むらやま徳内まつり振興会会長
いよいよ、3 日間の「むらやま徳内まつり」がスタートいたします。
これまで、実行委員の皆様をはじめ、多くの市民の皆様からご支援とご協
力をいただき、準備を進めてまいりました。改めて感謝と御礼を申し上げま
す。また、市外、県外からお出で頂きました観客の皆様に対しまして、市民
を代表して心から歓迎の意を申し上げます。
さて、今年で 23 回目を迎えますが、おかげさまで山形県を代表する祭り
に育てていただきました。今般、時代の変化にあわせ、 まつり がより発
展していくために、宵まつり 1 日・本まつり 2 日の計 3 日間とする変更を
行いました。これからも前進を続けながら本市の徳内まつり文化が根付いて
いくことを願っております。
最後に、今年の祭りが盛大に盛り上り、皆様のお心深くに残る祭りになる
ことをご祈念申し上げ、挨拶といたします。

村山市長

志 布 隆 夫

むらやま徳内まつりの紹介
最上徳内が、北方探検の時に活動の拠点としていたのが、現在の北海道厚岸町です。
徳内は、探検の成就やこの地の安寧を願い厚岸に神明宮（現在の厚岸神社）を建立しました。この
ふるさと
徳内ゆかりの厚岸神社の祭りで古くから受け継がれてきたお囃子は、
徳内の故郷村山市で「徳内ばやし」
として地域に深く根付いています。
「徳内ばやし」は、鉦、笛、大太鼓、締太鼓、掛声等からなる囃し手が、豪華な山車に乗り込み、踊
り手は軽快なお囃子に合わせて、勇壮かつ華麗に、各団体が特色を活かした踊りを繰り広げます。今
では山形を代表する夏まつりとなっています。

徳内とは？
最上徳内（1755〜1836）は村山市が生んだ江戸時代の学者・北方探検家です。
和算・論語研究・産業政策など広範囲に業績を残しましたが、特に幕命を受け
9 回にわたり実施した蝦夷地（北方領土）探検は、後の北方政策に大きな影響を
与えました。
徳内と親交のあったオランダ商館医師シーボルトは、徳内を「18 世紀における
最も卓越した日本の探検家」と賞賛しています。

行

事

日

宵まつり 8 月18日（金）

本まつり 8 月19日（土）

【車輌通行禁止区間】 ふれあい通り…………………………………17：30〜21：30
西浦通り………………………………………14：00〜21：30

時

間

行

程

事

場

【車輌通行禁止区間】 商店街通り・ふれあい通り・駅前通り……17：30〜21：30
西浦通り………………………………………14：00〜21：30

時

所

間

行

事

場

9：00〜9：30

徳内神社例大祭

徳内神社境内

14：30〜21：00

地元出店市・大露天市

14：30〜21：00

地元出店市・大露店市

楯岡商店街・甑葉プラザ・西浦通り

15：00〜17：00

ステージ発表

18：00〜21：00

宵まつり

ふれあい通り・ふれあい広場

18：00〜21：00

徳内ばやし共演

楯岡商店街・甑葉プラザ・西浦通り
ふれあい広場

特設ステージ

楯岡商店街・ふれあい通り・ふれあい広場

本まつり 8 月20日（日）

今年のまつりは…

【車輌通行禁止区間】 商店街通り・ふれあい通り・駅前通り……15：30〜20：00
西浦通り………………………………………12：00〜20：30

★宵まつり
ステージにおいて、
「最上徳内翁」の御霊を前に
成功を祈願し神事を行います。続いて、各団体の紹
介、演舞を披露します。
ふれあい通りでは、各団体の山車に乗車体験がで
きるほか、各団体が様々なイベントを用意し、皆様
のお越しをお待ちしております。

時

間

両日に全団体が出演し、それぞれの踊りや山車を
披露します。これまで 1 日では見られない団体もあ
りましたが、今年は全団体をご覧いただけます。
熱気のこもった演舞を是非ご覧ください。

