
PRねぷた

1 連続出陣 35 年

2 連続出陣 15 年

3 連続出陣 6 年

4 初参加

5 連続出陣 6 年

6 連続出陣 21 年

平川市

日　時　平成３０年８月２日(木)審査日 18:15～開会式 18:30～合同運行
　　　　　　　　　　　３日(金)表彰日 18:30～合同運行
コース　平川市役所本庁舎前～平賀駅前
主　催　平川ねぷたまつり実行委員会（平川市商工会内 TEL0172-44-3055）

館田町会（社会福祉法人　三笠苑）

三町会ねぷた会

NPO法人平川市スポーツ協会

(株)日本マイクロニクス

トモエノイノチイトシキモノニササゲソウロウ

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

鏡絵

送絵

絵師

忍城の危機「成田姫」大軍に一撃

マナズル

真鶴

オガサワラ　スイケイ

鏡絵

送絵

絵師

絵師

送絵

青森県立柏木農業高等学校

コン　キョウセツ
今　京節

スイコデン「テツギュウリキ」カミカゼヲフルウノズ

鏡絵

鏡絵

送絵

絵師

送絵

絵師

鏡絵

送絵

巴の命愛しき者に捧げそうろう
アサヒトトモエ
朝日と巴
オガサワラ　スイケイ
小笠原　翠渓

スイコデン カオショウ ゴダイサンデオオアバレ

水滸伝　花和尚　五大山で大暴れ
ラフセン
羅浮仙

特別養護老人ホーム　緑青園

テンニョ

天女

クドウ　リュウタ

オオエヤマノシュテンドウジ
大江山の酒吞童子
オイラン

絵師

オオエヤマシュテンドウジ
大江山酒吞童子
タキヤシャヒメ
滝夜叉姫
ミウラ　ドンリュウ
三浦　呑龍

花魁
クドウ　リュウタ
工藤　龍太

水滸伝「鉄牛李逵」神風を奮う之図

ウスクレナイノハナ

イノウエ　ジンセツ、イマイ　ユウキ

薄紅の花

井上　神節、今井　優紀

サイユウキ「ソンゴクウトエンマダイオウ」

西遊記「孫悟空と閻魔大王」

工藤　龍太

小笠原　翠渓

オシジョウノキキ「ナリタノヒメ」タイグンニイチゲキ

平川ねぷたまつり2018

このねぷたは、トラックに載せて遠くに運び、平川市のPRを行うた
めに作られました。そして、ねぷたに華を添えるのは華やかな「平
川女子囃子組」！県内外で平川市をPRする活動を行っていま
す。ご覧の皆様、大きな声援をお願いします。

いつも地域の皆様に大変お世話になっております。特別養護老
人ホーム緑青園です。お陰様を持ちまして合同運行も、今年で35
回目の参加となりました。これもひとえに、地域の皆様のご支援が
あってのことと、感謝を申し上げます。華麗に舞う踊りを先頭に、力
強い囃子と「ヤーヤドー」の掛け声と共に、老若男女270余名、元
気いっぱい運行して参ります。今後とも皆様の末長いご厚情と、ご
支援を賜りますよう、よろしくお願い致します。

本校のねぷた運行は、平成16年の出陣以来、今度で15年目を迎
えました。今年度のねぷた絵は、食品科学科2年の井上神節（い
のうえじんせつ）、今井優紀（いまいゆうき）の2名が担当、昨年度
に引き続き、生徒による制作となります。本校ねぷたの初出陣のと
きの題材をモチーフに新たな気持ちで挑みました。また、恒例と
なっている3年生の流し踊り、ねぷた委員による囃子演奏など、
オール柏農で臨みます。今後も柏農は地域に愛される学校を目
指して頑張ります。

常日頃、地域の皆様には大変お世話になっております。当社株式
会社日本マイクロニクスは、今年で創業48周年を迎えることがで
き、これも偏に地域の皆様のご支援・ご協力の賜物と深く感謝申し
上げます。これからも企業市民として、地域の活性化・発展に貢献
できるよう地域の皆様と一緒に積極的に取り組んで参ります。今年
もねぷた運行に社員・社員家族総勢330名参加し、今年の新入社
員を中心とした踊り、仮装演技、8尺の雷鳴（らいめい）太鼓、6尺2
連太鼓2台がねぷた本体の回転に連動しながら演奏する姿を是
非ご覧ください。

