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第52回 北上･みちのく芸能まつり（岩手県北上市）

第38回 三原やっさ祭り（広島県三原市）

漁火想2013（福井県高浜町）

第5回 あびら夏！うまかまつり（北海道安平町）

第34回 刈羽村ふるさとまつり
（新潟県刈羽村）

御前崎みなと夏祭2013（静岡県御前崎市）

八朔祭（石川県志賀町）

‘13 竜門ダムフェスタin菊池（熊本県菊池市）

勝ち山夏物語（福井県勝山市）

2013松江水郷祭（島根県松江市）

しゃんしゃん踊り（愛媛県伊方町）

2013北海道・東北B-1グランプリin十和田
（青森県十和田市）

名田庄星のフィエスタ2013（福井県おおい町）

八重山高原星物語2013（鹿児島県薩摩川内市）

大漁祈願祭、天妃様行列
（青森県大間町）

　毎年「海
の日」に、海
上操業の安
全と豊漁を
祈願してカ
ラフルな大
漁旗をひる
がえし、漁船が一斉に海へ繰り出します。
沖合では、神楽を奉納し大漁を祈願します。
　色とりどりの大漁旗に着飾った漁船が
波を砕きながら進む姿は、目に鮮やかです。
　同日には町内で「天妃様行列」が行わ
れます。海上守護の女神とされる「天妃
様」は、東北地方ではここ大間町だけで
祀られています。毎年、海の日には爆竹
を鳴らしながら華やかな行列が町を練
り歩きます。
【開催日】7月15日（月・祝）
【開催場所】大間港、稲荷神社
【問合せ先】大間町観光協会  ☎0175-37-2233
【URL】oma-wide.net

　昨年のＢ
-１グランプ
リin北九州
でゴールド
グランプリ
を受賞した
「八戸せん
べい汁研究所」をはじめ、北海道の「オホ
ーツク北見塩やきそば推進協議会」や10
位に入賞した地元の「十和田バラ焼きゼ
ミナール」など、北海道・東北各地からま
ちおこし団体が集まり、それぞれのご当
地をPRします。
　ご当地グルメを通してまちを元気に
したいという北海道・東北の「まちづく
り魂」を全国に発信します。
【開催日】9月7日（土）・8日（日）
【開催場所】十和田市官庁街通り会場および商店街会場
【問合せ先】北海道・東北B-1グランプリin十和田
実行委員会  ☎0176-24-1635
【URL】b1-towada.com/

　安平町の
美味（うま）
いもの、上
手（うま）い
芸、馬（ う
ま）産地な
らではのア
トラクションなど、「うま」にこだわった
安平町の夏の一大イベントです。
　『アサヒメロン』や『はやきた和牛』な
ど、町内の味覚が勢揃い。
　「アサヒメロン早食い競争」や「持って
け特産」は、ご当地ならではの企画で大
変盛り上がります。間近で打ち上げられ
る約1,200発の花火も、見応え・迫力とも
十分で大人気です。
【開催日】7月6日（土）・7日（日）
【開催場所】ときわ公園（安平町早来北進）
【問合せ先】安平町まちづくり推進課
 ☎0145-22-2514
【URL】www.town.abira.lg.jp
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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7～9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
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帰省客と一緒に楽しむ
～第34回 刈羽村ふるさとまつり
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石川県

　街のあち
こちで100
を超す民俗
芸能が披露
されます。
２日目には
北上駅前の
まつり広場で「鬼

おにけんばい

剣舞大群舞」が行われ、
かがり火の前で200人の踊り手が一斉に
舞う光景は、一層激しく荘厳さを増し、圧
巻です。
　まつりのフィナーレを飾るのは北上川
河畔での花火大会と灯篭流しです。趣向
を凝らした花火と北上川いっぱいに浮か
ぶ灯篭の風景は、見ている人々の感動を
呼びます。
【開催日】8月2日（金）～4日（日）
【開催場所】北上駅前大通り、北上川河畔
【問合せ先】北上市 商業観光課
☎0197-72-8241
【URL】www.city.kitakami.iwate.jp