行

事

場

所

楯岡商店街・甑葉プラザ・西浦通り

12：30〜20：00

地元出店市・大露店市

14：30〜15：00

ステージ発表

ふれあい広場

特設ステージ

15：00〜15：30

よしこの塩竈踊り
（塩竈市）

ふれあい広場

特設ステージ

15：30〜15：45

山形県立楯岡特別支援学校

ふれあい広場

特設ステージ

16：00〜19：30

★本まつり

本まつり

所

葵睦会神輿渡御

楯岡商店街・ふれあい通り

徳内ばやし共演

楯岡商店街・ふれあい通り・ふれあい広場

※ステージ発表の時間は、変更になる場合があります。

8月19日（土）・20日（日）

ステージ有料観覧席
◆開催日時

平成29年8月19日(土)・20日(日)
19日：午後6時〜9時
20日：午後4時〜7時30分

商店街通り

◆料

金

1人

西浦通り

500 円

*小学生以上有料
（無料のお子様は、膝の上に抱いて下さい）

◆場

ふれあい通り

所

ふれあい広場 特設ステージ
*村山市楯岡五日町（JR山形新幹線
『村山駅』東口から徒歩5分）

◆座
※宵まつり 8 月 18 日（金）は
特設ステージ・ふれあい通りにて開催します。

「友遊連」
の
前方・後方支援隊

席

全席自由

受付は、市商工観光課まで
TEL：0237（55）2111

十日町徳内ばやし
十日町の旗印『魁』が示すように、今年で 23 年目の徳内ま
つりを迎える最も古い団体の一つです。
「青少年の健全育成」
「町内の融和」「三世代の交流」を旗標に、明るく笑顔の素
敵な十日町徳内ばやしの演舞をお楽しみください。厚岸囃
子と東北各地の祭り文化を取り入れながら観客の皆様に魅
せるお祭りを目指しています。是非！応援に来てください。

本郷徳内ばやし
今年度で 22 年目、次世代のためにも輝かしい未来を
作り続ける本郷徳内ばやし。
見どころ満載のむらやま徳内まつりに
『進化し続ける本郷徳内ばやし』をご披露いたします。
ご声援の程宜しくお願い致します。

戸沢友遊連
清爽なる戸沢友遊連の若き志士よ！ すがやかなま
まで 200 年の時を経て、今故郷に根付く徳内囃子。
我らをゆるがす『凛として不動』の精神。23 年目を
迎えた戸沢友遊連。徳内の夏の夜空に巨大連旗をな
びかせ、熱き音色を奏でます。いざ！

西郷徳内ばやし
霊峰「甑岳」「葉山」に守られる我が村山の大地に、碧
き衣をまとい西の郷の諸人が、祭りの守護「徳内翁」に、
豊作と集いし旅人の安全を願い、先魁に舞う「飛燕」、
優美舞う「華郷」、躍動あふれる「飛龍」、力みなぎ舞う「男
組」、それらを纏め指揮を執る掛け手と囃子「響」、山車
を引く「惹羽連（ヒッパレン）」!! 揃いてご披露申します。

地球環境と共に生き、社会に貢献する
建設コンサルタント・地質調査・さく井工事

代表取締役 半

● 地質及び土質調査
本
事
Ｆ

クリーンライフのパートナー

クリーニング

なかやま

（有）中山クリーニング
建築金物施工製造販売

楯岡楯１−７

アルミメーカー指定ＢＬ認定工場

株式会社 マルキョー
代表取締役 共立工業代表

伊

藤

■本社
〒995-0038 山形県村山市駅西 2 番 8 号
TEL：0237-53-6900 FAX：0237-53-6901
携帯：090-2845-9184 E-mail：hiro.marukyo@chime.ocn.ne.jp

