣向を凝らした料理を提供する
「暖談フェア」や、地元の食材を使った屋
台村で賑わいをみせる「暖談ごちそう市
場」のほか、豊かな食文化に触れる「暖談
グルメ祭」、店自慢の料理とともに松江を
語る「暖談晩餐会」などがあります。
【開催日】2月1日（金）～28日（木）
【開催場所】松江市内一円
【主催】まつえ暖談フェスタ実行委員会、松江市
【問合せ先】松江観光協会 ☎0852-27-5843
【URL】www.plusvalue.co.jp/dandan/
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「松江」らしさを味わえる
～第11回まつえ暖談食フェスタ

　えびす祭
りは毎年1
月10日に阿
久根市の海
沿いの各地
区で開催さ
れる、新年
の豊漁と航海安全を祈願するお祭りです。
　祭りの会場では、化粧直しをし、祭壇に
鎮座している男女2体のえびす様を前に
和服姿の漁師らが、送神歌の「よいこん
節」を厳かな雰囲気で歌う中、各人がご神
体の前へ進み、「みんなが怪我せんごと頼
んでな」、「今年は魚がどっさい獲るっご
と頼んど」と祈願します。
【開催日】1月10日（木）
【開催場所】阿久根市内各地区
【問合せ先】阿久根市 水産林務課 ☎0996-73-1211、
北さつま漁業協同組合 ☎0996-72-1511
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久根市
豊漁と航海安全を祈願
～えびす祭り

鹿児島県

　ガウンガ
ウン祭は旧
暦の2月2日
に1年の豊
作を祈願す
る祭りとし
て野元の深
田神社で開催される春の大祭です。
　田植えの様子を「テチョ」と呼ばれるお
父さん役と子供役の太郎・次郎、牛に扮し
た男の4人によって寸劇が繰り広げられ
ます。
　この寸劇は決まった台詞はないものの、
それぞれ決まった役を担当する以外は即
興的に場を盛り上げるべく、おもしろお
かしく演じます。
【開催日】3月上旬
【開催場所】深田神社（いちき串木野市野元）
【問合せ先】いちき串木野市教育委員会 文化振興
課 ☎0996-21-5113
【URL】www.city.ichikikushikino.lg.jp
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1年の豊作を祈る
～ガウンガウン祭

　京町二日
市は90年余
りの歴史が
ある南九州
最大の買物
市です。
　市は毎年
2月の第1土曜・日曜に行われ、京町温泉駅
前（JR吉都線）から約2kmが歩行者天国と
なり、地元はもとより、市外・県外から約
450店もの露店が並びます。
　取り扱われる商品は各種食料品から衣
料品・電気製品・生活用品・植木など多種
にわたり、安価で販売されるとあって、毎
年県内外から訪れる大勢の買物客で賑わ
います。
【開催日】2月2日（土）9:00~18:00、2月3日（日）
9:00~17:00
【開催場所】京町温泉駅前通り
【主催・問合せ先】えびの市商工会 ☎0984-35-1544
FAX 0984-35-2644
【URL】www.city.ebino.lg.jp
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南九州最大の買物市
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13 電気のふるさと Vol.30