平川市スポーツ協会は、法人格を取得して今年度で10年の節目
をむかえることができました。また、節目の年をむかえるにあたり、
名称も平川市体育協会から平川市スポーツ協会へ変更し、新た
なスタートをきりました。この絵は、孫悟空が不死になる物語が描
かれています。平川市スポーツ協会も未来永劫不滅であり、市の
スポーツ振興、発展の為に、これまで以上に努めてまいりますの
で、平川市スポーツ協会をこれからもよろしくお願いします。

小杉、石畑、四ツ屋の三町会のねぷたです。少人数ではあります
が、町会一丸となって町会の「和」のもと、はやしも一生懸命がん
ばって練習して参りました。今後とも三町会ねぷたに温かい御声
援下さいます様よろしくお願いします。

今年も熱い夏がやってきた。館田ねぷたも熱く燃えています。館
田ねぷた出陣します。



7 連続出陣 49 年

8 連続出陣 17 年

9 連続出陣 36 年

10 連続出陣 18 年

11 連続出陣 8 年

12 連続出陣 5 年

13 連続出陣 7 年

14 連続出陣 10 年

館山・松崎ねぷた組

扇会

杉館ねぷた愛好会

平田森ねぷた会

広船子ども会

送絵

鏡絵

送絵

鏡絵

送絵

絵師

ヒロフネクマシシヤマヲヒラク

廣船熊獅子山を開く

ヒロフネセンテカンノン

広船千手観音

タネイチ　カショウ

チョウウンアトヲウバイカエス
趙雲阿斗を奪い返す
ジョシ

徐氏

タテダ　キョウフウ

館田　峡風

種市　華祥

ムラカミヨシテルニシキノミハタダッカンノズ

鏡絵

絵師

鏡絵

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

鏡絵

送絵

絵師

送絵

絵師

ビシャモンテン、ジャキヲハラウ
毘沙門天、邪気を払う

タイホウゲン　リュウチョウ
大豊元　龍頂

タイラノトモモリ

トウビジン

唐美人

マガタ　セツリュウ

間形　雪龍

ゴエツグンダンゴシショフンセン
呉越軍談伍子胥奮戦
ソンフジン
孫夫人

村上義光錦の御旗奪還之図
マイコ
舞妓
サクラバ　シュンホウ
櫻庭　春寶

丹下左膳　愛刀濡れ燕を手に悪を切る

ハギノ

萩乃
オガサワラ　スイケイ
小笠原　翠渓

鏡絵

送絵

絵師

絵師

送絵

絵師

タンゲサゼン　アイトウヌレツバメヲテニアクヲキル

金屋同志会

唐竹ねぷた会

八幡崎ねぷた同志会

サンゴクシ「ジョコウフンセンノズ」

三国志「徐晃奮戦之図」

トウビジン

唐美人
イマイ　ミツル
今井　仭

平知盛
オイラン
花魁
クドウ　リュウタ
工藤　龍太

地域の小さな子供から大人まで、各世代の幅広いコミュニケーショ
ンをとるために運行を続けてきました。世代が変わっても長く続け
ていきたいと思っています。灯篭の絵も子供達が自分で思い思い
描いたものです。

八幡崎ねぷた同志会です。私達も連続参加5年目となりました。元
気な子供たちと一緒に、今年も完全燃焼してまいります！みんな
で作った八幡崎のねぷたが、みなさまの記憶に残るねぷたになり
ますよう、会員一同心を込めて運行いたします！どうぞ八幡崎ね
ぷた同志会に、沿道からの大きな大きな声援を、よろしくおねがい
いたします。ヤーヤドー！！！

清らかな渾神の清水のめぐみを受け、平賀りんご発祥の地として、
誰でも楽しめるねぷた運行を目指します。

平川市唯一の人形ねぷたの金屋同志会でございます。ねぷた内
部の電球をすべてLED化し、送りの部分を新調しました。本年度
は、前ねぷたを、日の出こども園より協力して頂きました。若い会
員も増え、約8万枚の紙を、ひとマス、ひとマス貼って完成させまし
た。金屋同志会へ、より一層の、ご声援をお願いします。

