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令和元年
（2019年）

7 月1 日（月）
〈発

行〉

会津まつり協会
https://www.aizukanko.com/kk/festival/

会津若松市大町1-7-3

TEL（0242）23-4141

今から 120 年前の明治 32 年（1899）は本市が福島県で最初に市となり、蒸気機関車が若松と郡山間を初めて走った（岩越
鉄道開通）年でありました。今回の会津まつり最終日 9 月 23 日（月・祝）にはこれまでの本市の歩みを振り返る機会として、また、
今後の市政発展を期して、市制施行 120 周年記念事業として日光東照宮流鏑馬の特別公演を行います。
日光東照宮の流鏑馬は、第二次世界大戦（太平洋戦争）後、ようやく国内が落ち着きを取り戻しつつある頃、当時の世情に
復興を促す想いを込めて昭和 28 年に奉祝行事として創設されました。これは奇しくも第 1 回の会津まつりが開催された年と重な
ります。さらに会津と日光の歴史的ゆかりから言えば、会津五街道の一つ、会津西街道で繋がり、戊辰戦後においては会津藩
主であった松平容保が明治 13 年に日光東照宮の５代目の宮司として赴任、同
時に家老であった西郷頼母（保科近悳に改め）も宮司を補佐する禰宜職に就任
し、日光東照宮の保全に尽力されています。
市制施行 120 周年の本年、会津まつりと日光東照宮流鏑馬の特別公演にどう
ぞご期待ください。

市制施行120周年記念事業
「日光東照宮 流鏑馬 会津若松特別公演」

【開催日時】
9月23日
（月・祝）
14時〜 【開催場所】
県立病院跡
【内
容】
参進・弓矢渡し式・流鏑馬披露 ※駐車場は鶴ケ城周辺をご利用ください。

9/22（日）会津藩公行列
会津まつりボランティア同時募集!

まつりボランティア隊発足!
令和元年

21日 土
22日 日

9月

提灯行列
会津磐梯山踊り

先人感謝祭

会津藩公行列

23日 祝
日新館童子行列
鼓笛隊パレード

主催 会津まつり実行委員会

参加者
募集!

今回の会津藩公行列は、葦名から松平までの武家政権の流れを表わした「歴代領
主編」
として繰り広げます。個人・団体とも例年より公募数を増やしておりますので、
どしどしご応募ください。
※公募内容及び応募方法は、次ページをご覧ください。
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会津磐梯山踊り

23日 祝

市制施行120周年記念行事

日光東照宮 流鏑馬
会津若松特別公演

【事務局 : 会津まつり協会】〒965-0042 福島県会津若松市大町1-7-3
TEL 0242-23-4141 http://www.aizukanko.com/kk/festival/

会津まつりを支える「まつりボランティア隊」が
６月２日に発足しました。
ボランティアを組織化することによって会津まつ
りに係わる誰もが大きな感動を有することができる
よう、課題点の改善などに向けて取り組むものです。
昨年のボランティア経験者を中心に構成されておりますが、入会は団体・個人
問わず、随時受付しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

◆会津まつりご協賛のお願い◆ 本年も多くの皆さんと感動と喜びを分かち合えるよう取り組んでまいりますので、個
人・団体を問わず、ご協賛金の特段のご支援、ご協力をお願いいたします。
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9/22（日）会津藩公行列 参加者募集！
会津まつりボランティア同時募集！
会津藩公行列

5
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19
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12
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参加内容・参加条件等

小グループ、
または個人参加
伊達政宗役
（団体代表者）
の騎乗あり
上杉景勝役
（団体代表者）
の騎乗あり
加藤嘉明役
（団体代表者）
の騎乗あり
大名行列の形態
大砲発砲の演出あり

※年齢はあくまで目安です。また、衣装・かつらの着用等は変更になる場合があります。

【応募方法】
所定の申込書に必要事項を記入の上、事務局まで応募してください。
なお、個人応募については写真２枚（全身・上半身）を添付、または、画像
をメールで送信してください。
【応募・参加上の留意事項等】
①応募多数の場合、団体については応募者代表による選考会を設け、昨
年参加していない団体を優先に決定します。個人については一次審
査（書類審査）で、但し、
「 冬姫」
「 照姫」
「 山本八重」の役柄は二次審査
【面接審査8/3（土）】で決定しますのでご留意願います。

会津まつりボランティア
部 門

個

人（14 人）

参加内容・参加条件等

先触れ旗持ち武者（2名） 16歳以上の男性
冬姫（蒲生氏郷の正室） 20歳以上の女性
16歳以上の女性
侍女
（2名）
行列目付
（2名） 年齢、性別不問
田中 土佐
（家老）
20歳以上の男性
神保内蔵助
（家老）
照姫（松平容保の義姉）20歳以上の女性
山本 八重（山本覚馬の妹） 18歳以上の女性
山川 艶（山川大蔵の母） 30歳以上の女性
山川 二葉（山川大蔵の姉）
20歳以上の女性
山川 登勢（山川大蔵の妻）

