
●営業時間／9：30～18：00
●定 休 日／毎月第1水曜日
　土日祝日は営業しています
●〒965-0025 福島県会津若松市扇町49-1

（0242）24-0831
に じ の お や さ い

●営業時間／8：30～13：00
●定 休 日／毎週日曜日
●〒965-0089 福島県会津若松市神指町東城戸280

（0242）33-7622

朝早くから営業してます

JAあいづファーマーズマーケット（農産物直売所）

会津産の安全・安心な野菜・果物・花が
とれたて新鮮「そのまんま」！

お米・お酒・お肉…食いしん坊にはたまらない
農産物直売所です!!

詳
細
は
J
A
各
店
ま
で
お
訪
ね
く
だ
さ
い

新発売

㈱一休さん大黒堂 若松総本店／会津若松市東千石1-1-32 ☎（0242）28-1930　http://www.1930-daikokudo.co.jp/
喜多方店・会津坂下店・真宮新町墓石センター・福島泉本店・郡山新さくら通り本店・郡山富田店・郡山安積店・
郡山東山霊園店・須賀川インター店・白河常設展示場・いわき平店・いわき平仏壇墓石会館・いわき植田店

感謝報恩の心を育む仏事総合センター　石とお仏壇・葬祭・花環・宝くじ

安心とぬくもり、明朗価格のセレモニーホール

大黒堂紫雲閣

門田ホール
☎（0242）26-9999

本町ホール
☎（0242）27-1930

滝沢ホール
☎（0242）32-1930

喜多方ホール
☎（0241）23-1935

塩川ホール
☎（0241）28-1930亀賀ホール ☎（0242）23-1930

板下ホール
☎（0242）84-1930

柳津ホール
☎（0241）41-1930

咲田ホール
☎（024）933-1931

24時間受付

創業32周年

⑴⑷

会津まつり開催時は、市内各所交通規制を行います。市民の皆様には何かとご不便をおかけしますが、迂回するなどご協力くださるようお願いします。お 願 い

あ
い
づ
食
の
陣

会津夏の
風物詩！

会津まつりガイドニュース会津まつりガイドニュース
会津若松観光ナビ　URL:http://www.aizukanko.com

会津まつり
シンボルマーク

2014年（平成26年）

＜発　行＞
会津まつり協会

会津若松市大町1-7-3
TEL（0242）23-4141

7月1日（火）会津若松イベントガイド2014（7月～9月）

１．西郷 千恵子（さいごう ちえこ）
　若松城下に新政府軍が殺到した頃、戦いの足手まといにならないようにと、西郷
頼母の妻千恵子は我が子三人を刀で刺した後、自害。他に頼母の母律子をはじめ、
親族を含めた計２１人が殉じた。白虎隊とともに戊辰戦争の悲劇として語り継がれて
いる。

４．山川 二葉（やまかわ ふたば）
　梶原平馬に嫁ぐが、後に離別。新政府軍が若松城下に進攻すると、母らとともに
長男景清を連れて若松城に入り、籠城戦に加わる。会津藩の降伏後は、兄大蔵らと
ともに会津藩移封先の斗南に移る。廃藩置県により斗南藩が消滅すると大蔵らとと
もに上京した。

５．山川 艶（やまかわ えん）
　山川大蔵の母。夫尚江との間には１２子をもうけるが、成人したのはその内の7人。
陸軍少将の大蔵、東大総長の健次郎、日本人初の女子留学生の捨松（咲子）、東
京女子高等師範学校生徒取締の二葉など。夫病没後、女手ひとつで彼らに教育を
施した母の力は余りに大きい。

６．照姫（てるひめ）
　会津藩主・松平容保の義姉。１０歳時に会津藩八代藩主、松平容敬の養女とな
る。会津での籠城戦の際には女性たちを取り仕切り、食事の準備やけがの手当て、
弾丸の製造などを指揮していた。

７．神保 雪（じんぼ ゆき）
　会津藩大組物頭、井上丘隅の娘で会津藩軍事奉行であった神保修理の妻。戊
辰戦争時は中野竹子らと一緒になって戦ったとも、また大垣藩兵に捕えられて捕虜
となって後、自害したとも伝えられ、定かでない。

