
仙 北 市

角館まつりのやま行事

曳山には歌舞伎や武者を象った人形が飾られ、

お囃子や手踊りが行われます。曳山同士が向か

い合い、通行の優先権を主張し交渉が決裂した

場合、押し通ることで、激突(やまぶっつけ)と

なります。



岩手県 ５０代
幼い頃に親と一緒に行ってびっくりしました。山ぶつけの迫力がすごくて、大人になっ
て、あの祭りが又見たいと思います。ガンバレ！！

福岡県 ３０代 迫力のある曳山をぜひ現地で観てみたいです。１日でも早くコロナが終息しますように。

大阪府 ４０代

私が小学校一年生の頃に両親が亡くなり、大阪の親戚に引き取られ、現在に至ってい
ます。その後多忙な日々の暮らしに追われ、秋田を訪れる機会もなく、無縁になってしま
いましたが、私にとっての祭りといえば「角館のやま行事」であり、鮮やかに蘇ってくるの
です。「やま行事」には、祭りの原風景のような趣きがあります。コロナ禍が落ち着いた
らぜひ又訪れたいと思っています。

秋田県 ４０代

２年連続コロナで、やまぶっつけを見ることが出来ず、とても残念でした。私は、他県出
身者なので、初めてみた角館のお祭りの迫力を今でも覚えています。コロナでも、伝統
を守り、やまを展示しているのを見て、お祭りにかける思いを感じました。これからも応
援しています。来年こそは、やまぶっつけを見たいです。

愛知県 ６０代 落ち着いてじっくり見たい祭り。祭りが去った後の、町の静けさ・侘しさも好きですね。

北海道 ６０代
角館は２０年ぐらい前に観光で行きました。いぶりがっこが美味しかった記憶がありま
す。また、武家屋敷など落ち着いたいいとこですね。今度行ってみたいですね。

千葉県 ４０代
ふるさとの角館。小さい頃から見ていた祭。今年は規模縮小ですが、来年こそ盛大に開
催して欲しいです。

福島県 ６０代 初めて知った祭りですが、興味を持ちました。ぜひ応援します。

埼玉県 ６０代 今は我慢して、開催できたときには何倍も楽しみましょう。ファイト！

福岡県 ４０代

両親の退職祝いに角館を訪れました。そのときに角館で行事が行われており、両親は
今も当時を馳せています。もう１５年たつのですが、我々の育った九州とは違う、ちょっと
厳かな東北の祭りは感銘した記憶があります。（九州はもう少しやんちゃ（？）な感じが
あります。ボギャブラリが少なくすみません。）
そんなこんなで角館、うちの家族では大事な思い出の場所の一つです。

東京都 ４０代
皆さん、こう思ってください。今この時代の絶える時期なんだと思って、今はこういう時代
なんだと。中止、中止で気がめいってしまいますが、その有り余っているパワーを次回に
蓄えて体調管理に気をつけてお互い頑張りましょうね。

大阪府 ３０代

娘が、生まれる前に、抱返り渓谷と角館に行ったのが、とても良い思い出です。食べ物
も美味しくて、空気も奇麗で、街の人も優しく。コロナが落ち着いたら、娘と３人で訪れ
て、温泉に泊まり、しょっつる鍋やきりたんぽを食してゆっくりしたいです。コロナで、何か
と大変かと思いますが、応援しています！秋田の食材を食すたびに、旅行の良い思い
出が甦ります。私のように、秋田に行ける日を心待ちにしている方がたくさんいると思い
ます。その日のためにも、お体だけはお大事になさってください！

秋田県 ６０代

祖父の代まで代々角館山根谷地町で商家を営んでいました。両親も角館出身です。親
の仕事の都合で、幼い頃から両親と秋田市に居た、孫である私は当時２歳上の兄と汽
車に乗り、夏休み冬休みはもちろん度々角館の祖父母の家に滞在していましたので、
第二の故郷である角館は私の人生の一部です。
特にお祭りは子供の頃から夜店を楽しみながら、お囃子、山ぶっつけなど子供心に強
烈な印象を受けたものです。大人になってからもあの一種独特な空気が忘れられず、若
い頃は毎年車に乗って駆けつけて楽しんでいました。
あれから随分と時が経て、今は私も６０代後半になり父も兄も亡くなり、子供も成長しま
したが、角館はいつ行っても時計が子供の頃に逆戻りして、昔のとても楽しく幸せな頃を
想い出させてくれます。
お祭りが開催されないのは大変残念ではありますが、それも人生のほんの一時的な
事。時々ご先祖の墓を訪ねながら、静かに時の移ろいに浸って過ごす至福の時間が、
私に今ある幸せを教えてくれます。