博

業
Ａ

澤

正

友

● 土木設計・各種解析

● さく井・さく井設備工事

社／村 山 市 大 字 稲 下 8 1 7 番 地 TEL. 0237-56-3411
部／村 山 市 大 字 稲 下 8 1 7 番 地 TEL. 0237-56-3412
Ｘ／本社：0237-56-3413 事業部：0237-56-3415

頑 張 れ ！ 徳 内 ば や し ！！
精密機械製造

株式会社 最上螺子製作所
代表取締役

柴

田

伸

司

頑張れ！
！ 西郷徳内

幸
■アルミ製品工場
〒999-3777
山形県東根市荷口 106-3

株式会社

シバタ工機

大久保欅龍會
おかげさまで昨年 20 年を迎えた欅龍會は、新たな手
引き山車とともに、厚岸伝統の獅子と囃子、更なる
進化をとげる踊りと旗で繰り出します。次なる歴史
に踏み出す欅龍會をとくとご覧あれ。

大高根清流会
おかげ様で大高根清流会は結成 20 周年を迎えます。
これまでのご支援に感謝申し上げます。市内北西部
に位置する大高根地区はおいしいものと自然が豊か
な地域です。我々は派手さもなく小規模の団体ですが、
まつりを楽しむ心意義と笑顔と感謝の気持ちは宇宙
規模です！ご声援よろしくお願いいたします。

大 倉 甑 会

袖崎洗心会

村山平野の東側
甑岳（こしきだけ）の懐に抱かれた ここ大倉地区は
居合の始祖、林崎甚助重信公の生誕の地
決して大きな地区ではありませんが 魅せる舞台は最上級！
地元愛に溢れる仲間たちが織り成す大倉劇場
お楽しみください !!

その昔、
「
『心』が洗われる『洗心の里』
」と名付けら
れたのが村山市最北の地、袖崎。この『洗心』の二
文字を身にまとい、優美な山車と囃子、獅子、子供
と老若男女が一心不乱に緩急の見せ場を作ります。
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レッカー作業

24時間対応 （軽〜大型まで）
車検・一般整備・板金塗装
新車・中古車販売

車輛センター

紅

花

村山市土生田2999−1

0237−58−2055

ふもと山の神

新町徳内囃子連合会

『ふもと山の神』として 2 年目を迎えます。昨年以上
の演舞にすべく練習を積み重ねてきました。一致団
結し、皆様への感謝を胸に、精一杯の演舞を披露い
たします。

皆様のご支援のおかげで 20 年目を迎える事が出来ま
した。心より感謝いたします。
華麗に舞う踊り手と洗練された囃子。そして勇壮な
る山車を導く曳手と共に今年もお祭りを熱く盛り上
げます！
ご声援よろしくお願いします。

湯沢湯踊会

村山産業高校 又新連

楯岡湯沢に命を受けた菅原遯（のがる）翁が創唱し、
この地に伝承したとされる「吟声」
。現在も祝事の席
では必ず朗吟されている。湯沢湯踊会ステージのオー
プニングは、その「吟声」を披露。
荘厳な雰囲気漂う中の「熱き演舞」を篤とご覧あれ。

村山産業高校又新連（ゆうしんれん）です。
今年も若さと元気、さわやかな風を楯岡北町より運
んで参りました。
地域のみなさまへの感謝の気持ちを精いっぱい表し
たいと思います！
よろしくお願いいたします！

未来を拓く技術と品質
時代が、技術と品質を求め、技術と品質が、時代を変えていく。
新しい技術と品質は、明日を創る力。
だから私たちは、挑み続ける。

燃えろ！ 新町徳内囃子連合会
セブンイレブン村山楯岡新町店

〒995-0004 村山市金谷１番地 TEL（0237）55-2231 FAX（0237）55-4032

ヤンマーアグリジャパン㈱

村山支店

山野草・高山植物栽培販売専門店
斑入り植物 変わり植物
自家栽培山野草 鉢各種
（蘭鉢・菊鉢・高級鉢・山野草の鉢…）
園芸用品

資材全般

営業時間／8：00〜18：00

★カーナビは
山形県中山町で検索★

〒990-0401 山形県東村山郡中山町長崎568
http://yamagata-mall.jp/shop/detail/806
定休日／水曜日 （TEL）090-4637-3023 （FAX）023-673-0311

