新 津のま ち が アツ く な る
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新津本町
中央公園
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←秋葉区役所

16

注意：｢目抜き通り｣アーケード
内での物販はできません

本町３丁目駐車場・ベルシティ新津屋外駐車
※
場は新津松坂流しのある 日
雨(天 日
)
に限り次の時間以降無料開放します。本(町３
丁目駐車場は 時以降、ベルシティ新津屋外
駐車場は 時以降 )

16

秋
※葉区役所の駐車場が利用できます。徒(歩約２㎞

民間企業敷地内への無断駐車、
人家へ迷惑をかける
ような駐車はやめましょう。

16

● ミスタードーナツ

17

（木）

●さんぽう亭

※新津商工会議所(青年部、女性会含む)主催行事

～熱さ対策お忘れなく！

新津本町通り
他

ト」
の一環としてスタート
しました。現在は堀出神
社神楽殿にて行われます。
屋台まつりの本番を前
に、各町内のお囃子が集
い、練習の成果を披露し
ます。各町内のお囃子は
それぞれ特徴があり、競
演が楽しめます。

・屋台まつり

毎月１回発行
田村 一夫

てき た時に、松坂の踊り
も伝えられ、それが会津
松坂となり、さらに阿賀
野川に沿って広められた
ものの、新津松坂のみが
残った、という説などが
あります。
何れにしても大変由緒
ある謂れを持ちながら、
浴衣や編み笠の正装から
普段着、クラブ活動のユ
ニフォーム、仮装まで何
でもござれで誰でも参加
できます。子供から大人
まで整然と踊る中にも、
戦国の世とは違い、穏や
かな治世に生きる喜びを
噛みしめることのできる
優雅な民謡流しです。

新津本町通り

・クローズアップ会員
・金融情報

出と地域の繁栄とともに
祭り自体が江戸風の元気
の良い祭りに変化したと
されています。
現在一番古い屋台は１
５０年以上前の江戸時代
末期の建造ですが、まつ
り当日には七台の煌びや
かな屋台が区内中心部を
練り歩きます。
各町内それぞれの屋台
の違いなどを見比べるの
も一興です。
このほか各町内で継承
されてきた伝統ある神楽
舞やたるみこしが、華麗
に勇壮に新津を盛り上げ
ます。
屋台まつりフィナーレ
の七台あおりは壮観の一
語に尽きます。同時にこ
の祭りを地域をあげて次
の世代に引き継いでいか
なければならないことを
確信させる新津の華でも
あります。

住

堀出神社

今月号の紙面
暑いさなかです。体調
管理に留意しましょう。
地域の皆さんのご理解と
ご協力により、今年も楽
しい祭りになることを期
待します。

商工会議所

・新津のまちがアツくなる!!

出典 「:にいつの祭屋台」
発行 新
: 津観光協会
「新津の民謡」発行 :
新潟市・新津観光協会

・青年部役員会

C57 180

真打ちは、新津の総鎮
守「堀出神社」の大祭、
なかでも屋台まつりです。
天正元（１５７３）年、
新津城の守護神である堀
出大神は領内の産土神（う
ぶすながみ～生まれた土
地の守り神）としてまつ
られました。
先述の新津勝資公がそ
れを祝い、文化的行事と
して静かで雅な京風の祭
りの屋台とまつり囃子を
伝えました。その後、明
治に入ってから石油の湧

8/8(水)

８月４日の「きてきち
の歩行者天国・こんばん
わ市」を序章として、新
津の夏まつりが幕を開け
ます。 日には大囃祭、
日新津松坂民謡流し、
～ 日屋台まつり、堀
出神社例大祭、そして近
郷近在のまつりと続き、
一か月間、新津の町はア
ツくなります。

中盤は新津松坂民謡流
しで楽しみましょう。
足の運びに舞楽能の要
素が採り入れられている
という格式ある流しです。
その由来は諸説あります。
一つは、戦国の世、安
土桃山時代に、新津丹波
守勝資（にいつたんばの
かみかつすけ）氏という
風流を解する武将が戦陣
での士気を奮い立たせよ
うとしていたところ、偶
然伊勢松坂に優雅な踊り
のあることを聞きつけて、
家臣に修得させ、それを
広めながら、後世に伝え
ようと新津松坂と名付け
た説、また、蒲生氏郷（が
もううじさと）氏が伊勢
松坂から会津に移封され

商工会議所

・日本政策金融公庫
定例相談会
・大囃祭

先ずは、きてきちの歩
行者天国・こんばんわ市
始まりは、昭和の半ば
以降でしょうか。新津本
町通りを歩行者天国にし
て、
商店街の人たちが工夫
を凝らした縁日や路上ビ
アガーデン、ゲーム大会、
ライブ演奏などで盛り上
がります。
今年は西日本豪
雨災害義捐金チャリティー
も行います。

お盆のさ中、ご先祖様
にも届けとばかりの大囃
祭が続きます。
こ のまつりは、比較的
新しく、
新潟市の
「水と土
の芸術祭市民プロジェク

商工会議所

)

（金）

←秋葉区役所

うめやんKitchen
直売所

8/7(火)

18

英進堂●
●サンキ

幸楽苑●

・新潟県信用保証協会
定例相談会

809

新潟県新潟市秋葉区新津本町３丁目１番７号

創業に関するご相談は商工 会 議 所 に お 任 せ く だ さ い

・新津松坂流し

8/19(日)〜
20(月)

新津本町
中央公園

所：〒956-0035 新潟市秋葉区程島1927-1
（秋葉消防署向かいのショッピングセンター敷地内）
ＴＥＬ：0250 - 47-7472
OPEN：11:00〜19:00
CLOSED：水曜日・ほか不定休あり
https//www.facecook.com/umeyan/

8/16(木)

19

ショップ
●ハードオフ

au
●夢庵 ●

新津本町通り

2018 . 8

!!

GS●

・きてきちの歩行者天国
こんばんわ市

14

●
ダイソー
森川医院●
460
403

行事等内容

会 場

うめやんKitchen直売所
主要行事予定表・定例相談会

●秋葉消防署

8/4(土)

新津健康センター●

秋葉区役所●

F a st S l ow F ood

新 津 商 工 会 議 所

新入会員紹介
これからの

21

編集発行人

由緒ある新津松坂

19 16

・イベント情報

勇壮な屋台まつり

うめやんkitchen直売所はテイクアウトをメインに
したお店です。
"素材にもこだわって丁寧に手作りしたものを手軽
に食べていただけるように"をコンセプトに、秋葉
区にある自家菜園で採れたもの、県産や国産の食材
をできる限り使うようにしています。
併設した厨房で毎日作る常時6～7種類のカレーを
メインに、アジアのおそうざい、プリンや焼き菓子
など自家製のおやつも直売所に並びます。また、
自家製のドリンクもあります。
お食事できる席(6席)もご用意していますので、
そちらでお召し上がりいただく事も出来ます。
8/14(火)

こんばんわ市、縁日

神楽殿でのお囃子

vol.809
会議所コーナー

(1) 2018.8.1