宮城県 ５０代

「来年こそ、角館の祭り、連れでっでけれ」父の声が今も耳に焼き付いています。毎年必
ず出かけていた「角館のやま行事」。９月７日の祭り開始日が近づくと、おやま囃子や、
やまぶっつけの音、秋田おばこの手踊りの姿が心に浮かび、ワクワクして眠れない日が
続いたものでした。今年も中止と聞き、本当に残念でした。祭りを運営してくださる皆様、
楽しみにしていますので、来年は盛大な祭りが復活するように祈っています。父も天国
から応援しています。

＜角館のお祭り＞



大阪府 ６０代

歴史を引継ぎ、人と人が心を繋ぐ「祭り」、コロナによってここ２年、国中、世界中から殆
どが消えた。
秋田地方は竿灯をはじめ沢山の祭りがあるが、私は「角館祭りのやま行事」を応援した
い。角館は武家屋敷があり静かでゆっくり落着けることと、春の桜の美しさが国内でも別
格であることから、これまで何度も訪れている。しかし秋の「角館祭りは」仕事の関係も
あり未だTVでしか見たことがなく、一度観てみたい、参加してみたいと思っていた時この
コロナ騒ぎ。静と動がおりなす山鉾祭りは国内でも数える位しかない。なかでも山のぶ
つけあいは勇壮で地元で参加している人も周りで観ている人も一体になって楽しんでい
るように思える。それぞれが互いに元気・勇気をもらうためにも是非来年は開催できるこ
とを祈りたい。

秋田県 ５０代

２０代の若い頃、仕事が終わってから友人数名と車を走らせ角館へ祭りを観に行く機会
がありました。灯りにともされた曳山と優雅な踊り。土崎の曳山祭りと同じ勢いが好き
で、これからもたくさん観たい祭りの一つです。早くコロナが落ち着いて笑顔で過ごせる
時がきたら角館の街並みをゆっくり歩きながら祭りを堪能したいと思います。

秋田県 ３０代

わたしは生まれも育ちも、そして今生活しているのもずっと角館です。小さい頃から手踊
りを習っていて、お祭りの時に山の上で踊ることがとても楽しく毎年お祭りを楽しみに
待っていました。成長してからは曳山の曳き手としてお祭りを楽しんでいます。おはやし
手踊り、曳き山さまざまな場面で楽しめるこのお祭りをこれからも大事に受けついでいき
たいです。

青森県 ５０代
４００年ほど前からはじまった角館祭りのやま行事をテレビで見たことがあります。秋田
おばこの艶やかな手踊りや迫力ある「やまぶっつけ」にとても興味があります。来年こそ
は本物の祭りを楽しみたいです。

千葉県 ７０代

１９９４年７月２３・２４日の「平安建都１２００年記念」全国祇園祭山笠巡行において、曳
山同士が激突する勇壮な角館まつりの迫力のある場面を京都で鑑賞しました。素晴ら
しい角館まつりのやま行事でした。小生もその際、静岡県三熊野神社大祭のメンバーと
して参加していました。今、思い出しても約３０年前の暑い・熱い夏の思い出でした。
コロナ禍の影響で楽しみにしていた遠州三熊野神社大祭も３年間中止となりガッカリし
ていますが、関係者の皆さん是非頑張って下さい。