徒歩行進
かつら着用・輿車乗車
かつら着用・徒歩行進
かつら着用・徒歩行進
騎乗役
※3万円の自己負担あり
かつら着用
かつら着用・男装
輿車乗車

かつら着用

②個人応募者が未成年（１９歳以下）の場合、保護者の承諾書が必要です。
③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５時頃ま
でとなります。
④当日の昼食は弁当を支給します。
⑤参加に伴う経費（交通費、宿泊費など）は参加者負担となります。
⑥参加者全員に記念写真と記念品を進呈します。

公募内容

人数

活動場所

10

鶴ヶ城体育館

草鞋の履かせ方及び着付け補助

9/23 日新館童子行列
7:00 〜 9:00

10

第一中学校
体育館

草鞋の履かせ方及び着付け補助

まつり盛り上げ隊

9/22 会津藩公行列
8:00 〜 15:00

5

主に行進コース

行列給水隊

9/22 会津藩公行列
10:00 〜 15：00

10

おもてなし隊

9/22 会津藩公行列
8:30 〜 15:00

5

鶴ヶ城本丸

黒子の衣裳に扮し、来場者への
観光案内、行列参加者への給水など

昼食お世話隊

9/22 会津藩公行列
10:00 〜 14:00

10

第一中学校

行列参加者の昼食準備及び迎え入れ、
後片付けなど

着付け補助隊

活動日時

9/22 会津藩公行列
7:00 〜 9:00

役柄名

松平時代

人数

（7 団体）

蒲生時代

名

体

中学生以上の男女

隊

公募内容

団

葦名時代
伊達時代
上杉時代
加藤時代
保科時代
朱雀隊
松平時代
青龍隊

（金）
応募締切7月26日

活動内容

忍者等の衣裳に扮し、行列に先行して
観客への案内及び注意喚起など

行進コース上の 忍者等の衣裳に扮し、行列参加
者への給水など
2 カ所

武者衣裳に扮し、行列コース上で
市中１〜２カ所 行列参加者の到着を知らせる口上
触れを行う。※口上指導教室の開催予定。

【応募・参加上の留意事項等】
①応募多数の場合、事務局の選考により決定します。
②未成年（19歳以下）の場合、保護者の承諾書が必要です。
③当日の昼食は弁当を支給します。
（9/23日新館童子行列は軽食程度）
④参加に伴う経費（交通費、宿泊費など）は参加者負担となります。
（市中呼込み奉行には記念写真も進呈）
⑤参加者全員に記念品を進呈します。

会津藩公行列・ボランティア公募の共通事項
【申込書】事務局にお越しの上、入手していただくか、または郵送、FAXでも対応できます
のでお気軽にお問い合わせください。
※会津まつり協会HP（https://www.aizukanko.com/kk/festival/）からダウンロード可。

【応募締切日】7月26日（金）必着
市中呼込み奉行
2
【その他】
8:00 〜 15:00
①申込書に記載された個人情報について、本事業に係る連絡及び通知、並びに保険加入等に
【応募方法】所定の申込書に必要事項を記入の上、事務局まで応募してください。
利用するもので本事業の運営以外の目的で利用することはありません。
②肖像権について、参加者の提出された写真（画像）及び当日、撮影された応募者の画像は本事業
【応募資格】16歳以上の方（男女不問）
の広報（チラシ・広告・各種メディア・インターネット等）に限り、使用させていただきます。
※当日以外に事前打合せやオリエンテーションに参加できる方
9/22 会津藩公行列

会津藩公行列及びボランティアの
問合せ・応募先
応募締切日/7月26日
（金）
必着

会津まつり実行委員会事務局／会津まつり協会
〒965-0042 会津若松市大町 1-7-3 （受付時間 8：30〜17：00

TEL 23-4141
FAX 23-4343

メール：matsuri@aizukanko.com
年末年始以外は年中無休）
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会津まつり開催内容

・22日
（日）
9月21日（土）

会津磐梯山踊り

9月21日（土）

！
踊り手大募集！
の
プ
個人・小グルー
！
歓迎！
飛び入り、仮装大

！
会津まつりの開幕を告げる 小原庄助さん気分で踊ろう！

提灯行列
■開催時間／18時〜19時
■出発場所／鶴ヶ城本丸
■解散場所／神明通り
■参加方法／最寄りの子ども会にお問い合わせください。
昭和３年、秩父宮勢津子妃のご成婚を祝して
始まった提灯行列。会津藩の汚名が晴れ、喜び
祝った当時の先人に想いを馳せ、各地区の子ど
も会の皆さんが行進します。

