
1 連続出陣 17 年

2 連続出陣 51 年

3 連続出陣 10 年

4 連続出陣 19 年

5 連続出陣 7 年

6 連続出陣 22 年

日　時　令和４年８月２日(火) 18:50～開 会 式　19:00～合同運行
　　　　　　　　　　３日(水) 19:00～合同運行
コース　イオンタウン平賀～弘南鉄道平賀駅前
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）

新屋町会

八幡崎ねぷた同志会

平田森ねぷた会

鵬友会

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

鏡絵

送絵

絵師

水滸伝　混世魔王樊瑞　龍と共に出撃

ダイシンフジン

大真夫人

コクショウカイ　イマイ トキユキ

青森県立柏木農業高等学校

リキョウ

広船子ども会

タカハシ カイト、イマイ ホウショウ、カキョウ リョウタ

高橋海渡、今井寶將、夏響椋太

リョフフンセンノズ

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

送絵

サンゴクシ　ショカツセンフンセンズ

三国志　諸葛瞻奮戦図

シュクユウフジン

祝融夫人

鏡絵

送絵

絵師

絵師

送絵

離郷

キダチカズヒサ

タイトウカンショウフンセンノズ

大刀関勝奮戦之図

キュウテンゲンニョ

絵師

ケイチョウデワガッセン

慶長出羽合戦

ユウフ

勇婦

スズキ　カイト

鈴木　魁斗

九天玄女

サクラバ　シュンホウ

櫻庭　春實

呂布奮戦の図

イチジョウセイコサンジョ

カショウ

一丈青扈三娘

華祥

シジョウナワテノユウ

四條畷の雄

木立　和寿

黒昇会　今井　秋行

スイコデン　コンセイマオウハンズイ　リュウトトモニシュツゲキ

　　　         平川ねぷたまつり2022

人口減少による地方消滅や伝統文化の消失が危惧される
中、私たち柏木農業高校は平川ねぷたでこの問題に立ち
向かいます。扇ねぷたは、本校生徒の絵師３名による流派
を超えた合作ねぷたとして制作しました。流し踊りは、来年
度から社会人として地域の発展を担っていく３年生が担当し
ます。囃子は、地域の伝統を受け継ぐ覚悟で活動してきた
ねぷた委員会が演奏します。来年度から全国募集も始まる
柏農が、垣根を超えて一丸となり未来へのバトンを継承して
いく新たな風を起こしていきます。みなさん、よろしくお願い
いたします。

広船子ども会です！。３年ぶりに大きなねぷたでやってきま
した。子ども達が騒ぎ、楽しみ、笑顔の見れるねぷたは夏の
思い出に欠かせません！。コロナ禍で出来なかった２年分
めいっぱい楽しみたいと思います。今年で５１年連続出陣
の広船ねぷたにどうぞ熱いご声援をお願いします。

沿道の皆様、ありがとうございます。おかげさまで連続１０年
という節目の参加となりました。これからも子供達の育成、地
域貢献、文化継承を続けてまいります。今年の題材は、混
世魔王（コンセイマオウ）こと樊瑞（ハンズイ）。武芸や用兵
術に長けており、また、たぐいまれな方術の使い手で、龍を
従えて戦場に赴きます。ねぷたに子供たちの掛け声と囃子
が加わることで、コロナウイルスも吹き飛ばすことでしょう。縮
小されたねぷた祭りとなりましたが、参加団体一の盛り上が
りを見せる鵬友会を是非ご覧ください。

時代（とき）は、南北朝時代、若き英雄楠木正行（くすのきま
さつら）は、父の意志を継ぎ、己の利害にとらわれず平和の
ために戦い続けました。1348年、足利尊氏との最後の戦い
では、圧倒的不利な少ない兵で立ち向かい敗れたものの、
その生き方は人々の心を動かしました。私達平田森ねぷた
会も少ない人数ながら、時代の流れに負けず最後まで戦う
意志を持ち、人々の心に残るように、これからも叫び続けま
す。

皆さんこんばんは！。八幡崎ねぷた同志会です。今年から
本体も新しくなり、ねぷたが出来る事が楽しいと実感してい
ます。そんな八幡崎ねぷた同志会にたくさんの拍手をよろし
くお願いします。

