
別紙様式

イベント名 開催期日 会場

えさし蔵まち市 ７月3日（土）～4日（日） 蔵まちモール

奥州市南部鉄器まつり ７月10日(土)～11(日)
水沢江刺駅前広場・奥州市伝
統産業会館

奥州前沢よさこいフェスタⅤ ７月4日（日） 前沢ふれあいセンター他

岩手秋田親善登山 7月4日（日） つぶ沼登山口

夢あかりふれ愛パーティー 7月27日（火）
みうｚさわ観光物産センター屋
外特設会場

奥州水沢夏まつり

8月8日：街中イベント（花
火以外の行事）
8月11日：花火大会（予備
日：8/12)

（ざっつぁかまつりほか）－駅通
り・横町・大町、（干支和まつり
ほか）－駅通り、（花火）－水沢
競馬場

七夕まつり・行灯まつり 8月6日（金）～7（土） 江刺区商店街ほか

みちのく盂蘭盆まつり ８月15日（日）～16日（月） 江刺区商店街ほか

えさし蔵まち「夕市感謝祭」 ９月8日（水） 蔵町モール

前沢夏まつり ８月16日（月） 前沢いきいきスポーツランド

奥州ころもがわ祭り ８月22日（日） 古戸商店街他

秋の商人まつり 奥州YOSAKOIin
みずさわ

9月19日(日) 水沢駅通り他

第21回奥州いさわ焼石マラソン大
会

10月10日（日）



第45回奥州市水沢産業まつり
10月16日（土）～17日
（日）

水沢公園・水沢体育館

第21回奥州水沢グルメまつり 10月17日(日) 水沢公園・水沢体育館

奥州前沢文化と産業まつり 10月中旬 前沢ふれあいセンターほか

第25回江刺産業まつり
10月30日（土）～31日
（日）

ＪＡ江刺本所前駐車場

いさわ商工秋まつり 10月下旬 胆沢文化創造センター

いさわ生涯学習フェスティバル
10月下旬 胆沢文化創造センター

第26回衣川芸術文化祭「展示部
門」

10月31日（土）～11月１日
（日）

セミナーハウス

第28回スポニチ奥州前沢マラソン 11月7日（日） 前沢スポーツセンター

仙北街道駕籠道中大会 11月7日（日）
奥州市胆沢愛宕公民館
仙北街道

なつたふれあいまつり 11月7日（日） 南都田公民館

若柳庭払いまつり 11月14日（日） 若柳公民館

小山公民館まつり 11月21日（日） 小山公民館

えさし蔵まち「夕市感謝祭」 11月24日（水） 蔵町モール

第26回衣川芸術文化祭「舞台部
門」第14回衣川芸術鑑賞会

12月6日（日）
国民宿舎サンホテル衣川
荘



梧逸忌全国俳句大会 12月7日（火） 前沢ふれあいセンター

ひめかゆスキー場開き 12月18日（土） ひめかゆスキー場

国見平スキー場開き 12月18日（土） 国見平スキー場

越路スキー場開き 12月中旬 越路スキー場

前沢温泉舞鶴の湯オールナイト営
業

12月31日（木）～

第27回元朝マラソン大会 １月１日（土）
衣川山村開発センター8：00ス
タート

伊手熊野神社蘇民祭 １月16日（土） 熊野神社

第20回ころもがわ神楽まつり 2月７日（日） 国民宿舎サンホテル衣川荘

全日本農はだてのつどい 2月12日（土） 胆沢総合野球場特設会場

黒石寺蘇民祭
22年2月9日(水)～2月10
日(木)

黒石寺

第11回奥州前沢劇場 2月21日（日） 前沢ふれあいセンター

第27回国見平カップスキー大会 ２月27日（日） 国見平スキー場

第26回奥州胆沢劇場 2月28日（日） 胆沢文化創造センター

奥州水沢くくり雛まつり 2月下旬～3月上旬 水沢区市街地



羽田町火防祭 ３月27日（日） 羽田町地内



時間 問合せ先・電話

10：00～16：00
奥州商工会議所江刺支所
0197-35-2514

土：10:00～18:00
日：9：00～17：00

奥州市南部鉄器まつり実行委員会
（水沢鋳物工業協同組合内）0197-
24-1551

よさこいフェスタ実行委員会0197-
56-6888

奥州市胆沢総合支所商工観光課
0197-46-2111内線232・233

17:30～20:00 (社）水沢観光協会

8/8：（9～21時）
8/11：（19：30～21
時)

奥州水沢夏まつり実行委員会〈奥
州商工会議所内〉0197-24-3141）

18：00～21：00
江刺夏まつり実行委員会（奥州商
工会議所江刺支所内 0197-35-
2514）

17：00～21：00
江刺夏まつり実行委員会（奥州商
工会議所江刺支所内 0197-35-
2514）

10：00～18：30
奥州商工会議所江刺支所 0197-
35-2514

17：00～21：00
奥州市前沢総合支所商工観光課
0197-56-2111

10：00～20：00
奥州ころもがわ祭り実行委員会事
務局（奥州商工会議所衣川支所）
0197-52-3518

正午～20：00
奥州YOSAKOIinみずさわ実行委員
会(奥州商工会議所内：0197-24-
3141)