■開催時間／19時〜20時30分
■開催場所／神明通り
■参加のご案内
１０名以上で参加予定の団体・グループの皆さんは、
所定の参加申込書にご記入の上、お申し込みください。
ここ数年、バラエティーに富んだ踊り手の仮装
※申込書は、会津まつり協会HP
（ https://www.aizukanko.com/kk/festival/） が観客の皆さんの目を楽しませてくれています。
からダウンロード可。
今回はどんな仮装が飛び出すでしょうか。

踊り出前講座のご案内 踊り普及のために主に町内会、学校、小グループ、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
（テープ、
またはＣＤ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

9月22日（日）

先人感謝祭
会津の礎を築いた先人に感謝の意を捧げ、
まつりの成功を祈願します。

■開催時間／8時30分〜9時10分
■会
場／鶴ヶ城本丸特設ステージ
■内
容／神官による神事

9月23日（月・祝）

鼓笛隊パレード

会津藩公行列

日新館童子行列

小学生児童の懸命な演奏が秋空にこだまし、会津まつりの
最後を華々しく飾ります。

会津藩の気風を育み、偉人を輩
出した藩校日新館で学んだ子弟
にちなんで行います。

■出発時間／10時（出発式/第一中校庭9：30）
■コ ー ス／中央通り⇒神明通り⇒（童子行列）県合庁前⇒鶴ヶ城本丸
■担 当 校／童子行列：鶴城小、城南小、大戸小、荒舘小、川南小の5校
パレード：市内小学校17校
■そ の 他／【日新館童子行列帰陣式】11時20分〜（鶴ヶ城本丸）
※若松第ニ幼稚園児の可愛らしい演舞も披露されます。
【鼓笛隊パレード 解散場所】市役所本庁舎南側道路

今年で６７回目を数える会津まつりのメイン行
事。先人感謝祭に続いて出陣式を行った後、いよいよ
まちなかへ繰り出します。参加者の胸は高鳴り、沿道
は今か今かと心待ちの観客で埋め尽くされます。
■開催時間／出陣式9時25分〜
出陣10時30分・帰陣式15時〜
■担 当 校／中学校：湊中学校
高 校：ザベリオ学園高校
■内
容／葦名時代から松平時代までの「歴代領主編」
として編成
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会津若松イベントガイド2019（7月〜9月）
7月

July

〜１０月（毎週土曜日の夜間）
■会津若松市ナイトタイムエコノミー事業

鶴ヶ城公園での夜間イベント（夜間登閣、郷土芸能披露、振る舞い酒など）、各
飲食店による「極上のはしご酒」、東山芸妓キャラバンなど
問 会津若松市ナイトタイムエコノミー推進協議会
●
☎39-1251（観光課）

1日（月）〜９月上旬
■会津夏の風物詩 お日市

家内安全などご利益を求めて寺社仏閣巡りはいかが？
問 会津まつり協会 ☎23-4141
●

６日（土）〜８月１８日
（日）
■福島復興祈念展「興福寺と会津」
徳一がつないだ西と東
期間／前期:7/６〜7/28

後期7/30〜8/18

※期間中、休館日がありますので事前にご確認ください。

中学生以下無料
夜の仏像鑑賞会（期間中の毎週土曜日）
同時開催 〔時間〕17:30〜19:00（入場18:30まで）

8月

時間／14:00〜16:00予定（開場13:30）
場所／文化センター （入場無料）
問 いろは会 ☎28-2770
●
（森川）

１日（木）〜７日（水）
■会津の高野山詣り

時間・場所／5:00〜19:00頃・冬木沢八葉寺
問 金剛寺 ☎22-1689
●
●

5日（月）
■空也念仏踊り

１０日（土）
■東山温泉お湯かけまつり

時間・場所/18:30〜21:00・東山温泉街
問 東山温泉観光協会 ☎27-7051
●

１３日（火）
・１４日（水）
■芦ノ牧温泉盆踊り大会

１３日（火）〜１６日（金）
■東山盆踊り

時間･場所／20:00〜21:00・東山温泉街
問 東山温泉観光協会 ☎27-7051
●

１５日（木）
■第１０回 市民会津磐梯山盆踊り

盆踊りの起源の先祖供養、そして交流の場として
お気軽にご参加ください。
時間･場所／19:00〜20:30･県立博物館前庭
問 会津磐梯山踊り保存会事務局☎28-2770
●
（森川）

１３日（土）
■第2回もんた横丁 夏まつり

時間・場所／15:00〜18:00・南公民館
問 南公民館 ☎27-4835
●

２４日（土）
■第１３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 あいづ商工会 ☎75-3511
●

