ふくしまの秋祭り

日本三大
けんか祭り

飯坂けんか祭り

5●金 6 ●土 7●日

10/

ゆれる提灯、きしむ屋台、太鼓の音が血を躍らせる
5日

式典

6日

神輿渡御、
宮入り

7

日
太鼓競演

11：00
17：20

例大祭
移御式・御神火採火式

（奉納-豊栄舞・剣舞・飯坂太鼓）

5：00

触れ太鼓

8：30

渡御巡幸

13：30

引継式

19：00

宮入り
（出発）

22：30

宮入り
（終了）

22：40

還御式

10：30
17：30

後鎮祭
千穐楽仕舞太鼓

（各町引屋台神社に集合）

飯坂線 得
1日フリー乗車券
大人520円 小人260円

32回しあわせ金婚夫婦

第

秋の例大祭は、五穀の豊饒を神に感謝し、氏子
崇拝者の隆昌を祈願する祭りです。
本祭りの神輿渡
御は町内を巡幸したのち、夜の帳が降りると大勢
の若衆に担がれた6台の太鼓屋台を従え、御旅所
を出発。
神輿を先頭に境内に入り乱れると、
神輿の

「平成」最後の表彰伝達式が開催されました

宮入りを阻む屋台が激しくぶつかり合います。
揺れ
る提灯の灯明が夜空を焦がし、負けじと打ち鳴ら
す太鼓の音が大地を轟かす様は圧巻です。

戦後の混乱をようやく乗り越えた高度成長期。日本は国際舞台に歩みを進めてきましたが、まさに波乱激動の半世紀でもありました。困難や苦労は数

大阪・岸和田の
『だんじり祭』
、
秋田・角館の
『角館

（土）
のみ
利用期間:10月6日

のお祭り』
とともに《日本三大けんか祭り》の異名

福島駅から飯坂温泉駅まで1日
乗り放 題 の 飯 坂 けん か 祭りフ
リー切符を福島交通飯坂線有人
駅で販売しております。八幡神社
周辺には｢駐車場｣がありません。
公共の交通機関をご利用くださ
い。尚、飯坂電車の最終便福島駅
行きは22時50分となっており
ます。
（10月6日のみ）

をとり、湯の町を祭り一色に染めます。祭りの歴史

えきれないものだったであろうご夫婦のみなさま。力を合わせて助け合いながら様々な困難や苦労を乗り越えて、明るく楽しい家庭を築き、地域社会の

は定かではないが、太鼓の調べは京都・祇園囃の

ためにご尽力いただきました。

流れを汲み、300年余の伝統を誇ります。
「下がり
半」
「三切り」
「流し」
「宮入り」
の4種類の打法があり、

この度の伝達式を通じ、50年間の万感の思いが胸に込み上げてこられるご夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。

儀式太鼓の風格と勇壮さを今に伝え、祭り太鼓保

これからもご夫婦そろってご自愛いただき、夫婦円満、家庭円満に末永く幸せな人生を歩まれていくことをお祈り申し上げます。

存会や小学校の太鼓クラブによって郷土の伝統文

●お問い合わせ先／飯坂八幡神社 TEL.024-542-2560

化が受け継がれています。

改めまして、金婚50年を心よりお喜び申し上げます。

二本松の提灯祭り
10/
4 ● 5● 6●
木

金

土

太鼓の響きに体を踊らせ、
囃子の音色に心を震わす。
幾千という提灯が秋の夜を彩る…二本松の代表的な風物詩
提灯祭りの由来
今から約370年前（寛永20年〈1643年〉）、丹羽光重公が二本松城主
として入府、
「よい政治を行うためには、
領民にまず敬神の意を高揚させ
ること」
と考え現在の栗ヶ柵に二本松神社をまつり領民なら誰でも自由
に参拝できるようにしたのが、
提灯祭りの始まりといわれております。

