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月

２
月

３
月 おいで祭り（石川県羽咋市）

お水送り（福井県小浜市）

ほうけんぎょう（佐賀県玄海町）

第25回全日本農はだてのつどい（岩手県奥州市）

椿まつり〔椿展示等〕
（島根県松江市）

第10回全十勝フロアカーリング交流大会（北海道新得町）

第13回「冬の下北半島食の祭典」（青森県むつ市）

三沢ほっきまつり
（青森県三沢市）

山田の春祭り〔恒持神社例大祭〕（埼玉県秩父市）

湯野上温泉火祭り（福島県下郷町）

いちき串木野ポンカン祭り（鹿児島県いちき串木野市）

第9回市民健康マラソン／
八幡浜駅伝カーニバル
（愛媛県八幡浜市）

野坂だのせ祭り（福井県敦賀市）

弘法大師堂霊塩水祭礼（新潟県柏崎市）
※予定

恋人の聖地
バレンタインイベント
（静岡県御前崎市）

椿まつり〔椿谷探訪〕
（島根県松江市）

　下北半島の
食文化と特産
物を紹介す
る、文字通り
「下北の“うま
い”」が一同に
会するイベン
トで、毎年開催されます。
　会場内のブースでは、下北半島各地の
郷土料理や食材を活かした料理の試食・
販売や特産品の販売が行われ、下北半島
のご当地グルメを思う存分堪能できる
ほか、ステージイベントや各種体験コー
ナーなどもあります。
　まだまだあるご当地グルメ、隠れてい
るご当地グルメをぜひ、探しに来てくだ
さい。
【開催日】1月25日（土）・26日（日）
【開催場所】プラザホテルむつ
【問合せ先】むつ商工会議所 振興課
☎0175-22-2282  【URL】www.mutsucci.or.jp

　三沢の浜の
特産品である
冬の味覚、ほ
っき貝を多く
の方々に味わ
ってもらいた
いと毎年、三
沢漁港で開催されているイベントです。
　祭り当日は「ほっき貝販売」、「ほっき
料理・加工品販売」、「ほっき貝無料試食」
などのブースが設置され、ほっき貝を買
い求める人や炭火で焼いたほっき貝を
ほおばる人で賑わいます。
　さらに、中身だけでなく、アトラクシ
ョン「ほっきムキムキ大会」では、多くの
方が制限時間内に、たくさんのほっき貝
から中身を取り出そうと、悪戦苦闘しな
がらも熱戦を楽しみます。
【開催日】3月中旬  【開催場所】三沢漁港
【問合せ先】三沢市漁業協同組合
☎0176-54-2202  【URL】kite-misawa.com

　「フロアカ
ーリング」は
1993（平成5）
年、木材の町
新得の特徴を
活かしなが
ら、季節や天
候に左右されない手軽な室内競技とし
て考案されたものです。
　カーリングのストーンにあたる木製の
フロッカーにはキャスターが付いており、
前方に置かれた木製のターゲットを的に
カーブをかけて送球し、得点を競います。
　毎年3月に開催される全十勝大会には、
町内はもとより、十勝全域から愛好者が
集まり、各チーム作戦を練りながら熱戦
が繰り広げられ、フロッカーが投げられ
るたびに歓声が響きます。
【開催日】3月9日（日）  【開催場所】新得町民体育館 
【問合せ先】日本フロアカーリング協会事務局
（新得町教育委員会 社会教育課内）
 ☎0156-64-0532  【URL】www.shintoku-town.jp
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市
冬の三沢の名物を存分に味わう
～三沢ほっきまつり

青森県 新
しん と く

得町
ちょう

好ショットに会場から歓声
～第10回全十勝フロアカーリング交流大会

北海道むつ市
下北の“うまい”が集まる
～第13回「冬の下北半島食の祭典」

青森県

三沢の冬の味覚「ほっき貝」の販売 ターゲットに向けフロッカーを送球賑わいを見せる会場の様子
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「電源地域情報ひろば」は、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
ーナーです。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
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炎と音楽、そしてartとの融合
～湯野上温泉火祭り

