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みなと祭みなと祭
　昨年より500発増やした4,500発の花火が塩竈の夜空と海面
を彩ります。全国屈指の花火師集団“芳賀火工”が打ち上げる
大輪の花を、ぜひご覧ください。
　県内で一番早い花火大会で、塩竈の夏の風物詩・みなと祭が
始まります！

※順延の場合は7/26㈯に開催
塩釜市水産青年連合会
会長　高橋　秀明さん

花火大会
20:00～20:30

縁日広場ステージ
15:00～20:00

塩釜商工会議所青年部
縁日広場実行委員長
阿部　眞喜さん

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

臨時有料駐車場臨時有料駐車場

東塩釜駅

縁日広場縁日広場

お祭り広場お祭り広場

車両通行止め　　　えびす屋～大黒屋（19:00～21:00）
　　　　　　　　　いな長～パチンコタイガー（19:00～21:00）
　　　　　　　　　魚市場～マルセン自動車整備工場（17:00～21:00）
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、西ふ頭、中ふ頭、貞山ふ頭
駐車禁止解除区域　　貞山通一帯（19:00～21:30）
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＊日本三大盆踊り

　西馬音内盆踊り（秋田県）

　郡上八幡盆踊り（岐阜県）

　阿波踊り（徳島県）

＊鬼剣舞（岩手県北上市）

＊よしこの塩竈踊り　など

に し も な い

ぐじょうはちまん

おにけんばい

 今年は、日本三大盆踊りをはじめ、たくさんの踊りを披
露し、お祭り色の強い縁日広場となります。
　また、塩竈のPRを兼ねて、マグロのかぶと焼きを数量
限定で無料提供します。“RE BORN（再生）”をスロー
ガンに、みなさんと一体になれる前夜祭にしたいです。

海上保安庁の測量船「天洋」
　　　　　　　を一般公開します
　さまざまな場面で活躍している、海上保安庁の測量
船を間近で見ることができ、制服の試着や、マスコット
との記念撮影コーナーもあります。また、マリンゲート
塩釜では、巨大3Dの海底地形図を展示しています。

　と　き　7月20日㈰ 　12:00～15:00
　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

20 日㈰ 前夜祭
花火大会
縁日広場

20 日㈰ 前夜祭
花火大会
縁日広場

と　き　 7月20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　小学生とその家族（大人のみ、小学生のみでの乗船は不可）
定　員　150人
応募方法　往復はがきに、住所・氏名・電話番号・希望人
数・大人/小学生・未就学児の区分を記入し、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を行います。ただし、被災者支援と
して市内応急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

震災の被害によ
る、立入禁止区
域にご注意くだ
さい。

問 塩竈みなと祭協賛会 ☎361-1645　FAX361-1646

　震災以降、規模を縮小して開
催していますが、今年は500発
増やして4,500発を打ち上げます。
　まだまだ復興は厳しい状況で
はありますが、年に1回だけの花
火で盛り上げたいと思います。
　海岸付近には危険個所もあり
ますので、安全な場所での観覧
をお願いします。
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塩竈塩竈

朱雀連
副会長 遠藤　恵美さん（右）
幹事長 鈴木　　香さん（左）

　24回目の参加となります。表坂
の202段を上る時の、みなさんの
「エンヤー」の掛け声は、何よりも
力になります。ご声援よろしくお
願いします。
～会員募集～
子どもからシルバー世代まで祭り
好きな方をお待ちしています！
 問 鈴木 ☎367-7778

　「よしこの塩竈」踊りコン
テストは今年で25回目を迎
えます。新しく参加する団体
や震災後に復活した団体な
ど、これまで以上のたくさん
の方々が熱い踊りを披露し
てくれます。多くの方に見て
いただきたいです。

神 輿 渡 御
10:30表坂上発

塩竈よしこの連
代表 丹野　尚子さん

オープニングセレモニー（表坂下）12:30～
第１部　12:50～　塩釜jc感謝神輿
　　　　　　　　　元気ッス！へきなん
　　　　　　　　　村山徳内ばやし
　　　　　　　　　ジュニアチアリーダー
　　　　13:28～　PL宮城MBA
　　　　　　　　　アシスト多賀城
　　　　　　　　　MDC（松島高校ダンスクラブ）
　　　　　　　　　宮城県立塩釜高校ダンス部
　　　　　　　　　塩釜婦人会ハットセ踊り　
第２部　14:05～　小中学校よしこの塩竈踊り
　　　　　　　　　ベガルタチアリーダーズ
第３部　15:00～　よしこの塩竈踊りコンテスト
神　輿　17:45～　朱雀連万灯神輿
　　　　18:20～ 　塩竈甚句奉納
　　　　19:00～ 　志波彦神社・鹽竈神社神輿還御

（公社）塩釜青年会議所
まちづくり委員会
委 員 長　赤間　竜樹さん（左）
副委員長　高橋　秀一さん（右）

　今年は子どもたちが“感謝神
輿”を担ぎます。“祭りができる
喜び”を感じながら地域のみな
さんに感謝できる場としたいで
す。また、今年のMCは塩釜高
校放送部が行います。幼稚園児
から高校生までの子どもたちが
作り上げる陸上パレードをぜひ
ご覧ください。

志波彦神社・鹽竈神社
氏子青年会
会長 千田　忠一さん

21 日（月・祝） 本祭
神輿渡御
陸上パレード

21 日（月・祝） 本祭
神輿渡御
陸上パレード

　みどころは何と言っても、
志波彦神社と鹽竈神社の神輿
が御同列で渡御するところで
す。また、海上渡御はみなと
祭でしか見られません。若い
担ぎ手も増えているので、活
気ある渡御で感動を与えたい
です。
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西ふ頭（マリンゲート塩釜東側）から御発船12：00～
＊御座船音頭、いそ山あかり太鼓でお見送り。
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陸上パレード
12:30～19:00

第67回第67回

鈴木眼科医院駐車場にて子ども広場
13:30～

海上渡御後陣船に　　
　　　体験乗船できます
　神輿が魚市場から新浜地区を渡御
している間に、大漁旗や5色の吹き流
しで飾りつけた供奉船への体験乗船
を行います。
と　き　7月21日㈪　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

鹽竈神社の神輿
志波彦神社の神輿