現在の祭り
現在は10月4・5・6日の3日間が祭礼日。4日は宵祭り、17：00に7町
内の太鼓台が市内の中心部に集合、二本松神社の御神火で一斉に提灯
に火がともります。1台に300余の提灯をつけ7台の太鼓台が情緒豊か
な祭り囃子の調べに合わせ市内を練り歩くさまは壮観です。中でも一番
のみどころは、
7町の太鼓台が全て揃う4日の宵祭りです。

4日 宵祭り

提灯祭りで一番のみどころとなるのは、
4日の宵祭り。
この日は各町内から鈴なりの提灯をつけた7台の太鼓台が繰り出し、
二本松神社のかがり火を紅提灯に移します。
太鼓台は威勢のいい若連
のかけ声とお囃子を奏しながら、
市内を勇壮に練り歩きます。
夜空を
赤々と焦がしながら移動する幾千もの提灯は見物客まで熱くします。
し
かも、
夜間の運行で全ての町内が揃うのはこの日だけです。

5日 本祭り
例大祭の最も重要な行事である
「神輿渡御」
が行われる日です。
7町合同引き廻しも2日目を迎え、
8：30頃、
駅前を出発し15：00頃まで
行われます。
その後、
神社では神輿の宮入りが行われ、
夜は各町内に
戻った太鼓台が再び提灯を点けて、
町内を練り歩きます。

6日 後祭り
祭りの最終日です。
昼はそれぞれの町内を引き廻し、
夜は4町と3町のふたつに分かれ、
合
同引き廻しが行われます。
ひととおり廻った後も、
名残り惜しさゆえ、
な
かなかお囃子は止まず、
夜が更けるまで満天の空に鳴り響きます。

●お問い合わせ先／二本松提灯祭実行委員会・二本松市観光連盟
TEL.0243-55-5122

福島稲荷神社例大祭
10/
6● 7● 8●●
土

日

月祝

福島の秋の夜を彩る勇壮な連山車」の姿が圧巻
6日

10：00 例大祭

7日

10：00 後鎮祭

18：00 移御式
神輿への神霊移し
12：30

本社神輿渡御

本社神輿が市内氏子36町会を渡御します。

17：30 本社神輿還御
神輿から御霊を神社へお移しします。
17：30

連山車

24台の山車が駅前より神社を目指して巡行

二之宮・三之宮

8日

11：00 神輿宮出し

神社より福島駅前を
廻り、神社まで

13：30 神輿宮入り
18：00 山車宮入り

詳しくは、
公式HPをご覧ください。 福島稲荷神社 検 索
●お問い合わせ先／福島稲荷神社 TEL.024-522-2702（9：00〜17：00）
●連山車に関するお問い合わせ先／福島秋祭り連山車実行委員会会長
中山伊知郎、
中山染工場 TEL.024-522-3876
●二之宮神輿（担ぎ神輿）に関するお問い合わせ先／福島まちづくりセンター 担当 上田 TEL.024-522-4841

受講生募集

働く婦人の家

募集期間／

例大祭とは、神社に縁のある日に行われる、その神社にとって一
番重要な祭です。
神さまからの日頃のご加護に感謝し、
そのご神徳を
称えることを最大の目的にしているため、
お供え物にもお米やお酒、
お塩のほかに海のものや山のもの、
乾物、
果物など、
さまざまな種類
のお供えが用意されます。
またお神輿や山車を出して、
町の発展やそ
こに住む人々の暮らしぶりを神さまにご覧いただくという行事も行
われます。
こうしたことから、
例大祭の時期に合わせてにぎやかな縁
日が開かれるようになりました。
年に一度の
「例大祭」
を楽しみにされている方もいらっしゃること
でしょう。
ただ間違えてはいけないのは、
このお祭りは本来、
人々が露
店などを楽しむためのものではなく、神さまを称えるためのものだ
ということです。
ワッショイワッショイと担ぐお神輿も、
神さまをお乗
せしているのだという意識を持って担ぐのでなければ担ぐ意味があ
りません。
どんなお祭りも元来は、
神さまとのつながりを深め、
神事を
通して地域の人と人との結束を強めるために催されるものなのです。
例大祭が行われる時期には、
お祀りしている神さまのお力が非常
に強まるといわれています。例大祭にお参りされるとともに、神さま
のお力をいただいてお神輿や山車の行事を盛大に行い、
ご自身の精
気をも養っていただけたらと思います。