秩
ちち

父
ぶ

市
秩父路に春の到来を告げる
～山田の春祭り（恒持神社例大祭）

埼玉県

　一年の農業
の豊作と農業
の安全を祈っ
て行われてい
た年中行事
「農はだて」を
再興し、地域
に伝わる農耕文化や伝統行事を見直すこ
とを目的として、平成2（1990）年から開
催されています。
　かつての年中行事のひとつである「庭
田植」の再現や、日本最大級の大臼を使用
する「福餅つき」、祭りのクライマックス
に行われる重さ8トンにもなる「福俵引
き」などの様々なイベントにより、観客か
ら大きな拍手と歓声が送られ、厳冬の祭
りを盛り上げます。
【開催日】2月8日（土）
【開催場所】胆沢野球場特設会場
【問合せ先】胆沢総合支所 産業振興課 観光物産係
☎0197-46-2111（内線245）
【URL】www.city.oshu.iwate.jp

地域の農耕文化や伝統行事を継承
～第25回全日本農はだてのつどい

　湯野上温泉観光協
会主催で今年2月に
初めて開催されたイ
ベントです。
　湯野上温泉地区を
舞台に各地から画家
や写真家、ミュージシ
ャン、パフォーマーな
ど様々なアーティス
トが集結し、アート作品の展示やキャンド
ルナイト、ファイヤーダンスなど、多彩な
催物が連日行われます。
　湯野上温泉駅周辺には、地域の子ども
たちが書いた将来の夢や希望がロウソク
の炎で浮かび上がり、見る人々の心を癒
します。
　冷えた体を暖めたいときは「Snow Bar」
へお越しください。
【開催日】2月22日（土）・23日（日）
【開催場所】湯野上温泉一帯
【問合せ先】湯野上温泉観光協会  ☎0241-68-2817
【URL】www.yunokami.com

　毎年3月の第2日
曜日に開催される、
秩父地方に春を告げ
る祭りです。
　江戸時代より伝え
られたといわれる山
組・本組の屋台2台、
上組笠鉾1台が曳き
回されます。
　午前11時頃には恒

つねもち

持神社に集合して祭
典が行われ、神楽が奉納されます。その後、
午後1時頃から御旅所である八坂神社ま
で御神幸行列がなされ、道中曳き回しが
行われます。午後3時頃、御旅所である八
坂神社で祭典が行われ、その後も夜まで
曳き回しが行われます。
　夜には花火も打ち上がり、夜空に大輪
の花が咲きます。
【開催日】3月9日（日）
【開催場所】恒持神社
【問合せ先】秩父市 観光課  ☎0494-25-5209
【URL】navi.city.chichibu.lg.jp

冬を彩る祭礼行事
～弘法大師堂霊塩水祭礼

口能登に春を告げる
～おいで祭り
　おいで祭り
は口能登に春
を告げる祭り
で、「寒さも気

け

多
た

のおいでま
で」といわれ
ています。
　気多大社の祭神・大国主大神が、邪神を
退治したという伝承に由来しています。
　御幣を立てた神馬を先頭に神職、神輿、
錦旗、太鼓など50名ほどの行列が、ゆか
りの深い羽咋市など、2市2郡300㎞を5泊
6日で巡行する古式ゆかしいものです。
　行列は気多神社を出発しますが、途中
の気多本宮（七尾市）までを「おいで」、気
多本宮から気多大社までの帰路を「お帰
りおいで」と呼びます。
【開催日】3月18日（火）～23日（日）
【開催場所】気多大社他
【問合せ先】羽咋市 商工観光課  ☎0767-22-1118
【URL】www.city.hakui.ishikawa.jp

