
巡視船「くりこま」、測量船「天洋」一般公開
　海上保安庁の巡視船、測量船を間近で見ることができます。
と　き　7月17日㈰　11:00～15:00
ところ　塩釜港西ふ頭
申　込　当日直接お越しください
 問 第二管区海上保安本部総務課☎363-0111

と　き　 7月17日㈰　18:30出港　21:30帰港予定
ところ　マリンゲート塩釜　1番乗り場
料　金　中学生以上　1,200円
　　　   小学生以下は「こどもパスポート」により無料
対　象　小学生以下の子どもとその家族
　　　　（大人のみ、小学生以下のみでの乗船は不可）
応募方法　往復はがきに、住所、氏名、電話番号、大人・小学
生・未就学児の区分ごとの希望人数を記入し、7月7日㈭まで
に応募してください。（消印有効）返信用はがきには宛名のみ
記入してください。
※応募多数の場合は抽選。ただし、被災者支援として市内
　応急プレハブ仮設住宅居住者を優先します。抽選結果は
　返信用はがきでお知らせします。
 問・申込　〒985-0016 塩竈市港町一丁目4-1
　　　　　 塩竈市産業環境部浦戸振興課市営汽船係
　　　　　 ☎361-7710

前夜祭花火大会「テーブル観覧席」販売中
　縁日広場会場に観覧席を設置します。座ってゆっくりと花
火を堪能しませんか。
　料金などは問い合わせください。※先着順
問・申込  (公社)塩釜青年会議所　松戸☎090-7665-0716

　塩釜港に浮かべた２隻の台船から約7,000発の花火が夜空
を彩ります。
　海沿いの一帯は立ち入り禁止の個所が多く、魚市場周辺
や旧観光桟橋、避難デッキは観覧場所ではありませんので
ご注意ください。かなりの混雑が予想されますので、公共
交通機関をご利用ください。

　今年は会場が２カ所。音
楽を中心としたステージイ
ベントのほか、ダンスコン
テストなども行います。
　もちろん屋台もたくさん
あります。

前夜祭花火大会市営汽船臨時便
　　　「花火クルーズ」を運航します

車両通行止め　　 えびす屋～大国屋（19:00～21:30）
　　　　　　　　 いな長～パチンコタイガー（19:00～21:30）
　　　　　　　　 港橋エリア（19:00～21:30）
　　　　　　　　 魚市場付近～マルセン自動車整備工場（17:00～21:30）
立入禁止区域　　 魚市場～千賀の浦緑地の海沿い一帯、
　　　　　　　　 観光桟橋、中ふ頭、貞山ふ頭、
　　　　　　　　 避難デッキ（イオン～マリンゲート）では観覧できません
駐車禁止解除区域　 貞山通一帯（19:00～22:00）

交
通
規
制
箇
所

花火大会  20:00～20:50

縁日広場  15:00～20:50

塩釜市水産青年連合会
会長　針生清悦さん

縁日広場実行委員長
塩釜商工会議所青年部
長南正一さん

みなと祭みなと祭
□問　塩竈みなと祭協賛会☎361-3280

17日 日曜日17日 日曜日
前 夜 祭前 夜 祭

　昨年まで立入禁止区
域だった西ふ頭が観覧
場所として使用できま
すので、より多くの人
に楽しんでもらいたい
です。

　花火大会と縁日広場を連携させ
て盛り上げます。特に若い世代の
方には、伝統あるみなと祭を通じ
て、塩竈というまちを好きになっ
てもらえるように頑張ります。

※交通規制に関しては、現在協議中ですので、７月中旬に発行する「かわら版」をご覧ください

　今年のみなと祭は第69回
なので、ロックな縁日広場
にします。日本酒をベース
とした「塩竈ロック」を飲み
ながら、「塩竈ロックダンス
コンテストU-18」を見てみ
てはいかがでしょうか。

臨時有料駐車場

東塩釜駅

港橋

立入禁止区域

縁日広場

観覧場所

縁日広場 避難デッキでは
観覧できません

陸上イベント統括実行委員長
(公社)塩釜青年会議所
松戸　悟さん
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18日 海の日18日 海の日
神輿渡御神輿渡御

　志波彦神社･鹽竈神社の２基の神輿を、それぞれ御座船「龍鳳丸」「鳳凰
丸」に奉安し、100隻余りの供奉船を従えて日本三景松島湾を渡御します。
　海の祭典としては全国有数の規模を誇り、日本三大船祭りの一つに数え
られています。

神輿渡御  10:30 表坂上発

志波彦神社･鹽竈神社
氏子青年会
会長　千田忠一さん

海上部会
部会長　鈴木哲郎さん

表　坂　上

表　坂　下

太　田　屋

杜の都信用金庫前

西　ふ　頭

花　渕　浜

代ケ崎浜前

表　坂　上

表　坂　下
10：1010：10着 発10：30

（着） （発）

表　坂　下

還　　　御

本塩釜駅前

御 釜 神 社

魚　市　場

桜井サイクル

新浜町二丁目

水産加工団地

仲卸市場前

魚　市　場

10：58

11：1511：08

11：3011：23

12：00

13：40

12：55

14：00

14：10 14：20

14：40 14：50

15：00 15：10

15：20 15：40

15：50

12：45 12：40

寒　風　沢
14：20 14：30

石　　　浜
14：45 14：55

野　々　島
15：05 15：15

桂　　　島
15：25 15：35

13：10

西　ふ　頭

17：05 17：15

16：20 16：50

17：25 17：40

18：00 18：15

11：45

12：00発

10：38

13：3013：10
松 島 海 岸

〈龍鳳丸〉〈鳳凰丸〉

10：4510：5310：5310：5810：5810：45

16：10

西ふ頭（マリンゲート塩釜東側）から御発船12：00～

鹽竈神社の神輿
志波彦神社の神輿【順　路】

海上渡御供奉船の体験乗船
　大漁旗や五色の吹き流しで飾った供奉船に
乗船できます。先着200人。
と　き　7月18日（月・祝）14:00～15:00
受　付　マリンゲート塩釜
　　　　市営汽船貨物受付所
申　込　当日受付に直接お越しください