平成30年10月7日（日）9：00〜10月12日（金）17：00

申込方法／・募集期間内に直接来館してお申し込みください。
その際、
受講料をご用意ください。
（電話による申し込みはお受けできません）
・受付は先着順となります。
ただし、
募集期間初日の9：00の時点で定員を超えている場合は抽選となります。

受講対象／市内に居住又は勤務している勤労女性、又は勤労家庭の女性。
婦人の家講座は託児も受け付けます。
（ 先着10名。2歳以上の未就学児童に限ります）

勤労青少年ホーム

受講対象／市内に居住又は勤務している35歳以下の勤労青少年。
※空きがある場合は、36歳以上の方でも受講可能です。
お問い合わせください。

ゴルフ教室

パソコンExcel（中級） パッチワーク教室

定 員／ 15名
期 日／ 11/5（月）〜11/7（水）3日間のコース
時 間／ 10：00〜15：00
（休憩1時間、最終日は12：00まで）
場 所／ 働く婦人の家 1Ｆ講習室
内 容／ パソコン使用がはじめての方
が対象です。
基本操作、
日本語
入力、文書作成などを学び最
後には年賀状を作成します。
受講料／ 2,160円（テキスト代含む）
講 師／（有）ジャパンウィングITスクール ユアPC
インストラクター 2名

定 員／ 20名
期 日／ 10/24,31・11/7,14,21
（毎週水曜日の５回コース）
時 間／ 10:00〜12:00
場 所／ 働く婦人の家 1Ｆ料理実習室
内 容／ お弁当の蓋をあける楽しみが増
えるような、バラエティ豊かな
お弁当を作ります。子どもから
大人までが美味しく楽しく味わ
えるおかず作りを学びましょう。
受講料／ 3,800円（材料費5回分）
講 師／ 食育指導士 久家雅子先生

定 員／ 10名
期 日／ 10/22,29・11/5,12,19
（毎週月曜日の５回コース）
時 間／ 19:00〜20:30
場 所／ ゴルフレンジアミーゴ（福島市成川・現地集合解散）
内 容／ はじめての方から経験豊富な方
まで、どなたでも気軽に参加でき
る教室です。一度プロに見ても
らえば上達のコツをつかめます。
受講料／ 5,900円（ボール代・保険料）
講 師／ 佐藤ゴルフ企画レッスンプロ
佐藤 寿一 先生

定
期
時
場
内

定 員／ 20名
期 日／ 10/25・11/1,8,15,22
（毎週木曜日の５回コース）
時 間／ 10：00〜11：30
場 所／ 働く婦人の家 2Ｆ軽運動室
内 容／ はじめての方から経験者までベ
リーダンスの基礎を学びます。
ダンスをとおして楽しくリズミ
カルに踊り、心身共に健康な体
づくりを体験してみましょう。
受講料／ 500円（保険料）
講 師／ シャハラザードイナンナ Chico先生

福島市働く婦人の家・福島市勤労青少年ホーム（福島市入江町1-1 TEL.024-531-6221）

15名
10/22（月）〜10/26（金）５日間のコース
19:00〜21:00
働く婦人の家 1Ｆ講習室
Excelの基本操作ができる方が対象です。多様な
形式でのデータ表示。グラフの作成と編集。ウィ
ンドウ操作と効率的な入力方法。ﾃｰﾌﾞﾙ機能とデ
ータ管理など基本的な書式設定や四則演算、オー
トSUMなどを用いたExcelの中級を学習します。
受講料／ 3,500円（テキスト代含む）
講 師／ （有）ジャパンウィングITスクール ユアPC
インストラクター ２名
員／
日／
間／
所／
容／