　この行事は
室町時代に始
まるとされる
新穀感謝豊作
祈願の祭り
で、福井県の
無形民俗文化
財です。
　子どもと大人が交互に「田打ち儀式」と
「田植え儀式」を行います。踊り手は「田打
ち歌」と呼ばれる音頭に合わせて、「だー
のせーのせーのやー」と威勢よく合いの
手を入れながら、力強く舞い踊ります。
　また、「田打ち儀式」の途中、福男が登場
し、福の種（米粒）を撒いて回り、「田植え
儀式」の途中、小

こ

昼
びる

持ちと呼ばれる妊婦と
娘にふんした２人などが登場します。
【開催日】2月上旬  
【開催場所】野坂神社・野坂公民館
【問合せ先】敦賀観光協会  ☎0770-22-8167
【URL】www.turuga.org/

五穀豊穣を祈願する
～野坂だのせ祭り

羽
は
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くい

市

下
しも ご う ま ち

郷町

　この祭りは、昔、弘
法大師が諸国布教で
柏崎の岩

いわ

之
の

入
いり

を訪れ
た折、一軒の家に一
晩泊めて貰ったお礼
に塩水を噴出させた
という、恵みに感謝
する伝統行事です。
　前夜祭では、弘法
大師堂の周りに108本のろうそくを雪洞
に灯し、雪夜を彩ります。
　祭り当日はご詠歌行列、寺院による参
拝者への厄払い読経などがあり、会場で
は甘酒のサービス、ご利益豆腐・お饅頭な
どの販売があります。
【開催日】2月15日（土）・16日（日）〔※予定〕
【開催場所】弘法大師堂（柏崎市岩之入地区）
【問合せ先】柏崎市 産業振興部 観光交流課 
☎0257-21-2334
【URL】www.city.kashiwazaki.niigata.jp

祭りのクライマックス「福俵引き」

口能登を巡行する行列一行大人たちによる「田植え儀式」

夜空を焦がす希望の光曳行される上組笠鉾

ご詠歌行列の様子

電気のふるさと Vol.34 10

Vol.34.indd   10 2013/12/18   4:18:01



　「お水送り」
は奈良・東大
寺の二月堂の
ご本尊にお供
えする、お香
水と呼ばれる
水を送る、奈
良時代から伝わる神事です。
　「お水取り」で流された水は10日間かけ
て、3月12日に東大寺で行われる「お水取
り」まで辿り着くといわれています。
　夕方、神宮寺の大護摩から火をつけた
大松
たいまつ

明を先頭に、僧侶や一般参加者が松明
を手に行列をなし、神宮寺の前を流れる
川の上流に向かい、そこの護摩に松明を
くべ、最後は行者が竹筒のお香水を奈良
に向って送る「火と水」の神事となります。
【開催日】3月2日（日）  
【開催場所】神宮寺他
【問合せ先】若狭おばま観光案内所  ☎0770-52-2082
【URL】www.wakasa-obama.jp

若狭に春を呼ぶ
～お水送り

福井県

　「松江産」と
称されるほど、
オリジナル品
種が多く、全
国ブランドと
して高く評価
され、松江市
の花にもなっている椿。その椿を楽しん
でもらおうと、毎年3月に松江城山公園で
開催されるイベントです。
　会場では、ツバキ展・椿苗木即売・育て
方相談・椿の鉢植えや切花の展示などが
行われます。
　また、樹齢300年以上の古木や名椿など
約450本の群落がある公園内の「椿谷」を、
椿の愛好家（山陰カメリアンクラブ会員）
のガイドで探訪します。
【開催日】3月8日（土）・9日（日）〔椿展示等〕、
3月15日（土）〔椿谷探訪〕
【開催場所】松江城山公園
【問合せ先】松江ツーリズム研究会  ☎0852-21-4030
【URL】www.kankou-matsue.jp