100を超える民俗芸能が集結
～第52回 北上･みちのく芸能まつり

　村民とお盆で帰
省した家族や親戚
とが一緒に集ま
り、楽しい一日を
過ごすことができ
る村の一大イベン
トです。
　有名歌手を招い
ての歌謡ショーを
はじめ、仮装盆踊
り、出店、スタンプラリー、茶道・陶芸体
験など、幅広い年齢層の方が参加し、楽し
めるイベントが盛りだくさんです。ラス
トを飾る大輪の花火は迫力満点。夜空を
彩り、まつりを締めくくります。
【開催日】8月15日（木）
【開催場所】刈羽村生涯学習センター「ラピカ」と
その周辺
【問合せ先】刈羽村 産業政策課
 ☎0257-45-3913
【URL】www.vill.kariwa.niigata.jp

　八幡神社
の男神を住
吉神社の女
神のもとへ
神輿で賑々
しく運ぶ奇
祭です。通
称「くじり祭り」と呼ばれ、1,000年以上の
歴史があります。
　1日目は、各集落から約30基のキリコ
が冨木八幡神社に集まって、境内を駆け
上がり乱舞します。2日目は、約10基の神
輿が住吉神社に集まり、男神が流れ着い
たとされる増穂浦を通る「浜回り」などが
繰り広げられます。
【開催日】8月24日（土）・25日（日）
【開催場所】冨木八幡神社、住吉神社
【問合せ先】志賀町 商工観光課 
☎0767-32-9341
【URL】www.town.shika.ishikawa.jp

「人の和」を灯りで届ける
～漁

いさりびそう

火想2013
星がテーマの夏まつり
～名

なたしょう

田庄星のフィエスタ2013
　「静」と
「動」の光が
織りなす幻
想的で迫力
満点の光景
を 楽 し め
る、町民参
加型のイベントです。
　砂浜と街なかに合わせて約12,000本も
のキャンドルが並べられ、光の帯が高浜
の夜をやさしく彩ります。一方、おもち
ゃ花火を駆使した創作花火「櫓龍（やぐら
ドラゴン）」と海面に半円形に広がる水中
花火は、大迫力の音と光、多彩な演出で会
場を盛り上げます。
【開催日】8月10日（土）
【開催場所】若宮海水浴場ほか
【問合せ先】若狭高浜観光協会
☎0770-72-0338
【URL】www.wakasa-takahama.jp

　陰陽師・
安倍晴明を
祖とする土

つち

御
み

門
かど

家ゆか
りの地、名
田庄で開か
れる星がテ
ーマの夏まつり。
　J-POPユニットの『ET-KING』によるコ
ンサートや地域のヨサコイなどのステー
ジ、名田庄太鼓の演奏のほか、夜は星文字
ライトが浮かびます。また、伝統行事の
「松上げ」やフィエスタならではの「土御
門河臨祭」、花火大会など盛りだくさんの
内容で、来場者みなさんが満足すること
間違いなし。
【開催日】8月13日（火）
【開催場所】名田庄あきない館周辺
【問合せ先】フィエスタ実行委員会
☎080-1958-0934
【URL】www.inetpia.jp/group/hoshi/

　　「勝ち山
夏物語」は、
夏に勝山市
内各地で行
われるお祭
りの総称。
メ イ ン の
「かちやまワッショイ」は、市内外のチー
ムが参加するヨサコイで、華やかな衣装
で一糸乱れぬ踊りは見ごたえ十分。夜に
は「納涼花火大会」が行われます。
　新企画、音楽フェス「ダイノソニック」
は8月24日開催。市の恐竜大使である人
気グループ『東京女子流』、Ｗeb大使のネ
ットアイドルグループ『DANCEROID』、音
楽大使のロックグループ『アーバンギャ
ルド』の浜崎容子さんらが出演します。
【開催日】8月14日（水）（かちやまワッショイ）
【開催場所】勝山市元町元禄線通り
【問合せ先】勝山市 観光政策課  ☎0779-88-8117
【URL】www.city.katsuyama.fukui.jp

勝山の夏を熱くする
～勝ち山夏物語
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　船の新造
を祝い航海
の安全を祈
願する伝統
の「だっく
ら」、バナナ
ボートなど
のマリンス
ポーツ、市民によるダンスや演奏などの
パフォーマンスのほか、屋台が立ち並び、
御前崎の海が一日中賑わいます。
　夕暮れからの「渚の盆踊り」のあと、来
場者のカウントダウンで打ち上げられる
約5,000発の花火は、御前崎の夜空を染め、
海を美しく照らします。
【開催日】8月4日（日）
【開催場所】マリンパーク御前崎
【問合せ先】御前崎市 商工観光課
☎0537-85-1135
【URL】www.city.omaezaki.shizuoka.jp