山形県 ２０代 家族で行ったことがあります。華やかで豪華で印象的でした。また行ってみたいです。

＜紙風船上げ＞

秋田県 ６０代 一度見てみたい。

＜田沢湖高原雪まつり＞

山形県 ６０代 素敵な雪まつり見てみたい。



大 仙 市
全国花火競技大会「大曲の花火」

全国から選び抜かれた一流花火師たちが日本一を目指

し、精魂込めて製作した作品を打ち上げる。最高賞で

ある内閣総理大臣賞をはじめ数々の褒賞が授与される、

国内でもっとも権威と歴史を兼ね備えた競技大会。



山口県 ７０代
花火大会に向け１年間、地道に汗水流され、私達に夢と希望を与えて下る方々に、感
謝です。生活もままならないこの２年余りだったと思います。お互いにめげず、明日を信
じて夢だけは追い続けたいものです

東京都 ５０代

長岡の花火より間近に見えるので、度肝を抜かれた思い出があります。あの鳥肌が
立った感動は忘れられないなぁ。コロナ渦で皆さん忸怩たる思いをしていると思われま
すが、あの感動は消えないので、次回開催を心から楽しみにしております。
臥薪嘗胆、堅忍不抜。未来は明るいです。

北海道 ６０代

秋田に単身赴任していた平成１５年に職場の先輩と大曲の花火大会の観戦をしまし
た。昼花火の後、本番の花火、大会提供の花火に大感激したものです。コンピューター
制御による音と光の演出は壮観でした。途中で雨が降り出しましたがフィナーレ迄観戦
しパンツ迄ずぶずぶに濡れましたが、大曲からJRの花火号で秋田まで戻ったのも良い
思い出です。大曲の花火大会は最高です。

千葉県 ６０代
妻と付き合っていた頃、デートで行った思い出の花火大会です。亡き妻の供養になれば
と大きな花火に向かって、妻の名前を呼んでありがとうと大きな声で叫びたいです。

長野県 ２０代

写真と旅行が趣味の祖父と一緒に行きたい、行きたいと思いながら仕事の都合がつけ
られず、コロナ禍になってしまい、未だに行けていません。祖父は足腰が弱くなってきて
いるので、出来るだけ早く、元気なうちに、是非行きたいと思っています。お祭りに関わ
る皆さんは、私たちとは比べものにならないくらい、悔しかったり残念に思ったりされてい
るのではないかと推察します。皆さんが心を込めて作った花火を、祖父と必ず見に行こ
うと思います。

三重県 ２０代

花火は好きで見たことは何度もありましたが、花火競技大会というものを大曲の花火で
初めてこちらでみました。「普通の花火と何が違うんだろう」と思っていたのですが、始ま
るとあまりの素晴らしさに驚きました。音や演出を駆使した表現。今もあの感動が忘れら
れません。コロナが落ち着いたら、また伺いたいです。

秋田県 ４０代

わたしはコンビニに勤務しているので花火の日は必ず仕事。もう１０年は会場に行って
いません。最初は行きたくてしょうがなかったけど、今では数日前からのざわざわ感、花
火について質問してくるお客様との会話、そして当日の嵐のような騒がしさ、たまに外に
出てみる花火。これが毎年とても楽しみです。コロナで２年連続の延期。来年こそ、仕事
のみんなと元気に花火を見上げたいです。

高知県 ４０代
はじめて見た夜の感動が忘れられず、可能な限り毎回訪れてました。やっぱり花火の素
晴らしさは、生で体験してこそ！！また開催される日を楽しみに待っています。

神奈川県 ２０代

地元大仙市の花火大会なので、毎年家族で見に行くのが楽しみでした。大曲の花火を
見ないと夏が終わる！という実感を持つことができず、不完全燃焼です。大変なご時世
ですが、また美しい花火を見られるのを楽しみにしています。大会関係者の皆様、これ
からも頑張ってください！応援しています。

石川県 ４０代

８月といえば、宿題を早く終わらせ家族旅行で秋田の花火大会に出かけることがいつも
楽しみでした。何発も打ちあがる花火に感動し、たくさんの人ごみの中、どの花火が良
かったか家族で話し合い甲乙つけがたい話題で盛り上がるのが大好きでした。子供に
とっても楽しみにしている家族のイベントがなくなり、今年もダメか～と残念そうです。コ
ロナが早く終息し、来年こそは開催できる環境であってほしいと願っています。