松
まつ

江
え

市
松江の花「椿」を堪能する
～椿まつり

島根県

　毎年2月上
旬に市民健康
マラソン／市
民駅伝大会が
開催されます。
　皮切りとな
る健康マラソ
ンは、お子様連れのファミリーでも手軽
に参加することができ、ゴール後にお菓
子とぜんざいが振る舞われます。
　また、駅伝大会は沿道や中継所で市民
の方々が絶え間なく声援を送る中、参加
選手は潮風を受けながら全力で走り、タ
スキをつなぎ、大勢の市民が待つゴール
を目指します。
　ゴール後の閉会式では「お楽しみ抽選
会」が行われ、豪華賞品が当たるなど、会
場は盛り上がりを見せます。
【開催日】2月2日（日）  
【開催場所】八幡浜市内一円
【問合せ先】八幡浜市 生涯学習課  ☎0894-22-3111
【URL】www.city.yawatahama.ehime.jp

　「ほうけん
ぎょう」は毎
年1月7日に玄
海町内の各地
域で行われ
る、「鬼

おに

火
び

焚
たき

」
とも呼ばれる
地域の伝統的な行事です。
　この行事は、一年の無病息災や厄払い
を祈願して催されるものです。数日前か
ら、地元の子ども会などで、「ほうけんぎ
ょう」で燃やす木や竹を集めて準備をし
ます。
　当日は、大人も混じっての公認の火遊
びに子ども達も大喜びし、燃えさかる火
が収まると、置き火の上で餅を焼いたり、
ぜんざいを作って食べます。
【開催日】1月7日（火）
【開催場所】玄海町各地区
【問合せ先】玄海町 教育課  ☎0955-52-2174
【URL】www.town.genkai.saga.jp

一年の無病息災を祈願
～ほうけんぎょう

　ポンカンは
いちき串木野
市の特産品で
す。そのポン
カンの生産者
グループ「い
ちき串木野ポ
ンカン盛り上げ隊」がポンカンPRのため、
毎年「いちき串木野ポンカン祭り」を開催
しています。
　会場ではポンカンの他、ポンカン餃子、
ポンにゃく （こんにゃく）、ポンさつま（さ
つまあげ）、ポンカン最中など珍しい商品
の試食販売が行われます。
　その他、ポンカンを練りこんだ餅つき
やポンカン湯など関連イベントも実施さ
れ、一日中家族でポンカンづくしを楽し
むことができます。
【開催日】2月2日（日）
【開催場所】いちき串木野市特産品直売所「季楽館」
【問合せ先】いちき串木野市役所 市来支所 産業経済課 
☎0996-21-5124  【URL】www.city.ichikikushikino.lg.jp

甘酸っぱい香りがいっぱい
～いちき串木野ポンカン祭り

地域の声援を受けて走る
～第9回市民健康マラソン／八幡浜駅伝カーニバル
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浜市 愛媛県

　「恋人の聖
地」として認
定されている
御前崎ケープ
パーク潮騒の
像周辺で、開
催される海に
沈む夕陽を眺め、自然のパワーを貰い、聖
なる場所で2人にとって愛を育めるよう
に開催されるバレンタインイベントです。
　ケープパークのシンボル「潮騒の像」へ
と続く階段はイルミネーションが施され
るほか、キャンドルの明かりやツインベル
なども用意され、雰囲気を盛り上げます。
　夕暮れ時になると、手をつなぎ、真っ赤
に染まる水平線を見つめ合いながら愛を
確かめ合うカップルや夫婦で賑わいを見
せます。
【開催日】2月中旬 
【開催場所】御前崎ケープパーク
【問合せ先】御前崎市観光協会  ☎0548-63-2001
【URL】www.omaezaki.gr.jp

御
お

前
まえ ざ き

崎市 静岡県

御前崎で愛を育む
～恋人の聖地バレンタインイベント

小
お

浜
ばま

市

送水神事の様子島根の椿

全力でゴールを目指す選手たちもえさかる「ほうけんぎょう」の火

ライトアップされる夕陽と潮騒の像

ポンカンを求めて集まる人たち
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