８．中野 こう子　　９．中野 優子
　新政府軍の猛攻から郭内に入れなかった中野親子らは、照姫が坂下宿へ立退い
たとの情報により会津坂下へと向かうが、徒労に終わり、会津城下に引き返す。その
途中、越後街道を南に柳橋へと進んだ際に新政府軍と接戦になり、その最中、竹子
は銃撃を受けて戦死。「敵に首を渡すわけにはいかない」、とその場で母こう子、妹優
子が介錯した。

２．山本 八重（やまもと やえ）
　会津藩の砲術師範、山本権八（妻佐久）の６人兄弟の三女として生まれる。戊辰
戦争の籠城戦では、七連発のスペンサー銃を使い、四斤山砲（よんきんさんぽう）の
砲撃助手もした。敗戦後、京都府顧問となっていた兄覚馬を頼り、母らとともに京都
へ赴く。その後、覚馬を訪ねてきた新島襄と出会い、結婚。明治女性の先駆者として
新時代を切り開き、「ハンサム・ウーマン」とも、戊辰戦争の経験から日赤活動にも力
を入れたため「日本のナイチンゲール」とも称された。

３．山川 登勢（やまかわ とせ）
　山川大蔵の妻。新政府軍が若松城下に進攻すると義母らとともに若松城に入り、
籠城戦に加わるが、城外から放たれた砲弾の破片に当たり落命した。

9/23（火・祝）会津藩公行列 公募内容決定！ 参加者募集！
今年の個人役柄は、

『誇り高き列女たち“会津の華”』の9人を中心に！
　昨年は、大河ドラマ「八重の桜」の放送記念として二人の八重（山本八重、新
島八重）を中心に公募いたしましたが、八重と同時代を生きた会津が誇る女性
は他にも多く存在しており、今なおこの地の人々の胸に深く刻まれています。
　今年は、大河ドラマの視点を引き継ぎ、『誇り高き列女たち“会津の華”』と称
して、白兵戦、籠城戦など凄惨な戦いを経た女性を中心に、下記の9人の女性を
取り上げ、殉難された方を追想したいと考えています。（団体・個人の公募内容
及び申込み方法については次頁をご覧ください）
　また、前回の会津まつりガイドニュースでお知らせできなかった各行事の開催
内容や、最終頁には「会津若松イベントガイド2014」として７月から９月までの各
所行事も掲載しましたので、どうぞご活用ください。（恒例の「会津の偉人」クイ
ズ！も掲載。今回は超難関？）

1日（火）～９月３０日（火）
■あいづ食の陣「会津トマト」
場所／市内各飲食店（全８０店舗）
問合せ先／あいづ食の陣実行委員会
　　　　　☎３９-１２５３（農政課）

～１５日（火）
■鶴ヶ城天守閣企画展「むかしの会津」～教育編～
時間・場所/入場８：３０～１６：３０・鶴ヶ城天守閣
問合せ/鶴ヶ城管理事務所☎２７-４００５

１９日（土）～９月9日㈫
■鶴ヶ城天守閣企画展『会津松平家』
時間・場所/入場８：３０～１６：３０・鶴ヶ城天守閣
問合せ/鶴ヶ城管理事務所☎２７-４００５

２０日（日）～８月２０日（水）
■猪苗代湖遊泳期間
場所／崎川浜・中田浜・小石ヶ浜
問合せ先／会津若松市観光課☎３９-１２５１

２５日（金）
■会津清酒屋台村
時間・場所／１６：００～２０：００・野口英世青春広場
問合せ先／会津若松酒造組合☎２６-１５１５

２７日（日）
■二市一ヶ村　日橋川「川の祭典」
時間／８：３０～２０：３０
　　　※花火大会１９：１５～２０：３０
場　　所／日橋川緑地公園周辺
問合せ先／きたかた商工会塩川地区センター
　　　　　　　　　　  ☎０２４１-２７-３２０２
　　　　　喜多方市塩川総合支所産業課
　　　　　　　　　　  ☎０２４１-２７-２１２２