今年の広船子ども会の題材は、「廣船熊獅子山を開く」です。「獅
子踊り」の元祖、広船。獅子踊りの、新天地を開拓し、争い、和合
する物語は、人類の歴史と叡智を表しています。お獅子、め獅子
だけでなく、時にはおどけ、時には先走るオカシコが不可欠なよう
に、子ども会は子供たちの居場所でありたい！見送り絵は、いよい
よ来年御開帳となります、津軽三十三観音　第二十八番礼所　広
船千手（せんて）観音です。みなさま、多数のご参拝お待ちしてお
ります。さあ、広船子ども会49年連続出陣でございます！

今年も熱く、楽しく、元気よく、小さくてもいいねぷたをモットーに平
田森の心意気をみんなに届けます。ヤーヤドー

今年も町内、各企業社の皆様の御協力の元、出陣する事が出来
ました。ありがとうございます。次世代を背負う若者、子供達に夢と
喜びを与え、地域の親睦を深めることを目的に頑張って行こうと思
います。皆様の熱いご声援をよろしくお願いします。

日頃の皆様のご声援のおかげで、連続出陣18年目を迎えることが
できました。これからも、ケガ・事故の無いよう、扇会一同精一杯頑
張っていきますのでよろしくお願いします。



15 連続出陣 26 年

16 連続出陣 36 年

17 連続出陣 30 年

18 連続出陣 13 年

19 連続出陣 23 年

20 連続出陣 12 年

21 連続出陣 20 年

22 連続出陣 4 年

鏡絵

送絵

絵師

シュゴシンセニシンゲンコウシュツジン

大井夫人

守護神背に信玄公出陣
オオイフジン

ショウリュウイン　リュウセン
聖龍院　龍仙

タイラノマサカドシュツジン

カグラミコ
平将門出陣

神楽巫女
カマタ　ショウジン
鎌田　証信

鏡絵

送絵

絵師

「コウエツカワナカジマダイガッセンノズ」
鏡絵

絵師

鏡絵

送絵

絵師

李平三和会

向陽ねぷた愛好会

柏木町ねぷた愛好会

大光寺ねぷた愛好会

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

送絵

サンゴクシチョウウンヨウシュヲスクウ

相馬　春陽

「甲越川中島大合戦之図」

「トラゴゼン」

「虎御前」

ニシヤ　ショウセン

西谷　昇仙

ケッセン・カワナカジマ
決戦・川中島

送絵

絵師

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

送絵

絵師

心友曾

須藤　秀平

武田信玄
ヨソオイ
装い
ストウ　シュウヘイ

初出陣以来、今年で連続12年を迎える、李平三和会です。三和
会では、毎年、干支題材にしたねぷたを制作しております。今年
は、戌年ですので、前ねぷたは、「土佐犬」です。ねぷたは「甲越
川中島大合戦之図」を題材にしました。甲斐の国の武田信玄と、
越後の国の上杉謙信との間で、北信濃の支配権を巡って最大の
激戦地となった川中島での戦いを描いています。見送り絵「虎御
前」です。今後も、会員一同がんばりますので、応援よろしくお願
いします。

今年連続参加20年を迎える新屋町会では、町会が一体となり、ケ
ガの無い、楽しい祭りにしたいとがんばっています。又、ABA青森
朝日放送さんの御協力を得て、袖字をアナウンサーの坂本佳子さ
んに書いていただき、イメージキャラクターのドキタンを製作し、観
客の皆さんにも楽しんでもらいたいと思っています。

夏は祭り、祭りといえば平川ねぷた祭り。今年も平川市を盛り上げ
るためにやってきました！心友曾です！少数団体ですがねぷた
大好き集団です！鏡絵、武田信玄は孫子を学ぶ事で高い戦術眼
を養い、初陣での大金星をあげて、家臣達の信頼を勝ち得たもの
です。見送り絵、身なりや外観を整え美しく飾る美人画です。躍動
感あふれる武田信玄、美しく着飾る装いをごらんください！ご声援
お願いいたします！