荒 町 あ 組
徳内ばやし発祥の地「厚岸」
、わが町内による十年に
一度大わらじ奉納の地「浅草」
、そしてわが愛する町
「荒町」
。
それぞれの「あ」一文字を組の頭にいただき、「荒町
あ組」は誕生しました。
あ組の熱き魂の舞を今年もご披露いたします。

村山まとい連
仰ぎ見る 望楼跡に旧き良き
時代の流れに思いを馳せる 数多の思い伝えつつ
引き継がれし魂は 若人の意気 燃え立たす
いざ集わんかな いざ踊らんかな
まとい連

楯山燦燦會
鶴ヶ町・二日町・新高田を基盤にした
「燦燦會」の象徴は黒と赤。
黒は伝統を、赤は祭りへの情熱を表します。
華麗に妖しく舞い踊る「燦燦會」１9 年目の
夏にご期待あれ。

〒995-0032

村山市楯岡荒町 2 丁目 7-21

TEL 0237-53-2389 FAX 0237-53-2782

http://www.teraban.co.jp/

の

11:00〜22:00（日・祝 21：30）

支那そばセット・チキンカツ定食・和風スパゲッティー

祝 徳内まつり

旧

馬

和 夏 紅 音
和夏紅音（なつあかね）は、純粋に祭りを楽しみた
いという有志で作ったクラブチームです。
今年も、白鷹太鼓 鷹翔会と合同で演舞を披露いた
します。
応援よろしくお願いいたします。

翔 會

地域の皆様の温かいご声援に支えられ、平成十四年
午年に発足し、十六度目の夏となる馬翔會。
威 勢 よ く 鞭 を 振 る い、蹄（ひ づ め）の 音 高 ら か に、
手綱引き締め今年も精一杯、奏で、舞い、踊らせて
頂きます。

測量・調査・設計

北町玄武会

㈱タカシマ開発企画
〒999-3702 東根市温泉町一丁目2番2号
TEL 0237-48-7035

北町玄武会は地域の皆様に支えられ、
15 年目を迎える事が出来ました。
北の守り神『玄武』の手曳き山車、ここにあり。
道行く乙女も振り返る、
金波（きんぱ）
・銀波（ぎんぱ）
の玄武の舞いを、とくと、とくとご覧あれ。

FAX 0237-48-7037

E-mail taka-kaihatu@blue.plala.or.jp

〒995-0032 村山市楯岡荒町２丁目5-47 電話 080-5741-0320

玄
武
会

マサシ装業
かほく

玄
武
会

下山塗装
ＴＥＬ（0237）72-6507

高橋建築店

玄
武
会

いたや清水

〒995-0205 村山市大字樽石491

TEL・FAX （0237）56-2133

村山市大字河島乙 377

☎ 55-3800

北
町

〒999-3511 河北町谷地丁73

祝 徳内
@?@? まつり

うまい水

北
町

楯岡愛宕神社前

TEL（55）
5677

北
町

戸沢徳内ばやし連合會

颯

地域の皆様に支えられ、結成 14 年目の夏。今年も統
一の衣装を身に纏い、踊り手と囃子の洗練された輪。
颯のごとく颯爽と華麗にみる人も楽しい祭りを目指
します。感謝の気持ちを忘れずに精一杯演舞いたし
ます。皆様のあたたかいご声援をお願い致します。

葵

睦

山形徳内ばやし MIM
MIM は、山形市内で唯一の徳内ばやしのクラブチー
ムです。
今年で、14 回目の参加になります。
今年も「みんながハッピー！」を合言葉に、皆さまに、
元気と感動を与えることが出来ますよう頑張ります。
応援よろしくお願いいたします。