１日（金）～７日（木）
■会津の高野山詣り
場所／冬木沢八葉寺
問合せ先／金剛寺☎２２-１６８９

１日（金）～１６日（土）
■会津若松　光の街プロジェクト

（ー東山温泉・盆踊り祭り編ー）
場所／東山温泉街（フルカラーLED照明）
問合せ先／東山温泉観光協会☎２７-７０５１

５日（火）
■空也念仏踊り
時間・場所／１０：００～・冬木沢八葉寺
問合せ先／金剛寺☎２２-１６８９

９日（土）
■東山温泉お湯かけ祭り
時間・場所／１８：５０～２１：００・東山温泉街
問合せ先／東山温泉観光協会☎２７-７０５１

１３日（水）～１５日（金）
■芦ノ牧温泉盆踊り大会
時間・場所／２０：００～２１：００・芦ノ牧温泉街
問合せ先／芦ノ牧温泉観光協会☎９２－２３３６

１３日（水）～１6日（土）
■東山盆踊り
時間・場所／１９：１５～２１：15・東山温泉街
問合せ先／東山温泉観光協会☎２７-７０５１

１５日（金）
■第５回市民会津磐梯山盆踊り
時間／１９：００～２０：３０
場所／県立博物館正面前広場
問合せ先／会津磐梯山踊り保存会事務局
　　　　　　　　　 ☎２８-２７７０（森川）

23日（土）
■第８回かわひがし皆鶴まつり
時間・場所／１０：００～２０：３０・広田西公園
問合せ先／あいづ商工会河東☎７５-３５１１

１３日（土）～１１月４日（火）
■鶴ヶ城天守閣企画展「禁門の変　150年記念展」
時間・場所/入場８：３０～１６：３０・鶴ヶ城天守閣
問合せ/鶴ヶ城管理事務所☎２７-４００５

１４日（日）※予定
■フルーツ＆フラワーフェスティバル
時間・場所／９：００～１３：００・やすらぎ広場ホタルの森公園
問合せ先／会津若松市北会津支所まちづくり推進課

☎５８-１８０５
２１日（日）
■会津新選組まつり＆七日町楽市
時間／１０：００～１７：００
場所／阿弥陀寺、七日町市民広場ほか
問合せ先／会津まつり協会☎２３-４１４１
　　　　　七日町通りまちなみ協議会☎３３-９９１９
■第９回鶴ヶ城古武道祭
時間・場所／１０：００～１２：３０・鶴ヶ城本丸

２１日（日）～２３日（火・祝）
■會津十楽 秋の陣
場所／鶴ヶ城本丸
問合せ先／サムライシティプロジェクト実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　☎3９-６５３９

２３日（火・祝）
■中央通りフリーマーケット
時間・場所／１０：００～１６：００・大町中央公園
問合せ先／中央通り商店振興会☎２４-３４８２
■薪能
時間・場所／１７：３０～１９：３０・会津能楽堂
問合せ先／会津能楽会☎２２-３５１４（折笠）

２４日（水）
■「我ら！白虎隊！」ウオーク（仮称）
時間・場所／９：0０～１0：3０・飯盛山周辺
問合せ先／会津若松観光ビューロー☎２3-８０００
■戊辰殉難者秋季祭典（白虎隊剣舞ほか）
時間・場所／１０：３０～１２：００・飯盛山白虎隊士墓前
問合せ先／会津弔霊義会事務局☎２５-４０１３（山内）

「あいづ食の陣」開催中！
　　夏：トマト
　　秋：米、日本酒　
　　冬：会津地鶏
詳細は専用HPをご覧ください！
http://aizu-shokuno-jin.jp/

ご注目！「会津の偉人」クイズ！
本紙恒例の限定企画です。是非チャレンジしてみてください。正解された方には抽選で５名様にオリジナルグッズを進呈します。

▶申込み方法／郵便ハガキに“この人物”の名前と、応募される方
の住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、お申し込みください。（Ｆ
ＡＸ応募可Fax23-4343）▶申込み先／〒965-0042会津若松市
大町1-7-3　会津まつり協会事務局内「会津の偉人」クイズ係▶
〆切日／平成２６年７月２５日（金）当日消印有効▶その他／当選
発表は当選された方へ粗品発送をもって代えさせていただきます。

　戊辰敗戦後、伴百悦（ばん ひゃくえつ）らとともに野ざらしに
なっていた会津藩士の遺体の埋葬に尽力。遺言では、自らの遺体
は菰（こも）をかぶせ、その状態で墓所まで運ぶように指示。晩年
は狼藉者を退治するなど逸話も多く、「最後の会津武士」として語
り継がれた人物は誰でしょうか。

