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阿久根はな＊HANA＊華まつり
（鹿児島県阿久根市）

淀姫神社金比羅大祭（佐賀県玄海町）

サン・ファン祭り（宮城県石巻市）

前略 道の駅から 春の神恵内 魅力みせ鱒
（北海道神恵内村）※予定〔5月中旬の週末〕

第26回あじさいまつり
（佐賀県唐津市）

桜流鏑馬（青森県十和田市）

我歴 stock in 女川
（宮城県女川町）

ひたち国際大道芸（茨城県日立市）

100万人のキャンドルナイト in 只見
（福島県只見町）※予定〔6月中旬〕

佐田岬ふるさとウォーク2014
（愛媛県伊方町）

花換まつり（福井県敦賀市）

えんま市（新潟県柏崎市）

御前崎カツオのぼり（静岡県御前崎市）

松江武者行列（島根県松江市）

御前崎カツオのぼり（静岡県御前崎市）

御前崎カツオのぼり（静岡県御前崎市）

　かつて南部地
方と呼ばれ、南部
馬の産地として
名を馳せ、今もな
お市民の馬に対
する愛着がある
十和田市で約10
年前に始まった
イベントです。
　日本古来の伝統武芸である流鏑馬を、
女性も楽しめるように競技化したもの
です。
　桜が満開の会場に、全国から一同集っ
た女性騎手が豪華潤欄な衣装を身にま
とい、馬を駆けながら華麗な技術で弓を
射る姿は、訪れた花見客の心も射止めて
しまいます。
【開催日】4月26日（土）、27日（日）
【開催場所】十和田市中央公園緑地
【問合せ先】十和田乗馬倶楽部 ☎0176-26-2945
【URL】www.jtng.com

　「 サ ン・
ファン祭
り」は今か
ら約400年
前、伊達政
宗公の命に
よりヨーロ
ッパへ渡った慶長使節の偉業を後世に
伝え、子どもたちの情操を培うことなど
を目的としたイベントです。
　ステージでは地元児童による鼓笛隊、
チアリーディングや吹奏楽、獅子舞など
が華やかに披露され、会場内ではふわふ
わドームや遊具などのちびっこ向けの
企画も実施されます。
【開催日】前夜祭 5月24日(土)、当日祭 25日(日)
【開催場所】石巻市サン・ファン・バウティスタパーク
（石巻市渡波）
【問合せ先】事務局（サン・ファン館） ☎0225-24-2210
【URL】www.santjuan.or.jp

　「神恵内
村魅力創造
研究会（村
内有志によ
る情報発
信・イベン
ト企画等
を通じて村の魅力を伝えていこうとい
うグループ）」主催により、　昨年度初め
て開催されたイベントです。
　神恵内村の観光拠点である道の駅「オ
スコイ！かもえない」で、春の郷土料理
「マスカレー」の試食会を始め、ホタテ焼
きや串焼き、さらには地元菓子店による
新スイーツ「揚げ饅頭」を味わうことが
できます。
【開催日】5月中旬の週末（予定）
【開催場所】道の駅「オスコイ！かもえない」
【問合せ先】神恵内村 産業建設課 ☎0135-76-5011
【URL】www.vill.kamoenai.hokkaido.jp
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春の神恵内の魅力を満喫する
～前略  道の駅から  春の神恵内  魅力みせ鱒
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青森県

石巻市の春の最大のイベント 「マスカレー」の試食会

華麗に馬から弓を射る女性
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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4～6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。（編集の都合上、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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宮城県福島県

電気のありがたさを考える
～100万人のキャンドルナイト in 只見

日
ひ

立
たち

市
摩訶不思議な世界を体験
～ひたち国際大道芸

茨城県

　「音楽の
力で女川町
民を盛り上
げ、復興の
原動力にす
る」と女川
の若者達が
中心となって企画・準備を行い、町内の各
種団体も協力しながら開催する町民参加
型のイベントです。
　多くのアーティストが駆けつけ、歌あ
り、ダンスあり、演奏ありの充実したステ
ージの他に獅子舞大乱舞も行われ、勇壮
な舞いが繰り広げられるなど、参加者み
んなで音楽を聴きながら心地良い時間が
流れていきます。
【開催日】6月1日（日）
【開催場所】女川町立女川小学校
【問合せ先】女川福幸丸（佐藤） ☎070-5321-2500
【URL】www.onagawa-fkm.com