胆沢総合体育館 0197-46-3427）



9:00～16:00
奥州市水沢産業まつり実行委員会
〈奥州市商工観光部商業観光課
内〉0197-24-2111）

振る舞い開始 正
午～

水沢グルメまつり実行委員会〈奥
州商工会議所内〉0197-24-3141）

9：00～16：00
奥州市前沢総合支所商工観光課
0197-56-2111

9：00～16：00
奥州市江刺総合支所商工観光課
0197-35-2111内線331・332）

奥州市商工会議所 胆沢支所
0197-46-3131

胆沢文化創造センター
0197-46-2133）

奥州市教育委員会衣川支所
0197-52-3111内線513

8:20～
奥州市教育委員会前沢支所
0197-56-2111

奥州市胆沢愛宕公民館
0197-49-2201

奥州市南都田公民館
0197-46-2213）

奥州市若柳公民館
0197-46-3148

奥州市小山公民館
0197-47-0134

奥州商工会議所江刺支所 0197-
35-2514

奥州市教育委員会衣川支所
0197-52-3111内線513



9：00～15:30
奥州市教育委員会前沢支所
0197-56-2111

ひめかゆスキー場
0197-49-210

10：00～16:00
国見平スキー場
0197-52-6411

越路スキー場
0197-39-2105

21：00～3:00
前沢温泉舞鶴の湯
0197-56-6048

8：00～
奥州市教育委員会事務局衣川支
所0197-52-3111

18：00～(翌)2：00
奥州市江刺総合支所商工観光課
0197-35-2111

9：00～15：00
奥州市教育委員会事務局衣川支
所
0197-52-3111

15：00～20:00
いさわのまつり実行委員会〈奥州
市胆沢総合支所商工観光課内〉
0197-46-2111

22：00～翌早暁
黒石寺蘇民祭保存協力会(黒石公
民館内)0197-26-3819

13：00～
17：00～

第10回奥州前沢劇場実行委員会
（奥州市教育委員会前沢支所内）
0197-56-2111

国見平スキー場
0197-52-6411

第２６回奥州胆沢劇場実行委員会
（奥州市教育委員会胆沢支所内）
0197-46-2111

10:00～17：00
くくり雛まつり実行委員会〈(社)水沢
観光協会内〉0197-22-7800



9：45～16：30 羽田町火防祭実行委員会



イベント内容

郷土芸能披露、流し卵めん、餅まき等

鋳物製品の格安販売や、南部鉄瓶を使ってのお茶の試飲コー
ナー、鉄器を使っての料理教室、全国でも珍しい鉄下駄飛ばし大
会などイベントが盛り沢山。

よさこいチームによる演舞、出店もあり

ピッケル交換等

プレ水沢ざっつあか、ビアガーデン等

街中を歩行者天国にして、「ざっつぁかまつり」や「太鼓連競演会」
等が開催される。中でも歴代厄年連創作演舞会「干支和まつり」
は、暑さを吹き飛ばすエネルギッシュな演舞が人気。また、県内最
大級の打ち上げ数を誇る花火大会は水沢競馬場で開催される。

七夕・行灯コンクール、商店街イベント等

郷土芸能町内巡演、流灯会、花火大会、江刺鹿踊「百鹿大群舞」
披露等

郷土芸能披露、来場者参加型イベント、先着プレゼント、振る舞い
鍋等

創作演舞披露、花火大会など

駅通りを歩行者天国にして、約70もの露店が出店し、にぎやかに
商品の展示や販売を行う。同日開催の「YOSAKOIinみずさわ」は県
内外からの多数参加団体がまつりを盛り上げる。



南部鉄器の展示・販売や物産品販売のほか、餅まき大会などイベ
ントがいっぱい！姉妹都市である北海道長沼町産のジャガイモや
ジンギスカンの販売もある。

「日本一のジャンボ鉄鍋」で作る芋の子汁は約6000人分が調理さ
れ、来場者に振舞われる。

郷土芸能発表、農産物販売、商・工業まつり

物産品展示即売、農産物即売、林産品即売、芸能まつり、三輪車
レース、縄跳び大会等

東北有数のマンモスマラソンとして親しまれており、全国から集ま
る約3000人の参加者が健脚を競い合います。運営はボランティア
により行われ、心温まるイベントとして好評を博しています

郷土芸能披露、来場者参加型イベント、先着プレゼント、振る舞い
鍋等



追悼会、席題投句、記念講演、表彰

２年ぶりで営業再開。ペアリフトになり装いも新たにリニューアル
オープン。当日はリフト無料開放。翌日からリフト１日券で国見平温
泉２時間入浴無料。

伝統芸能の披露、日本最大級の大臼による餅つきと福取餅の配
布、厄年連による福俵引き、冬空花火

旧暦の正月7日夜から翌早暁にかけて行われる「裸の男と炎のま
つり」。厄払いや五穀豊穣を祈願し、男たちが夜を徹して繰り広げ
る勇壮な奇祭。

タイトル「子育てごっこ」

タイトル「十五の春～幻の小山飛行場～」

水沢地方伝統の優雅なくくり雛を市内20数カ所に展示し、スタンプ
ラリーが開催される。



鋳物の産地である水沢区羽田町で開催される火防祈願祭。鋳物
製の「はやし屋台」に着飾った女の子が乗り、町内を練り歩く｡厄年
連による踊りなども披露される


	奥州市イベント情報080825