7月 July 8月 August 9月 September

B級グルメも出店

問　　題

「涙橋の戦い」（手前が中野竹子、奥が妹の優子） ※法界寺蔵

7月1日（火）～9月8日（月）
■お日市
　場所／市内各所
　問合せ先／会津まつり協会☎23-4141

うむ。
まさしく
会津武士！



緊急
発売ダブル世界遺産見学！！

　  「富岡製糸場」と「日光東照宮」
　　名湯“草津温泉”満喫の旅

ダブル世界遺産見学！！
　  「富岡製糸場」と「日光東照宮」
　　名湯“草津温泉”満喫の旅

会津バス観光A･T･S
福島県会津若松市白虎町227　☎0242-24-6666

7月28日月～7月29日火

＊添乗員なし、バスガイド付　＊最少催行人員30名
＊夕食時酒またはジュース1本付

【宿泊ホテル】　草津温泉 㐂びの宿 高松（和室）
出発日

7/28月

4名～5名様1室
23,600円

3名様1室
24,800円

2名様1室
25,900円

喜多方・会津若松発 サンライズツアー1112コース

今
、話
題
の

詳しくは…

会津まつり
応援します

会津

お城のそばのレストハウス

〒９６５－０８７３ 
営業時間 8：30ー17：00

福島県会津若松市追手町4番47号
☎（0242）28－2288番㈹  http://tsurukan.com/

やえちゃん

株式会社 弓田建設
会津若松店

会津若松市大町2丁目13-25
☎（0242）37-2323

郡山南店
郡山市香久池2丁目10-13
☎（024）973-8355

www.apamanshop.com

お部屋

さがし
は!

みとめ印、銀行印、実印、
各種印鑑取扱中
名刺、封筒その他各種印刷
承ります

会津若松店
会津若松市建福寺前1-41

TEL.0242-27-5548　FAX.0242-27-5574

第8回 鈴木則夫
エンジョイゴルフ

in 会津

参加者募集

財団法人 青少年交流振興協会
□お問い合わせ
エンジョイゴルフイン会津事務局
TEL：0242-22-2780　FAX：0242-22-2781
URL：http://kenko-1.com/enjoygolf/

9月15日（月・祝）

⑶⑵

※年齢はあくまで目安です。　※輿車の調整等により参加内容が変更になる場合があります。

9/23（火・祝）会津藩公行列 公募内容
団体公募４隊

※応募が公募数を上回った場合は、代表者を集めた選考会により決定します。但し、昨年参加していない団体を優先します。

No.
1

2

3

4

保科公隊（大名行列）

朱雀隊

青龍隊

横須賀開国甲冑隊

計 42人

他団体との混合による隊編成（騎乗なし）

大砲の発砲演武あり（騎乗なし）

大砲の発砲演武あり（騎乗なし）

ゆかりの地の横須賀市に編入（騎乗なし） 
※手作り甲冑による参加（参加人数は応相談）

９人

１４人

１４人

５人

隊　名 人数 そ の 他

個人公募１５役柄
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

行列目付

西郷 千恵子

西郷  吉十郎

田中 土佐（城代家老）

山本 八重

山川 登勢

山川 二葉

山川 艶

神保内蔵之助（本陣家老）

照　姫 

中　臈 

侍　女 

神保 雪

中野 こう子

中野 優子

計 18人

行列の先頭歩行・隊間の調整業務あり

３０歳～

小学生または中学生

騎乗・２０歳～

２０歳～

２０歳～

２０歳～

４０歳～

騎乗・２０歳～

１８歳～
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今年も会津藩公行列9月23日（火・祝）は観覧席で！

会津まつり開催内容

　昨年に引き続き、有料の観覧席を設置します。安心して観覧したい方はお早目にお申
し込みください。

◆受付期間／平成２６年９月１０日（水）まで　※但し、席数がなくなり次第、終了。
◆問合せ・取扱窓口／会津バス観光A・T・S㈱　☎２４－６６６６　（営業時間／月～金曜日9:00～17:30・
第１、第３土曜日9:00～12:20　※休業日／第２、第４土曜日・日曜日・祝日）