若者達が音楽で故郷を盛り上げる
～我歴 stock in 女川

　福島県西
部に位置す
る只見町は
日本有数の
豪雪地帯と
して知られ
ています。
雪解けの水量が豊富なため、只見町には
5つの水力発電所があります。そんな只見
町で、電気のありがたさを考えてみよう
と、毎年6月に開催されているイベント
です。
　高校生などのボランティアがキャンド
ルを並べて点灯する夜に只見町の名物、
味付マトンケバブの出店等のイベントを、
参加者みんなで楽しんでいます。
【開催日】6月中旬（予定）
【開催場所】只見川公園（予定）
【問合せ先】只見町観光まちづくり協会
☎0241-82-5250
【URL】www.tadami-net.com

　ジャグリ
ング、パン
トマイム等
の大道芸に
加え、世界
のフェステ
ィバルで活
躍するトップパフォーマーの芸術性溢れ
る大道芸が披露されます。
　その他、観客へのフェイスペイントサ
ービスや屋台等、様々な催しがあります。
さらに夜会（夜の大道芸）ではファンタジ
ックな雰囲気とダイナミックなパフォー
マンスが体験でき、一日中満喫できるイ
ベントです。
【開催日】5月10日（土）、11日（日）
【開催場所】日立市（日立会場、多賀会場）
【問合せ先】ひたち国際大道芸実行委員会
☎0294-24-7711
【URL】www.civic.jp

500店以上の露店が立ち並ぶ
～えんま市

「でか山」を曳
ひ

き廻す
～青柏祭
　若葉が萌
える5月に
行われる、
国指定重要
無形文化財
にも指定さ
れている大
地主神社（山王神社）の例大祭で、能登地
区最大の祭礼です。
　「でか山」と呼ばれる高さ12m、重さ20t
の日本一大きな山車3台が、狭い町中を曳
き廻されます。
　そして、5月4日には大地主神社で、5日
には能登食祭市場と仙対橋付近に3台の
「でか山」が勢ぞろいします。また、訪れる
人が山車を引くことができるのも、この
祭りの魅力です。
【開催日】5月3日（土・祝）～5日（月・祝）
【開催場所】七尾市中心部
【問合せ先】七尾市 観光交流課  ☎0767-53-8424
【URL】www.city.nanao.lg.jp

　桜の名所、
金崎宮で行わ
れる恋のお祭
りです。
　桜見物に訪
れた男女が
「花換えまし
ょう」と声を
掛け合い、授与されたお互いの桜の小枝
を交換して思いを確かめ合うロマンチッ
クな祭りです。
　「花換え」をしたカップルは、将来幸せ
に恵まれるといわれていることから、毎
年、大勢の若者で賑わいをみせます。
【開催日】4月1日（火）～15日（火）
【開催場所】金崎宮（敦賀市金ヶ崎町）
【問合せ先】敦賀観光協会  ☎0770-22-8167
【URL】www.turuga.org

桜の小枝を交換して愛を伝える
～花換まつり
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　始まりは
約200年前
とも、300
年余りの伝
統があると
も伝えられ
ている伝統
行事です。元々は柏崎市半田にあった閻
魔堂の馬市だったものが、江戸時代後期
の文政年間には露天が立ち並ぶ縁日の形
態になったと伝えられています。
　祭りが6月中旬に行われることが、全国
の露天業者が集うのに好都合だったため、
現在では閻魔堂のある本町通りを中心に、
全国各地から集まった約500軒もの露店
が数kmにわたって立ち並び、期間中、県
内外から20万人以上の人出で賑わいを見
せます。
【開催日】6月14日（土）～16日（月）
【開催場所】柏崎市東本町、西本町、ニコニコ通り
【問合せ先】柏崎市 観光交流課  ☎0157-21-2334
【URL】www.city.kashiwazaki.niigata.jp

イベントを盛り上げる実行委員の若者たち

　「でか山」の曳き回しの様子

福娘から桜の小枝を受ける見物客

大道芸人のパフォーマンスに集う観衆

えんま市の賑わいの様子

会場を照らすキャンドルの灯
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　端午の節
句に合わせ
て、あらか
じめオーナ
ー申込みを
された方々
の「カツオ
のぼり」を、お子様の成長を祝って掲げる
イベントです。
　カツオのぼりはどの方でもオーナーに
なることができ、しかもお腹にお子様の
名前やメッセージを入れることができま
す。
　「カツオ」は御前崎市の特産物であり、
たくさんのカツオのぼりが空高々と泳ぐ
姿は悠然としたものです。
【開催日】4月26日（土）～6月8日（日）
【開催場所】御前崎市観光物産会館「なぶら館」
【問合せ先】御前崎市観光協会  ☎0548-63-2001
【URL】www.omaezaki.gr.jp