新屋町会

松館町会

光城ねぷた会

フジサワ　ボクセン
藤澤　墨仙

三国志趙雲幼主を救う
カンフジン

フクツノヤマナカシカノスケ

ヤエガキヒメ
八重垣姫
スズキ　カイト
鈴木　魁斗

タケダシンゲン

スイコデン　ブショウフンセンノズ
水滸伝　武松奮戦之図
ガクメ
楽女

イチノヘ　シホウ
甘夫人

一戸　紫峯

不屈の山中鹿之助
コウフクノマイ
幸福の舞
ソウマ　シュンヨウ

私達、光城ねぷた会は、町内の人で、ねぷた製作から絵師、運行
の全てを行っている、唯一のねぷた会です。これからを担う子供達
のために、このねぷたの伝統を引き継ぎ、地域の活性化につなげ
ていければと思っております。ぜひ、この平川ねぷたまつりを最後
まで、お楽しみください。

合同運行参加36回目、戸数わずか57戸の小さな町会ですが「小
さな町会の大きな和」をモットーに一生懸命頑張っています。今年
の鏡絵は、甲斐の虎と呼ばれ、「人は城、人は石垣、人は堀、情け
は味方、仇（あだ）は敵なり」と人々の大切さを詠った武田信玄、不
動信仰でもあり不動明王を背に出陣する場面です。今年も皆様の
よりあたたかいご声援よろしくお願いいたします。

おかげさまをもって、大光寺ねぷた愛好会は平成元年の再出発
から30年目の合同運行参加になりました。町会をはじめ、各種団
体の協力と、市内企業、飲食店様のご芳志により今年も参加でき
たことに厚く御礼申し上げます。これからも、ねぷたの灯（あかり）、
大光寺のもつけの灯（あかり）を絶やすことなく、会員一丸となって
楽しんで運行します。大光寺ねぷた愛好会へ皆様のご声援をよろ
しくお願いします。

みなさんのご支援、ご協力により柏木町のねぷたが今年も出陣い
たしました。通算44回目となり、平川市発展と地域活性化のため
頑張っていきます。今後ともご声援よろしくお願いします。

私達、向陽ねぷた愛好会は、子供たちの健全育成と地域の活性
化を目的に少ない人数ながらも一生懸命頑張っております。踊り
はコスモス会の皆さんです。今日の為に力を合わせて練習してき
ました。ねぷた祭りを通して、市民や観光客の皆さんがもっともっと
元気になることを願い、一生懸命頑張りますので皆さんの大きな
声援を宜しくお願い致します。



23 連続出陣 20 年

24 連続出陣 39 年

25 連続出陣 37 年

26 連続出陣 10 年

27 連続出陣 9 年

28 連続出陣 8 年

29 連続出陣 45 年

30 連続出陣 18 年

絵師
オガサワラ　スイケイ
小笠原　翠渓

鏡絵

送絵

平成町会

町居ねぷた会
ハチマンタロウヨシイエ、ゴサンネンノユキ

八幡太郎義家、後三年の役
鏡絵

送絵

絵師

ヨソオイ

よそおい

ソウマ　シュンヨウ

相馬　春陽

龍子相うつ戦国の名勝負と称された「川中島の戦い」は、ねぷた
でも脈々と描かれ続けてきたお馴染みの題材です。私達は、今
年、ねぷたの「温故知新」とは何かを考え、時代、世代を超えて伝
統を繋ぐ意味を込め、この定番の題材「川中島の戦い」をテーマと
しました。地域に根差したねぷた文化の継承と「おらほのねぷた」
へ誇りを持ち、先陣から殿まで威風堂々、士気高らかに出陣する
我らが「平成町ねぷた」をとくとごらんあれ！

本町ねぷた会

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

送絵

ミウラ　ドンリュウ
三浦　呑龍

スイコデンヨリ「ヘキレキカ　シンメイ」

水滸伝より「霹靂火　秦明」

ガクジョ

楽女

津軽の夏は平川ねぷた。その中心地の本町ねぷた会です。町内
の親睦と子供たちの夏の思い出をつくるため、連続参加37年の実
績と、平川ねぷたの伝統、地域の親睦を大切にし総勢180名の
益々パワーアップした本町ねぷた会を是非ご覧ください。皆様の
ご支援、ご協力に感謝し、温かなご声援を宜しくお願いいたしま
す。