定 員／ 15名
期 日／ 10/18,25・11/1,22,29
（毎週木曜日の５回コース11/8,15は除く）
時 間／ 19：00〜21：00
場 所／ 勤労青少年ホーム 3F娯楽談話室
内 容／ モダンハワイアンバックを作り
ます。初級者から上級者まで楽
しんでハワイアンキルトに触れ
ながらバック作りを学びます。
受講料／ 3,200円（材料費5回分）
講 師／ Poco A Poco(ポコ･ア･ポコ）
主宰 中山敬子先生

※共通注意事項／●音楽堂コンサート等の行事と重なるときなどは日程の変更があります。
●申し込み人数が少ない場合は、
教室をとりやめることがあります。

野口英世記念ふくしま国際音楽祭2018

今年は
イタリアが
テーマ

The 1st Hideyo Noguchi memorial Fukushima International Music Festival

〜秋の風物詩 豊饒の地ふくしまを祝ぐ音楽の祭典 〜
福島市まちなか本格リサイタル

ノエ・乾 ヴァイオリン・リサイタル
〜ノエ・乾の弾く至高名品〜

日時

2018年10月5日（金）
19:00〜20:30（18:30開場）

会場 福島テルサ FTホール
出演者／ノエ・乾（ヴァイオリン）、本山 乃弘（ピアノ）

前売券 2,000円
（税込）※当日券2,300円
（税込）全席自由

◆プログラム
イザイ : 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番
ニ短調[バラード]Op.27-3
イザイ : 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第5番
ト長調[田園]Op.27-5
メンデルスゾーン : ヴェネツィアの舟歌〜[無言歌]Op.30
リスト : 祈り〜[詩的で宗教的な調べ]S.173
フランク : ヴァイオリン・ソナタ イ長調FWV.8

チケット取り扱い

お弁当作り教室

東日本大震災
復興祈念

プロフィール

パソコンWord教室(初級・年賀状） ベリーダンス教室

お問い合わせ

平成30年9月5日（水）inとうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）

福島県指定重要
無形民俗文化財

すぎ

秋祭りのシーズン到来！
お薦め秋祭りはこちら！
平成30年度
第Ⅱ期

福島民報社・公益財団法人 福島市老人クラブ連合会 主催

ヨーロッパの伝統を一身に担う若き天才ヴァイオリニスト ノエ・乾
1985年ブリュッセル生まれ。母はギリシャ人、父が福島出身のハーフ。
ベルギー、
フラ
ンス、
ドイツの音楽院をいずれも首席で卒業。ナポリ・クルチ国際コンクール、ニュー
ヨーク・ヤング・アーティスト国際コンクール各第1位受賞。
アルゲリッチ等著名アーティ
ストとの共演も数多いヨーロッパ期待のホープ。

●福島テルサ FTホール 024-521-1500
●野口英世記念ふくしま国際音楽祭福島準備委員会 024-597-6693
●公演チケットサイト「カンフェティ」
電話予約 0120-240-540（平日10:00〜18:00）
●インターネット予約 野口英世記念ふくしま国際音楽祭

検索

＊平成30年度福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）

主催 : 野口英世記念ふくしま国際音楽祭実行委員会 後援 :（公財）
野口英世記念会/福島県/福島県教育員会/福島市/福島市教育委員会/NHK福島放送局/福島中央テレビ/テレビユー福島/福島放送/福島テレビ/福島民報社/福島民友新聞社/ふくしまFM/ミュージック・ペンクラブ・ジャパン
お問い合わせ先 : 野口英世記念ふくしま国際音楽祭福島準備委員会 TEL.024-597-6693