空高 と々泳ぐ姿を楽しむ
～御前崎カツオのぼり

静岡県

　このイベ
ントは地元
出身の冒険
家、故河野
兵市氏の北
極点単独歩
行を記念し
て始まったもので、今年で16回を数えま
す。
　コースは隣の八幡浜市から約45kmを
踏破するものから、伊方町内を歩く約7
kmの短縮コースなど、距離が異なる複数
のコースがありますが、いずれも道中、
宇和海や瀬戸内海を望む素晴らしい景色
を眺めながら、日本一細長い佐田岬半島
の魅力を感じ取れるとあって、毎年、町
内外から多くの方々が参加します。
【開催日】5月17日（土）
【開催場所】八幡浜市～伊方町三崎地区
【問合せ先】伊方町産業振興課  ☎0894-38-0211
【URL】www.town.ikata.ehime.jp
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素晴らしい景色を堪能
～佐田岬ふるさとウォーク2014

愛媛県

　見帰りの滝周
辺で約1ヶ月に
わたり開催され
ます。滝周辺は
遊歩道が整備さ
れていて、約50
種4万株の色と
りどりのあじさ
いをゆっくりと
見ることができ
ます。
　夜間は滝のライトアップも行われ、珍
しいあじさいの展示や、スケッチ大会も
実施されます。また、滝周辺の料理店で
は、滝の音と美しい景色の中で鰻料理を
味わうことができます。
【開催日】6月7日（土）～29日（日）
【開催場所】見帰りの滝周辺（唐津市相

おう
知
ち
町）

【問合せ先】唐津観光協会 相知支所  ☎0955-51-8312
【URL】ouchi.fhl.ne.jp/

　「淀姫神
社金比羅大
祭」は玄海
町外
ほかわず

津地区
で行われる
海上安全、
大漁を祈願
するお祭りです。
　神社での神事のあと、小学生の巫女、
昔ながらの衣装を身につけた厄年の人た
ちが曳く宝船の曳山、御神体を乗せた神
輿が海岸線を練り歩きます。その後、巫
女と神輿を乗せた漁船とお供船の勇壮な
海上パレードが行われますが、外津橋か
らの眺めは一見の価値があります。その
他、「みちふり」や巫女舞等が行われます。
【開催日】4月13日（日）
【開催場所】淀姫神社周辺（玄海町外津）
【問合せ先】玄海町 産業振興課  ☎0955-52-2199
外津漁協  ☎0955-52-6103
【URL】www.town.genkai.saga.jp

豊漁を願う
～淀姫神社金比羅大祭

　阿久根中
心部の3つ
の商店街が
人々の移動
の多いゴー
ルデンウィ
ークに市内
外から大勢のお客さんを呼び込むことが
できないかと実行委員会を作って、阿久
根商工会議所主催で昨年初めて実施した
イベントです。
　各商店街に足を運んでもらうため、商
品を販売するだけでなく、それぞれの商
店街が独自で魅力あるイベント（ワンコ
イン、スタンプラリー、ステージイベン
ト等）を企画・開催します。
【開催日】前夜祭 5月2日（金）、当日祭 5月3日（土・祝）
【開催場所】駅前通り商店街、本町通り商店街、大丸通り
商店街
【問合せ先】阿久根商工会議所  ☎0996-72-1185
【URL】www.akune-cci.or.jp

商店街活性化への新しい取組み
～阿久根はな＊HANA＊華まつり

滝の音と花の美しさを楽しむ
～第26回あじさいまつり
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　「松江武
者行列」は
松江開府の
祖、堀尾吉
晴公とその
一行が松江
城に入城す
る様子を再現した、絢欄豪華な時代絵巻
です。
　毎年、勇壮な武者や色鮮やかな姫など
に扮し大勢の市民が参加し、松江城を目
指し、桜咲く松江市内を練り歩きます。
　当初は秋に開催されていましたが、現
在では城下町松江の春の風物詩として、
市民や観光客にも知名度が浸透し、当日
は多くの観客で賑わいます。
【開催日】4月5日（土）
【開催場所】白潟天満宮前～松江城
【問合せ先】（一社）松江観光協会  ☎0852-27-5843
【URL】www.kankou-matsue.jp
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絢欄豪華な時代絵巻
～松江武者行列

御
お

前
まえ ざ き

崎市

　空高 と々泳ぐ「カツオのぼり」ウォーキングを楽しむ参加者の方々

見帰りの滝とあじさいの花

勇壮なパレード

松江武者行列の様子

本町通り歩行者天国での様子
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