岩手県 ６０代

１０年経った今でも　あの時の感動は昨日の事のように思い出されます。大仙市の方々
には本当に言い尽くせない程の感謝の言葉しかありません。東日本大震災で命からが
ら助かったものの、裸一貫でこれから先が見えなく、深い悲しみと絶望のどん底で打ち
ひしがれている時、大曲の花火大会に招待していただき、元気付けられ、少しずつ立ち
直ることができました。今でも産業まつりで大仙市の方々にお会いすると頭の下がる思
いです。大曲の花火大会は必ずテレビで拝見しています。今はコロナの影響で思うよう
にいかずつらいときですが、近いうちに必ずまた元の賑わいが戻ってきます。頑張って
下さい。心から応援しています。

山形県 ７０代
何年も寄らせてもらった花火競技会は感激の一語に尽きる。特に観客を見送るフィナー
レは心憎い演出に涙が頬を伝い、いつまでも脳裏に焼き付いています。

＜大曲の花火＞



大阪府 ４０代
一生に一度は絶対に見るべきと言われているのをよく聞きます。憧れの花火大会です。
自分も定年を迎えたら絶対に行こうと決めています。それまで活気ある盛大な花火大会
を頑張って続けて下さい。

広島県 ４０代
昔一回いきました。見事で、、美しすぎて言葉を失いました。今コロナでこんな暗い気分
にどうもなりがちなので、ぜひまたみたいです。

秋田県 ４０代

花火師にエールを。花火で涙を流したのは大曲の花火だけです。土手から見た会場に
驚き、花火師自ら上げる花火の一つ一つに感動し、大会提供花火に目と心を奪われ、
最後は花火師へのお礼のエール交換で何十万の人と何とも言えない一体感が生まれ
ます。花火は一瞬で消えてしまいますが、思い出は一生残っています。

岩手県 ５０代

２０１１年１２月、悪性の病気の告知を受け、治療がはじまりました。翌年の夏、空に花
咲く大曲の花火に感動し涙が流れました。となりにいる夫に「来年も連れてくるからがん
ばれ！」と言われ毎年生きてる証しとして大曲の花火を見ています。みんなが応援してく
れているようでファイトがでます。

秋田県 １０代

毎年、夏休みの最後の土曜日は、大曲の花火をみに行っていました。父の実家が大曲
で、いつもみんなで（祖父母。ひいおばあさん、おじ、おば、いとこ）見ていました。大曲に
遊びに行くと、何でもない日でもパンパンと花火があがります。びっくりして祖母にきく
と、“あれは練習だよ”と教えてくれました。そうやって本番のために頑張っているのです
ね。来年こそ、またみんなで見たいです。

岩手県 ７０代
これでもかと言うほどの大小さまざまな花火を楽しんだ最後に、終りをつげる、ドーンと
打止めの花火が上って、｢あぁ、今年の夏も終りだな｣と思う時が、いとしいです。

秋田県 ３０代

秋田の夏の夜を、鮮やかに彩どる大曲の花火。夏の終わりは必ず"これ"で、友人とワ
イワイ電車で向かったり、恋人としっとり眺め、子供と一緒に家族でにぎやかに・・・。思
い返すといつも身近にあって、人生と共にあった「大曲の花火」。「みんな頑張った！」
「おかえり！」とみんなで見れる日を楽しみにしています。

埼玉県 ２０代
毎年とはいきませんがいつも家族で行っていました。就職したこともあり今実家からは
離れていますが、また行きたいねといつも時期になると話しています。これまで以上に
家族の大切さを感じる時にいつも思い出すのがこの祭りです。

＜ドンパン祭り＞

神奈川県 ３０代 あの興奮、みんなで一体になって踊れる日を忘れません。頑張りましょう。

大阪府 ４０代
祖父の地元で昔見に行った事があり懐かしくなりました。来年こそは開催出来るように
陰ながら応援しています。

＜刈和野大綱引き＞

新潟県 ５０代 雄綱と雌綱を結ぶ瞬間を見た時に、その迫力に感動しました。



秋 田 市

秋田竿燈まつり

真夏の睡魔や邪気を払う「ねぶりなが

し」が起源の秋田最大の夏の行事。竿燈

大通りを約２８０本の竿燈が埋め尽くす

さまは圧巻。



秋田県 ３０代

秋田といえば竿燈まつり！毎年、竿燈まつりが近付いてくると、太鼓や笛の音が様々な
場所から聞こえ、身体がうずき心が弾みます！
子どもの頃、父に肩車をされて初めて竿燈を見た時の迫力と興奮は、３０年経った今で
も忘れられません。また、その感動を３歳になる息子にも是非体験させたいです。
どうか少しでも早くコロナウイルスが終息し、お祭りの伝統と魅力、楽しさを子ども達にも
伝えていきたいです。