港町の夏の風物詩
～御前崎みなと夏祭2013

静岡県

　 今から
440年以上
前の1567年
に小早川隆
景が海城、
三原城を築
いた際に、
民衆がこれを祝って躍り出たのが「やっ
さ踊り」の始まりといわれています。
　約8,000人の踊り手が、三原駅周辺の踊
りコースを賑やかな囃子と歌声に合わせ
て、各人思い思いの所作で「やっさ、やっ
さ」と練り歩くやっさ踊りを中心に、花火
フェスタなど多数のイベントが市内各所
で繰り広げられます。
【開催日】8月9日（金）～11日（日）
【開催場所】三原駅南側一帯など
【問合せ先】三原やっさ祭り実行委員会
☎0848-62-6155
【URL】www.yassa.net/

三
み

原
はら

市
「やっさ やっさ」の唄が響く
～第38回 三原やっさ祭り

広島県

　江 戸 時
代、於

お き よ

幾世
という女性
の水死体が
流れ着き、
その後、疫
病や災害が
相次ぎました。そこで、九州の五島列島か
ら習って帰った踊りを奉納し、霊を慰め
たのが始まりとされています。300年もの
間受け継がれ、町の無形民俗文化財に指
定されています。
　歌の文句に「しゃんしゃん」とあること
が名前の由来です。海岸で太鼓の響きに
合わせて、扇をもった男女が舞い踊りま
す。
【開催日】9月1日（日）
【開催場所】伊方町大久海岸
【問合せ先】伊方町 瀬戸総合支所
 ☎0894-52-0111
【URL】www.town.ikata.ehime.jp

　熊本県北
部を流れる
菊池川の支
流、迫間川
の上流に位
置する竜門
ダムは、国
内最大級の複合式ダムです。
　普段見ることができない「ダムのおな
か」を見学したり、水鉄砲・竹馬作り、木工
教室、ヤマメのつかみ取りといった、普段
なかなかできないことを体験することが
できます。
【開催日】7月27日（土）
【開催場所】竜門ダムエントランス広場および斑
蛇口湖一帯
【問合せ先】菊池市 土木課
 ☎0968-25-7241
【URL】www.city.kikuchi.kumamoto.jp

ダムとふれあい体験する
～‘13 竜門ダムフェスタin菊池

　八重山高
原の自然や
最先端の科
学を見る、
触れる、体
験すること
ができるイ
ベントです。宇宙観測施設の見学や科学
実験、農・畜産体験学習、自然観察会、ミ
ニ講演会などを通して、自然や科学を体
験することができます。
　たくさんの実験ブースや地元特産品の
販売や出店が出展し、夜にはステージで
郷土芸能や講演会が開かれるので、大人
も子供も楽しめます。
【開催日】8月10日（土）
【開催場所】鹿児島大学付属農場入来牧場（八重
山高原）
【問合せ先】薩摩川内市 入来支所 産業建設課
☎0996-44-3111
【URL】www.city.satsumasendai.lg.jp

自然や科学を体験する
～八重山高原星物語2013

無病息災を祈る
～しゃんしゃん踊り
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　水の都を
代表する松
江市最大の
夏祭りです。
2日間にわ
たり、市役
所周辺を中
心に様々なイベントを開催します。
　「松江だんだんまつり」はステージイ
ベントで、ライブや屋台村など一日中多
くの人で賑わいます。
　湖上花火大会では、宍道湖に浮かぶ2
つの台船から2日間で約9,000発の花火
を打ち上げます。今年は『神々の花火』と
題して、宍道湖面に美しく花火を演出し
ます。
【開催日】8月3日（土）・4日（日）
【開催場所】松江市役所駐車場、宍道湖周辺
【問合せ先】松江市 観光文化課
 ☎0852-55-5214
【URL】www.kankou-matsue.jp
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水の都の夏を盛り上げる
～2013松江水郷祭
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崎市

みなと祭のラストを飾る海の花火

大勢の踊り手で賑わう

地元では｢イヤシャン踊り｣と呼ぶプールでのヤマメのつかみ取り

湖面に映し出される花火

国立天文台の20ｍ電波望遠鏡
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