南田中子供会は、子供に人気のある象を先頭に運行します。続い
て前ねぷたにおかめとひょっとこで会場を盛り上げます。おかめ
ひょっとこは、古くから縁起物とされ、おかめは「福を招く神様」、
ひょっとこは「家庭円満の神様」とされ人々を楽しませて笑顔にす
ることができます。平川ねぷた祭りを盛り上げたい思いでわっしょ
いわっしょい担ぎあげます。本ねぷたは当会のねぷたを描いてか
ら15年目の節目を迎え、川村麗巴絵師が渾身の作品を書き上
げ、囃子は六尺と四尺太鼓のゆっくりした迫力ある囃子演奏で運
行します。子供から大人まで精一杯楽しんで運行しますのでよろ
しくお願い致します。

南田中子供会

甘夫人

絵師

スイコデン　クモンリュウフントウノズ
水滸伝　九紋龍奮闘の図
カンフジン

エチゴノリュウ、カイノトラ　ケッセンカワナカジマ

越後の龍、甲斐の虎　決戦川中島
マツヒメ
松姫

町居ねぷた会は、おかげさまで連続参加20年になりました。平成3
年の台風19号でのダメージでねぷたの運行を7年間休みました。
それからみな様の協力によりここまでこれました。今年は、もっと
「青森米」を食べようとのテーマで青天の霹靂、つがるロマンをもっ
ともっと食べようと、お米大使を制作して、これから稲刈りをするコ
ンバインを制作しました。今年も、みな様と一緒にねぷた祭りを楽
しんで運行していきたいと思いますので、ご声援よろしくお願いい
たします。

猿賀子供会ねぷた会
フドウミョウオウノイカリ
不動明王の怒り

鏡絵

送絵

絵師

ダイニチニョライ
大日女来
ニシヤ　ショウセン
西谷　昇仙

鏡絵

送絵

鵬友会

絵師

鏡絵

送絵

絵師

天下無双の大かぶき前田慶次郎利益
オマツ
おまつ
ワタナベ　シシュウ
渡辺　資秋

鏡絵
テンカムソウノオオカブキマエダケイジロウトシマス

オトコ　クモンリュウ　ヨワキヲタスク
漢　九紋竜　弱きを助く
イチジョウセイトソンジジョウ

オガサワラ　スイケイ
一丈青と孫二娘

小笠原　翠渓

絵師

世界一の扇ねぷた運行実行委員会

尾崎町会

送絵

猿賀子供会ねぷた会は、今年で9年連続参加する事ができまし
た。これもひとえに町内の皆様、市民の皆様の御支援の賜物と感
謝の念に堪えません。子供達は、夏休み前から囃子の練習を一
生懸命頑張ってきました。そんな子供達の元気な姿を温かい目で
見守ってください！

おかげさまで連続8年参加、市民の皆様、沿道の皆様ありがとうご
ざいます。これからも子どもたちの育成、地域貢献、文化の継承を
続けてまいります。天下無双の前田慶次。虎をも恐れぬかぶき
者、朱槍（しゅやり）と松風を従え、襖の向こうの太閤秀吉に物申
す。囃子方の勢いとともに、ますます荒れ狂う雷太鼓。風太鼓を打
ち鳴らし、尾上保育園の子供達も元気に参加します。今年の一味
違う鵬友会を是非ご覧ください。

尾崎町会のねぷたは華麗な踊りを先頭とし、勇壮で迫力ある大小
のねぷたと、重厚でバチさばきのそろった太鼓を中心とした囃子
方が奏でるテンポの良い囃子が特徴です。観客の皆様にじゃわめ
いでもらえるねぷたを目指しています。老若男女、尾崎町会一丸
となって頑張っていますので、多くのご声援よろしくお願いいたし
ます。

平川ねぷたまつりの大トリを務めますのは「世界一の扇ねぷた」で
す。今回、リニューアルした「世界一の扇ねぷた」は以前より1メート
ル大きい、高さ12メートル、幅9.2メートルとまさに目を見張る迫力
です。更に、「カヘレラニアロハ」によるフラダンスと、「花嵐桜組」
によるよさこい演舞が花を添えます。皆様、本日一番のご声援をよ
ろしくお願いいたします。

カワムラ　レイハ

川村　麗巴

アッパレ、タナカタロウゴロウ、タメノブヲスクウ
天晴れ、田中太郎五郎、為信を救う
イノリ
禱
ニシヤ　ショウセン
西谷　昇仙