会
問い合わせ 滝口
TEL080-5562-8905

毎年、徳内神社の御霊を輿に遷し、徳内祭渡御を巡
行しております。
地元の人が中心となっておりますが、様々な地域の
方の参加も増え、活動の幅も広がりを見せています。
今回、祭りを見に来られた方で興味のある方は、気
軽に声を掛けて下さい。
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■新車・中古車販売
■車検・整備・鈑金
■陸運局認証工場完備

株式会社 ブレス
国道13号線

←至山形
東根駅

東根温泉

奥羽本線

●

●

村山市役所
至新庄→

村山駅

東根市温泉町三丁目13-5

TEL. 0237-53-9730
FAX. 0237-53-9731
営業時間：9:30〜19:30 定休日：日曜日

●

serla スーパーおーばん

スズメバチ駆除 バスター
駆除依頼・御相談は

大地総業
村山市中央2-4-8

090-9742-3777

0237-55-3777

一般建築材

〒995-0111 山形県村山市大久保甲598-2
TEL 0237−54−2340／FAX 0237−54−2327 自宅 TEL（0237）54−2521

そば街道発祥の地

東沢公園

最上川三難所 そば街道

オリジナルバラ
「むらやま」

東沢公園の春は可憐なミズバショウとともにはじまり
ます。その後は、300本の桜が咲き乱れ、終わりを告げる
と木々が芽吹き、新緑の時期を迎えます。初夏の訪れとと
もにバラ園では、世界各国750品種20,000株ものバラが
咲き誇り、公園に広がる甘い香りに包まれながら優雅なひ
とときをお過ごしいただけます。バラの花が風に揺れる音
や小鳥のさえずり、水の音・・・・自然の中で季節を感じな
がら本来あるべき場所にいるという爽快感を全身で感じ

素材や技にこだわりを持った12店のそば店とそば打ち
体験ができる農村伝承の家からなる「最上川三難所そば
街道」。
それぞれの店では工夫を凝らした、個性豊かなそばを味
わうことができます。
県内のそば街道発祥の地といわれる村山でそば三昧を
楽しみましょう。

て下さい。

◆そば街道各店◆
− 平成29年度 −

★年間イベントスケジュール★
4月

●徳内甑岳登山（4月9日)
●村山駅西夜桜ライトアップ（4月中旬）

5月

●山の内わらび園オープン（5月中旬）

6月

●バラまつり（6月1日〜7月2日）
●葉山市民登山（6月11日）
●観光さくらんぼ村オープン（6月中旬）
●大高根じゅんさい沼オープン（6月中旬）
●ブルガリア新体操ナショナルチームローズ
キャンプ（6月14日〜28日）
●葉山山岳マラソン（6月25日）