茨城県 ４０代
秋田竿燈まつりを初めて見に行った時、心が震えました。どの位練習されているのだろ
うと思うと心が熱くなり、今もその時のことが忘れられません。コロナが終息し、また秋田
を訪れることをとても楽しみにしております。

秋田県 ４０代
竿燈の連なりはなんとも言えない圧巻の美しさがあります。昼竿燈の指し手の妙技も好
きです。来年こそは、ゆっくり桟敷席で、「どっこいしょどっこいしょ」と掛け声をあげたい
です。

新潟県 ６０代
４０年前に仕事で行ったときに初めて間近で見ました。今もあの時の衝撃は忘れませ
ん。観たことのない人には全力で薦めています。後継者を育てて未来永劫続くことを
祈っています。

群馬県 ７０代

竿燈まつり、以前見物に行った際、驚愕の一言でした。日本の文明、文化は九州、近畿
かと最近まで思っていましたが、北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録され改めて東
北地方の野太さの中の艶やかさがこの時代から受け継がれて来ているのではないかと
気づきました。近県のお祭りも同様に思います。東北って力強いですね。

神奈川県 ２０代

母の実家が下町と言う事もあり、昔から夏のお祭りが大好きでした。大学の友人が秋田
出身でこの竿燈まつりを知りました。
ずっと興味がありました。お祭りには何か人を惹きつけて元気にしてくれる力があると感
じています。その１日の為に沢山の方々の準備や想いを考えると中止はとても心苦しい
のです。来年こそは必ず開催出来ると私も信じています。その時は是非お邪魔させて下
さい。その時はこの何年もの間の想いのこもった素晴らしいお祭りになると信じていま
す。

東京都 ５０代

結婚して秋田に移住した教え子が「先生、竿燈まつりに来て下さい。すごいんですよ！」
と話しています。昨年、行く予定でしたが、コロナで中止に。今年こそと思ったのですが
今年もまた中止に。来年こそ！と思っています。
両親を亡くし、苦労して来た子なので、母親のような気持ちになっています。秋田で赤
ちゃんも生まれて幸せに暮らしているようなので、本当に良かったと思っています。教え
子と赤ちゃんと一緒に、来年こそは竿燈まつりを楽しみたいです。

千葉県 ４０代
秋田出身の方が、竿燈祭は、感動。一度見ればその素晴らしさがわかる。言葉では表
現出来ない感動があるから　と言っていました　その日の為に１年間情熱をかけている
のですから。その素晴らしい伝統を受け継ぐ皆様ありがとうございます。

愛知県 ６０代

東北三大祭りの一つ「秋田竿燈まつり」夜の竿燈は、本当に感動的！初めて見たとき
は、竿燈が予想以上に大きく、シンプルだけど、とても力強くて、見応えがありました。あ
れを持ち上げてバランスを、取るのは凄いことです。そして、連日夜の部終了時には、
「ふれあい竿燈」があり、竿燈を体験できます。ぜひ参加をお勧めします。

埼玉県 ３０代
友人と行った竿燈まつり。悩みが吹っ飛びました。迫力のある、元気をたくさん頂いたお
祭りです。また力をもらいに行きたいです。今は、我慢する事が増え、皆大変ですが、ま
たみんなが笑顔になる竿燈まつりを見られる日を楽しみにしています。

広島県 ４０代

秋田県出身です。小学生の頃家族に連れて行ってもらい竿燈まつりを観て本当に、素
直にすごい！と思いました。竿燈が稲穂をイメージして作られていると知った時はビック
リしたのを覚えています。私が感じたこの思いを、我が子にも感じて欲しいと思っていた
のですが、コロナで２年も帰省できず…
コロナが収束したら必ず子供達と帰省し、私が感じた感動を子供達にも感じて欲しいと
思っています。全国各地のお祭りが中止となっていますが、また必ず再開できるはずで
す。終わりがないという事はないはずです。いつかまたお祭りが開催できる日までみん
なで頑張りましょう！県外在住ですが、心は秋田にいつでも我が家故郷秋田にありま
す！