※雨天時は後席者の妨げにならないよう合羽などでご観覧ください。
※配席は事前調整の上、当日、受付場所でお知らせします。

9：30頃～10：30頃 1,500円１２０（記念品付）鶴ヶ城（出陣式）
観覧予定時刻 席　料席　数場　所

提灯行列 会津磐梯山踊り
参加者約１０，０００名！ 小原庄助さん気分で踊ろう！

■開催時間／１８時～１９時
■出発場所／若松第ニ中学校校庭
■解散場所／神明通り
■参加方法／各地域の子供会にお申込みください。

先人感謝祭
厳かにまつりの成功を祈願し先人に感謝する

■開催時間／８時４０分～９時１０分
■会場／鶴ヶ城本丸北グリーンベルト
■内容／神官による神事

会津藩公行列
■開催時間／出陣式９時２５分～・出陣１０時25分・帰
陣式１５時～
■担当校／中学校は若松第四中学校、高校は会津高校
■内容／会津戊辰戦争出陣時の行列を中心に展開

日新館童子行列
凛として勇ましく！

鼓笛隊パレード
真剣に演奏する姿に感動！ 思わず声援！

■開催時間／１０時～13時
■出発場所／中央通り
■担当校／童子行列は大戸小、東山小、荒
舘小、川南小、河東学園小の5校。パレー
ドは市内小学校全校予定。
■その他／【日新館童子行列帰陣式】１１時
２０分～（鶴ヶ城本丸）　
　【鼓笛隊パレード解散場所】市役所本庁舎
南側道路

■開催時間／１９時～２０時３０分（終了次第、表彰式）
■開催場所／神明通り
■参加のご案内／２０名以上で参加予定の団体・グ
ループの皆さんは、所定の参加申込書（会津若松
観光ナビ http://www.aizukanko.com/ からダ
ウンロード可）にご記入の上、お申し込みください。

　踊り普及のために主に町内会、学校、企業な
どの皆さんを対象に踊り講師を派遣します。踊り
を覚えたい方は、お気軽に事務局へお問い合わ
せください。
■出前講座に要する時間／約１時間
■出前講座に要する費用／無料（但し、市外地
については交通費を実費ご負担ください。）
■その他／踊り教室会場及び音響機器（カセット
テープ使用）は依頼される方でご準備くださ
い。
■出前講座申込み先／会津まつり協会

☎２３－４１４１　FAX２３－４３４３

会津磐梯山踊り出前講座のご案内

踊り手大募集！

個人・小グループの

飛び入り、仮装大歓
迎！■申込み方法

団体、個人とも所定の用紙にご記入の上お申込みくださ
い。なお、個人は写真２枚（全身1枚、胸部から上部1枚）を
添えてお申込みください。　
※申込み用紙は、会津若松観光ナビ
　http://www.aizukanko.com/からダウンロード可。
■申込み及び参加上の注意
◎個人公募の田中土佐役、神保内蔵之助役については１頭
あたり騎乗代３万円を負担していただきます。

◎高校生及び18歳未満の方は保護者の承諾書が必要で
す。
◎当日の参加時間は、着付け時間を含め午前7時頃から午
後4時３０分頃までとなります。
◎交通費、宿泊費は参加者負担となります。
◎団体の参加人数ついて、行列編成の都合により多少の増
減が生じる場合があります。

【審査方法】　個人役柄は書類審査により決定します。但
し、「山本八重」「照姫」「中野優子」の三役柄は候補者を絞
り、候補者を集めた審査会（８/９(土)13:30開催）において
決定します。
■記念品／参加者全員に記念写真と記念品を進呈いたします。
■申込み締切り日／平成２６月７月３１日（木）必着
■申込み先／会津まつり実行委員会事務局　会津まつり協会

（住所／〒965-0042会津若松市大町1－7－3）

　会津まつり協会の発足に伴い、事務所内にまつり・イベント等の情報コーナーを設けます。
　情報交換や人的交流の場として多くの皆さんにご利用いただき、各所の地域振興に繋げた
いと考えております。また、会津まつりの今昔として、写真、衣裳など展示する予定でおります。
　皆さんのご家庭に会津まつりに関する昔の写真や衣裳、記念品など保管してありましたらご
提供くださるようお願いいたします。ご連絡お待ちしております。

～会津まつりに関する資料ご提供のお願い～

連絡先／会津まつり協会 ☎23-4141

（席数に限りがありますので、満席の際はご容赦ください。）

9月22日（月）9月21日（日） 9月21日（日）・22日（月）

9月23日（火・祝）

昭和29年　会津まつり大名行列

※雨天の場合、鼓笛隊パレードは9/24㈬に順延