御発船　12:00
　西ふ頭前を一周半する圧巻な光景が、
今年は西ふ頭前から見ることができます。

ぜひ見てみてください！

に

第69回 塩竈第69回 塩竈

　志波彦神社・鹽竈神社の２基の神輿を御同列
で見ることができるのは年に一度、みなと祭
だけです。
　特に約１㌧の神輿を担ぎ、表坂を力強く下
る姿と上る姿を見ていただきたいです。
　勇気と感動を与えられるような渡御ができ
るよう頑張ります。

　みなと祭は海が主役です。御座船が大漁旗を掲
げた供奉船を従えて、西ふ頭前を１周半する時の
迫力ある姿を見てほしいです。
　また、今年は浦戸の石浜にも御座船が寄港しま
す。震災以降は特に、島民を元気づけるため寄港
したいと思っていて、やっと寄港場所などの体制
が整いました。
　市内の活性化につながるお祭りにしていきます。
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と　き　16:30～（予定）
ところ　壱番館前～鹽竈神社表坂下

～～楽しいお知らせ！～～
　東京ディズニーリゾートとLINEでお友だちになり、
「塩釜みなと祭」と話しかけると、もれなく塩竈市オ
リジナルスマートフォン専用壁紙をプレゼントいた
します。
（公式LINEアカウント名：東京ディズニーリゾート）

18日 海の日18日 海の日
陸上パレード陸上パレード

東京ディズニーシー®15周年スペシャルパレード
“ザ･イヤー･オブ･ウィッシュ”

　今年、開園15周年を迎える「東京ディズニーシー」。これまでの感謝の気持ちを伝えるために、ミッキーマウスやディ
ズニーの仲間たちが、第69回塩竈みなと祭の陸上パレードにやってきます。
　東京ディズニーシー15周年のテーマは「Wish」。それは、未来を思い描き、そこへ向かうワクワクする気持ちです。市
民の“Wish”がさらに光輝くようにディズニースペシャルパレードで「第69回塩竈みなと祭」を盛り上げます。

※画像はイメージです
※パレードは悪天候などの理由により中止、一部内容変更の可能性
　があります

「ディズニーの仲間たち」が
塩竈みなと祭にやってくる！

「ディズニーの仲間たち」が
塩竈みなと祭にやってくる！

「ディズニーの仲間たち」が
塩竈みなと祭にやってくる！

陸上パレード  12:00～18:45

陸上パレード担当委員長
(公社)塩釜青年会議所
黒田徳彦さん

12:00～ オープニングセレモニー
（巫女パレード、テープカット）（表坂下）
第１部　12:33～　元気ッス!へきなん、固定演技(本部前)

一般市民と塩釜市婦人会による塩釜甚句
第２部　13:23～　小中学校よしこの踊り
　　　　　　　　　ベガルタチアリーダーズ
第３部　14:22～　よしこの塩竈踊りコンテスト
特　別　16:30～　東京ディズニーシー15周年スペシャ
　　　　　　　　　ルパレード
神　輿　17:35～　朱雀連万灯神輿
　　　　18:00～　塩釜甚句奉納
　　　　18:15～　志波彦神社・鹽竈神社神輿還御

WC
表
坂

表坂下

表坂下
広場 壱

番
館

裏
坂

塩釜
キリスト教会

お祭広場

WC

（宮町）
（西町）

（北浜沢乙線） （本町）

永沼外科医院
本部

子ども広場

受付

神輿 神輿ゴ
ー
ル

赤
坂
交
差
点

太田屋

陸上パレードコース陸上パレードコース

塩竈よしこの連
代表　丹野尚子さん

【プログラム】

朱雀連
左から副会長　遠藤恵美さん
　　　会　長　正木法子さん
　　　幹事長　鈴木　香さん　

未来を思い描き、そこへ向かうワクワクする気持ちです。市
ードで「第69回塩竈みなと「「 祭」を盛り上げます。

※画像はイメージです
※パレ ドは悪天候などの理由により中止 部内容変更の可能性

　陸上パレードを見ていただく方に、
夢と希望を与えられるように運営を
頑張ります。また、参加していただ
く方とともにみなと祭を盛り上げ、
地元に対する愛着をさらに持ってほ
しいです。

　今年も市内の全小中学校が参
加するので楽しみです。参加人
数も増えているので、ディズニ
ーシーのパレードに負けないよ
うによしこの塩竈踊りコンテス
トも盛り上げます。

東京ディズニー
パレードスタート
東京ディズニー
パレードスタート

　全国でもめずらしい
女性だけで担ぐ万灯神
輿を、ぜひ見てもらい
たいです。朱雀らしく
明るく元気に担ぎます。
会員募集
　中学生以上で祭り好
きな女性の方を募集し
ています。
問 鈴木☎367-7778

踊りコンテストスタート踊りコンテストスタート
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