＜秋田竿燈まつり＞
さまは圧巻。



埼玉県 ３０代

夫の実家に結婚の挨拶に行ったのが、竿燈の初日でした。私は再婚だったため、反対
されるかもと心配していました。無事に挨拶が終わり、ほっと一息ついて、夫と帰路につ
いたときに見た、連なった提灯がとても綺麗だったこと。再婚して今はとても幸せです。
その日は大切な思い出になりました。

神奈川県 ５０代

幼い頃一度だけ母方の祖母の故郷である秋田に訪れたことがありその時に秋田竿燈ま
つりを見たそうです。
私は全く記憶がないのですが今でもたまにオレンジ色に染まった夜空に光り輝く巨大な
竿燈の夢を見る事があり、母が元気なうちに一緒に訪れてあの光景をもう一度みてみ
たいと思っています。
今回の企画で、秋田や岩手のお祭りはもちろん、地域や特産品の魅力がたくさんの人
たちに広がる事で、認知度が高まり活性化に繋がって皆さんの暮らしが豊かになる事を
願って応援しています。
１日も早く毎年お祭りが再開でき、母と訪れる事を楽しみにしています。。。

神奈川県 ３０代

私の実家は、秋田県です。現在は結婚して神奈川県に住んでいます。まだ２０代半ばの
時に竿燈を見に行った際に、竿燈をやっていた人からこれあげるよと私に何かくれたの
です。提灯で使って短くなった蝋燭でした。聞いてみるとこの蝋燭は安産祈願のお守り
で、短ければ短いほどお産の時間が短くなるというものなんだそう…それから６年の月
日が経ちました。去年の９月に初産にも関わらず、陣痛４時間半のスーパー安産で息子
が産まれました。あの時のお守りが効いたのかもしれません。いつか旦那と息子にも見
せてあげたいです。竿燈は秋田の自慢のお祭りです。

神奈川県 ６０代

あれは２０１５年の夏、秋田市のホテルを何とか予約して仲間で竿燈まつりを観に行き
ました。大通りに一斉に竿燈が立ち上がる風景はまさに絶景です。日頃はおとなしく見
える秋田の人々の熱気がすごくて感動しました。驚いたのは、竿燈が倒れてもすぐに建
て直されることでした。燃えた提灯などもすぐに交換されていました。通りで出店をやっ
ている人たちの多くは、地元の有志の集まりで、その中の一人の女性と仲良くなりまし
た。秋田は、本当に人情の厚い、いい街です。

秋田県 ５０代
孫に初めて竿燈を見せた時「かっこいい」「ぼくもやりたい」と大興奮でした。その次の年
から中止になってしまい、とても悲しんでいました。早くまたあのあの壮大な稲穂を見た
いです。頑張って下さい！応援しています。

秋田県 ２０代

私の好きなお祭りは秋田の夏の風物詩である竿燈まつりです。亡き祖父が竿燈をあげ
ていたこともあり、幼い頃からよく見に行っていました。その迫力と煌びやかさに魅了さ
れ、今では竿燈まつりがないと夏が来た気がしないほどです！
昨年から２年続けての中止になったこと、本当に悲しく思います。開催を待っている人は
たくさんいます。来年こそは、、希望を捨てず、伝統ある竿燈で夏を、秋田を、盛り上げ
ましょう。応援しています。

秋田県 １０代

生まれて初めて見に行ったまつりが、”秋田竿燈まつり”です！！ぶかぶかのじんべい
を着て、頭にはねじりはちまき！！竿燈のリズムが好きな様で、元気に手足を動かして
いました！疲れてしまった様で途中で眠ってしまいました。今はちゃんと起きていられる
様になったので、竿燈が再開したら最後まで楽しみたいです。