7月

●全国各流居合道さくらんぼ大会（7月2日）

8月

●むらやま徳内まつり（8月18日〜20日）
●最上川Ｓ-mileマラソン（8月27日）

9月

●そば花まつり（9月上旬）
●秋のバラまつり（9月中旬〜下旬）

10月

●むらやま商工まつり＆んだニャ〜まつり
（9月30日・10月1日）
●伝承館まつり（10月15日）

11月

●板そばまつり（11月1日〜30日）
●ふるさとフェア（11月上旬）

2月

●ひっぱりうどんまつり（2月中旬）
●山の内雪まつり（2月下旬）

3月

●雛のつるし飾り展（3月1日〜31日）
●段々ロングな雛まつり・ひな市（3月中旬）

一番店

そばの陣 じゅんさい
村山市大字田沢字新西 2163-3
☎0237-57-2710
二番店
手打ち蕎麦 おんどり
村山市大字山の内 255-1
☎0237-57-2552
三番店
あいかも会館 かもや
村山市大字本飯田 1477
☎0237-55-5682
四番店
手打ちそば ゆきむろ
村山市大字土生田 1018-2
☎0237-58-2506
五番店
板そばの里 村山手打ち塾
村山市大字河島乙 99
☎0237-55-5700
六番店
手打 三郎兵衛そば
村山市大字富並 921
☎0237-57-2305
七番店
リバーハウスはやぶさ
村山市大字富並 625
☎0237-57-2201
八番店
そば打ち道場 農村伝承の家
村山市大字河島元杉島 1315-1
☎0237-53-3277
九番店
クアハウス碁点
村山市碁点 1034-7
☎0237-56-3351
十一番店 そばやかた樽石
村山市大字樽石 491
☎0237-56-2133
十二番店 後楽園そば
村山市碁点 1052-4
☎0237-56-3378
十三番店 くれない苑（そばがき専門店）
村山市大字大久保甲 4
☎0237-54-2420
十四番店 あらきそば
村山市大字大久保甲 65
☎0237-54-2248

居合神社
居合の始祖林崎夢想流・林崎甚助重信公を祀った全国唯
一の神社です。毎年村山市では、全国居合道大会を開催し
ています。
神はなぜ、少年にその剣を授けたか──。
後に抜刀・居合の祖となる、少年 民治丸の物語。

あべ

美佳

著

母なる川

最上川三難所

最上川

村山市には
最上川舟運で栄えた時代の
﹁碁点﹂﹁三ケ瀬﹂﹁隼﹂
と呼ばれる
三つの難所があります︒

大わらじ奉納

平成三十年 秋

東京都台東区浅草寺に

居合だましいHPにて小説毎週配信 http://www.iaidamashii.jp/

最上川三難所「碁点・三ｹ瀬・隼」は流れが急で、岩盤がむ
き出しになっている所が多く、最上川舟運が栄えていた時
代は、船頭たちに最も恐れられていた難所でした。現在

最上徳内記念館

は、多くの方がスリルのある舟下りを楽しんでいます。
問

最上川三難所舟下り

村山市大字稲下字金谷1110-2

☎0237-56-3535

最上川美術館・真下慶治記念館

村山市が生んだ江戸時代の北方探検家、最上徳内の功績
を讃えて建てられ、貴重な資料などが多数展示されてお

山形県の母なる川「最上川」をこよなく愛した洋画家真下

り、当時の壮大なロマンを感じることができます。

慶治画伯（故人）の貴重な作品群を展示しています。

☎0237-55-3003

☎0237-52-3195

休館日：水曜日（祝・祭日の場合は翌日）

休館日：水曜日（祝・祭日の場合は翌日）

至新庄

②手打そば おんどり

山の内
温泉

土生田

山の内自然体験交流施設「やまばと」

種蒔き桜

347

36

葉山 1462m

じゅんさい沼

袖崎

⑥手打三郎兵衛そば

樽石ふるさと
いきものふれあいの里

富

深沢
山の内わらび園

本飯田

川
最上川三難所
舟下り終点

13

三難所 隼

大淀
③あいかも
会館

最上川
美術館
樽石大学

仁藤農園

いたや清水

湯舟沢温泉旅館

富並
並

⑦リバーハウス
はやぶさ

セナ沢牧場
わらび園

④手打ちそば
ゆきむろ

①そばの陣
じゅんさい

さくらんぼ
カントリークラブ

三難所 三ヶ瀬

381

林崎

白鳥

居合神社
347

樽石
至葉山キャンプ場
⑪そばやかた樽石

農村伝承の家

松原農園
300

道の駅むらやま

蔵民宿あおやぎ ⑧そば打ち道場

白鳥不動尊

竜神の吊橋

河島

⑨クアハウス碁点

稲下
オクヤマ

⑤手打ち塾

三難所 碁点

東沢バラ公園
村山市役所

最上徳内記念館

最上川三難所
船下り起点
⑭あらきそば
⑬くれない苑

徳内神社
村山市民会館

ビジネス
パークホテル

東根

上
川
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さくらんぼ
東根

山形新
幹線
︵奥羽
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村山駅

⑫後楽園そば
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至山形

村山市
ップ
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※周辺の駐車場には限りがありますので、JR等をご利用ください。