２０日（土）〜８月２０日（火）
■猪苗代湖浜開き

9月

場所／崎川浜・中田浜・小石ヶ浜・田面浜
問 湊町観光協会 ☎93-2113
●

September

７日（土）
■キャンドルライブ2019@会津若松

２０日（土）〜９月１０日（火）
■収蔵品展『刀』

時間・場所／入場8:30〜16:30・鶴ヶ城天守閣
問 鶴ヶ城管理事務所 ☎27-4005
●

平和を祈るキャンドルと共に野外ライブや手作り
マルシェをお楽しみください。
時間／12:00〜21:00
場所／七日町市民広場（七日町ファミマ近く）
内容／音楽ライブ、体操発表、野菜・手作りマルシェなど

市政施行120周年記念

「会津の偉人」
クイズ!!
問

August

時間･場所／20:00〜21:00･芦ノ牧温泉街
問 芦ノ牧温泉観光協会 ☎92-2336
●

☎28-6000

６日（土）
■第９回会津若松市友好都市「横須賀市」交流事業
「きいて・うたって・おどってみらんしょ
コンサート」

!
ご注目

時間・場所／9:30〜20:15・日橋川緑地公園
※花火大会19:15〜20:15
問 きたかた商工会塩川地区センター ☎0241-27-3202
●
問 喜多方市塩川総合支所
●
☎0241-27-2111

時間・場所/10:00〜10:20頃・冬木沢八葉寺
問 金剛寺 ☎22-1689
●

時間／9:30〜17:00（入場16:30まで）
場所／福島県立博物館企画展示室・部門展示室
その他／〔当日券〕一般・大学生1,300円、高校生800円

問 福島県立博物館
●

２８日（日）
■二市一ケ村 日橋川「川の祭典」

１２日（木）
〜１５日
（日）
■
【会津まつり協賛】
第36回 書道コンクール
時間／10:00〜17:00
（15日16:00）
場所／ギャラリーアブドゥ（栄町オサダ3F）
問 会津書道協会 ☎25-3720
●
（五十嵐）

１４日（土）〜１６日（月・祝）
・２１日（土）〜２３日（月・祝）
■會津十楽 秋の陣
蒲生氏郷公が広めた自由市
「十楽」
を再現！
時間･場所／10:00〜16:00・鶴ヶ城本丸
問 サムライシティプロジェクト実行委員会 ☎39-6539
●

１４日（土）
〜１１月４日
（月・休）
■企画展『明治の会津藩』

時間･場所／8:30〜16:30・鶴ヶ城天守閣
問 /鶴ヶ城管理事務所 ☎27-4005
●

１５日
（日）
■フルーツ＆フラワーフェスティバル

時間／9:00〜13:00
場所／やすらぎ広場ホタルの森公園
問 会津若松市北会津支所まちづくり推進課 ☎58-1805
●

１５日
（日）
■第１４回 鶴ヶ城古武道祭

時間･場所／9:30〜12:00・鶴ヶ城本丸

２２日
（日）
■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 中央通り商店振興会 ☎080-6018-4703
●
（羽金）

会津まつり特別協賛行事
２２日
（日）
■第３３回 薪 能
『経政』

時間･場所／17:30〜19:30・会津能楽堂
問 会津能楽会 ☎25-2816
●
（上野）

２３日
（月・祝）
・２４日
（火）
■戊辰殉難者秋季祭典

時間･場所
23日 長命寺10:00〜・阿弥陀寺11:00〜
24日 飯盛山白虎隊士墓前10:30〜12:00
問 会津弔霊義会事務局 ☎25-4013
●
（山内）

会津まつり共催行事
２３日
（月・祝）
■第１６回 会津新選組まつり（斎藤一忌）
時間･場所／14:00・阿弥陀寺藤田家墓前
問 七日町観光事務所 ☎23-9611
●

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。
今回は市制施行120周年に因んだ
人物で、
令和6年に新一万円札の顔となる実業家の渋沢栄一とも繋がりある人物です。

題

松平容保に仕える御側医の長男として生まれ、鳥羽・伏見の戦い、箱館戦
争に参加しました。戦後、変名して山川捨松らと共に米国留学を果たしま
す。その後、高官時代を経て長崎県知事に抜擢され、数々の功績を残しま
す。福島県知事に就任してからは「地域発展のため鉄道は不可欠」との強い
信念のもと、渋沢栄一の協力を得て「岩越鉄道株式会社」設立、市制施行と
同年に民間資本で鉄道を開通させました。さて、この人物は誰でしょうか。

申込方法

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。
（ＦＡＸ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／令和元年7月１9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。