東京都 ４０代

子どもの頃からずっと見に行っている大好きな竿燈まつり。地元を離れてからも開催に
合わせて帰省していました。まつりを見ることでふるさとに帰ってきたと実感していたの
に、地元にすら帰れずで悲しいです。でも開催したい想いはみんな一緒。その想いを励
みに頑張るのみですね。まだまつりを見たことのない息子に来年こそは見せてあげた
い！来年こそは笑顔で家族や友人と会って竿燈の美しさと竿燈妙技の素晴らしさを堪
能したいです。

愛知県 ３０代
秋田の夏といえば「竿燈まつり」。その妙技と迫力と壮大なスケールは本当に感動的！
とにかく最高！！一生に一度は必見です。秋田は、食物も観光も祭事も、素晴らしい所
ですね。

秋田県 ６０代 コロナもいずれは鎮静化する。明けない夜はない、みんながんばろう。

秋田県 ３０代

あの油の匂い。お囃子の音色。車輪のきしむ音。土崎の人ではなくてもこれがお祭りと
思うのではないでしょうか。土崎のお祭りで夏が来たという人もいます。２年連続で中止
になって寂しい夏になってしまいました。来年こそは絶対にお祭りを開催して秋田の夏
の始まりを楽しみたい。

＜土崎港曳山まつり＞



秋田県 ６０代

叔母さんが土崎に住んでいましたので、小さい頃から毎年見に行ってました。大人に
なってからは、私も兄も土崎に住むようになって兄の一家は参加し、私は夜遅くまで興
奮して“戻りやま”を見てました。今でもあのお囃子が大好きです。来年は是非！我慢し
てた分大盛り上がりで見に行きます。

北海道 ５０代

中学生の時、秋田市に住んでいました。友達に誘われて初めて祭りに参加したのが土
崎港祭りでした。夜遅くまで楽しく参加したのを覚えています。祭りにはそれぞれ意味も
ありますが、やはり何よりも人々に勇気を与えてくれます。ここ２年はほとんどの祭りが
中止になってしまいましたが、早く復活してもらいたいです。

埼玉県 ４０代 素敵な花火が沢山見られる。

神奈川県 ５０代 秋田の力を見せてください。

神奈川県 ５０代

私が若いころ見た”秋田市の雄物川花火”。昔のことだから、よく覚えていないけど、大
輪の花を開かせた大花火と次々に上がるスターマイン。それと夜空と川面に響く音。そ
の光景だけは、今も昨日のことのように心に残っています。来年こそはやってホシイ。ま
た見に行きたい！

静岡県 ３０代 空に輝く花火に心が癒されます。

奈良県 ２０代 家族で行っていました。懐かしいです。

東京都 ２０代
星辻神社だるま祭りに毎年足を運んでいます。そのおかげか今年も商売繁盛です。こ
れからも応援しています。

兵庫県 ３０代 雨が必ず降る都市伝説なんて気にしないで!!

神奈川県 ４０代
屋台で買った焼き鳥や綿あめを食べながら、美しいソメイヨシノを眺めたのは今から４年
前です。あの桜の美しさ、また堪能したいです。

奈良県 ６０代 中止にめげるな。

秋田県 ３０代

秋田市河辺戸島地区の小さな祭りでして戸島上区の小学生は毎年８/２７の昼から法被
を着てお神輿を台車に乗せ町内をぐるりと周りお神輿を神社に奉納する祭りです。日付
は毎年８/２７固定なので平日学校がある時はその日は学校が午前中で下校になり午
後からお神輿があるので子供は「やったーお祭りで午前中だけ学校♪」と喜んだりしま
す。真夏の暑い時期ですがお神輿を台車に乗せて子供たちが町内を歩くとご近所の方
がお菓子やアイス、ジュースなどふるまってくれるので美味しく食べて元気に町内を歩き
ます。お神輿を神社に奉納し神前で子供達全員は正座をして神主さんの祝詞を聞きま
す。
最後に神主さんと子供達が集合記念写真を撮影後は各地区の子供会ごとに打ち上げ
をするのを子供が楽しみにしてましたが去年に引き続き今年も中止で今年は子供が６
年生で私自身も子供会の会長で最後にお神輿をさせたかったですが中止で残念ですが
今年は別の形で写真だけでもと予定しています。来年こそはマスクが無く戸島神明社の
お祭りや各地の色んなお祭りが開催できますように。

東京都 ７０代
佐渡出身です。秋田市でおけさまつりがあると今知りました。おけさ踊りは九州の方か
ら北前船で伝えられたそうですので、秋田にも伝わったのでしょうね。是非一度訪れて
見物したいと思いました。

＜戸島神明社＞

＜大正寺おけさまつり＞

＜雄物川花火大会＞

＜星辻神社だるま祭り＞

＜千秋公園桜まつり＞

＜あきた元気祭り＞



潟 上 市

八郎まつり

体長64 メートルの八郎龍と35 メートルの辰

子龍が、男若衆、女若衆の手に担がれて通り

を練り歩く。広場では「新関ささら」や「八

郎太鼓」も披露。



東京都 ４０代

大きな八郎龍を男性が担ぎ町を練り歩きます。辰子龍もあります。こちらは女性限定で
す。辰子と八郎役の男女がいたりして、活気に溢れていてとても楽しかった事を思い出
します！
今はまだコロナで大変と思いますが、地元の食材を食べて応援したいです(^^)d

山梨県 ４０代 コロナの中ですがお祭り継続に向けて頑張ってください。

山口県 ７０代
体長６４メートルもの八郎龍が町内を練り歩く壮大な祭りと聞いています。
コロナが終息したら家族で旅行して楽しみたいと思います。

神奈川県 ３０代
お祭りやイベントなど次々と中止になってしまい私も寂しいです。来年こそは開催できる
よう頑張っていきましょう！！

山形県 ３０代 八郎まつり山形でも有名です。

兵庫県 ６０代 コロナが落ち着いたら絶対に行きますのでそれまでは頑張ってください。

大阪府 ３０代
以前八郎祭りを見て、地元の九州の蛇踊りと違い迫力と掛け合いがすごかったです。人
が集まりにくい今だけど落ち着いたらまた旦那の里帰りの時に家族で一緒に歩きながら
楽しみたいです。これからも復活応援してます！

千葉県 ４０代 コロナで中止は残念ですね出来るようになりますように。

埼玉県 ４０代 八郎太鼓をまた聞けるのを楽しみにしています。

東京都 ２０代 小さい頃に見に行って感動しました。

新潟県 ５０代
お祭りの雰囲気、大好きです。やきそば＆お好み焼き＆串焼き等を食べ歩きたいです。
早く日常生活に戻れますように願います。

三重県 ５０代 旅に行けるようになれば見に行きます！

宮城県 ５０代 以前、テレビを見て見たいと思ってました。６４メートルとは想像もつきませんね。

愛知県 ４０代 いつか参加したいと思っています、遠くからですが応援させて頂きます。

東京都 ５０代 今は辛抱です、祭が開催された時は、思いっきり弾けましょう。

高知県 ３０代
家族旅行で毎回現地に行っていましたが、情勢的に無理でした。ですが、その日も近そ
うですね！

千葉県 ３０代
祖父が潟上市に住んでいるので子どもの頃から八郎まつりは身近にありました。コロナ
禍で開催できないと聞きましたが、素敵な文化を残すために頑張ってください。応援して
います！

愛知県 ５０代
子供の時、八郎という絵本(滝平二郎さん)を教師が読んでくれて一度是非行ってみたい
ものだと思った。八郎まつり、コロナが治まったら是非行きたい。いつか行きたいと言っ
て５０年近く経ってしまった。是非次の機会に！と思います。

岩手県 ５０代
旧昭和町大久保の出身です。子供ながらに迫力のある龍と煙幕を毎年楽しみにしてい
ました。とても懐かしい。

岩手県 ７０代
今年は中止になった様ですが、一度見てみたい祭りだと思っています。来年こそはと
思っています。国道１０６号の道路改良も終り、時間もかなり短くなりましたので１泊温泉
にでも入って来たいと思います。今年はがまんして来年こそは出来ます様に

＜鷺舞まつり＞

愛知県 ３０代 開催できず、残念です。

東京都 ６０代 また見に行きたいです。

兵庫県 ６０代 来年は楽しみにしています。

＜東湖八坂神社例大祭＞

山形県 ６０代 ヤマタノオロチ退治伝説のお祭り行ってみたい。

＜八郎まつり＞