２年間の空白の後のまつりですので、コロナ対策をしながら
子供達も楽しみにしていたので、事故の無い運行にしたい
と思っています。



7 連続出陣 39 年

8 連続出陣 28 年

9 連続出陣 12 年

10 連続出陣 22 年

11 連続出陣 41 年

12 連続出陣 14 年

13 連続出陣 25 年

平成町会

町居ねぷた会

南田中子供会

光城ねぷた会

本町ねぷた会

送絵

鏡絵

送絵

鏡絵

送絵

絵師

キソヨシカタフントウノズ

木曽義賢奮闘の図

ダイシンノウフジン

大真王夫人

ミウラ　ドンリュウ

タメノブコウシュツジン

為信公出陣

センニョセイオウボ

仙女西王母

ワタナベ　アキオ

渡邊　秋男

三浦　呑龍

ショウキ

鏡絵

絵師

鏡絵

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

送絵

絵師

サンゴクシ　シュクユウフジン、オウヘイトタタカウ

三国志　祝融夫人、王平と戦う

ソウマ　シュンヨウ

相馬　春陽

ラセツジョ

羅刹女

カワムラ　レイハ

川村　麗巴

サカタキントキシュテンドウジタイジノズ

坂田金時酒呑童子退治之図

ヤマウバ

山姥

鍾馗

アクエキタイサンノマイ

悪疫退散の舞

ニシヤ　ショウセン

西谷　昇仙

前田慶治　関ケ原の戦い

モノオイ

ものおい

ソウマ　シュンヨウ

相馬　春陽

鏡絵

送絵

絵師

絵師

送絵

絵師

マエダケイジ　セキガハラノタタカイ

向陽ねぷた愛好会

李平三和会

サンゴクシ　チョウウンヨウシュヲスクウ

三国志　趙雲幼主を救う

ソンフジン

孫夫人

ミウラ　ドンリュウ

三浦　呑龍

初出陣以来、今年で連続１４年を迎える、李平三和会で
す。本年度の題材は「鍾馗」です。副題として「玄宗皇帝夢
中に出現し、悪疫退散の図」になっております。「鍾馗」様と
は中国に伝わる道教系の神様のことで、図像を飾ることで
疫病除け・魔除け・学業成就の効果があるとされており、掛
け軸や旗などにその姿が描かれております。見送り絵は「悪
疫退散の舞」です。会員一同、皆様のご健康と、ご健勝を
お祈りし、頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。

私達向陽ねぷた愛好会は。子供達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頑張ってまいりました。
囃子は小さい子供達も練習に参加して、今日の本番を迎え
ることができました。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事を願い、一生懸命頑張り
ますので、皆さんの温かいご声援をよろしくお願いします。

今年度の鏡絵は、四国で出陣したかぶきねぷたを本来の
ねぷた版として迫力のある構図に仕上がりました。呑龍氏が
絵をかいてくださり、ちょうど20回目の記念出陣です。町印
も一回り成長しご観覧の皆様に初お披露目となりました。コ
ロナ旋風よりも、本町の全世代の協力と熱い思いののった
熱風を感じていただければと思っております。全員が安全
で満足のいく運行を目標に、一丸となってつくりあげまし
た。皆様、よろしくお願いいたします。

来年、町会創立３０年を迎えるにあたり、本年もコロナ禍の
状況にありながらねぷた運行できる喜び、そして津軽統一
を果たした為信公の戦いのように一日も早いコロナの終息
を願い、墨のみで表現しました。

３年振りに開催となる平川ねぷたまつりに参加できることを
大変嬉しく思っております。さて、南田中子供会の今年の鏡
絵は、女性を主役とした「祝融夫人、王平と戦う」、見送り絵
は「羅刹女」を描きました。また今年は南田中ねぷたの象徴
でもある金魚の町印と４尺太鼓を６連並べた台車を新たに
制作しました。コロナウイルスの終息を願い、熱い思いで運
行する南田中子供会のねぷたをどうぞお楽しみ下さい。

２０２０年は、ねぷた制作しましたけれど、ねぷた祭りが中止
となり、町会周りだけで終わり、２０２１年は、ねぷた制作、運
行無しで、日本中が暗いイメージで有りました。２０２２年は、
まだまだコロナ感染者数が減らない中、このようにねぷた祭
りが開催されることに会員一同安堵しています。出し物の制
限、人数の制限で小規模での参加になりましたが、囃子は
２ケ月間練習して目一杯盛り上げて運行しますので、みな
様声援よろしくお願いいたします。

３年ぶりの合同運行への参加です。コロナにより縮小運行と
なり、平成町ねぷたの踊りを見せられないのが残念です
が、今日は久しぶりのねぷた運行を楽しみたいと思います。
観客の皆様もたくさん楽しんでいってくださいね～！。「平
成町のいいねぷたっこ」、見んでけろじゃ～～～！。ヤ～ヤ
ドー！！。



14 連続出陣 12 年

。
15 連続出陣 15 年

16 連続出陣 32 年

17 連続出陣 47 年

18 連続出陣 20 年

鏡絵

送絵

絵師

サナダユキムラトダテマサムネ

鏡絵

送絵

絵師

コズテンノウエキビョウヲシズメル

大日如来

牛頭天王疫病を鎮める

ダイニチニョライ

フジサワ　ボクセン

藤澤　墨仙

ラショウモン

タキヤシャヒメ

羅生門

滝夜叉姫

イチノヘ　シホウ

一戸　紫峯

鏡絵

送絵

絵師

鏡絵

送絵

絵師

世界一の扇ねぷた運行実行委員会

尾崎ねぷた同心会

鏡絵

送絵

絵師

ブユウ、ミウラサスケ、ヒガシノゾエニテトウドウゲキヲウツ

大光寺ねぷた愛好会

柏木町ねぷた愛好会

金屋同志会

オガサワラ　スイケイ

小笠原　翠渓

武勇、三浦佐助、東野添にて藤堂外記を討つ

アセイシノカロウ、ムラカミリエモンノツマ

平川市唯一の人形ねぷた「金屋同志会」です。一昨年から
のコロナの影響により２年連続でねぷた運行が中止となり、
寂しい２年間となりましたが、今年は町会全体がねぷた運行
ができる喜びに溢れ、この本番に向けてのウズウズした気
持ちを爆発させながら、毎日、この日のために約８万枚の紙
をひとマス、ひとマス張り、皆様の支えもあって無事完成さ
せることができました。そして、遡って平川ねぷたまつり２０１
９では、筋肉紳士集団ALL OUTの方々を引き連れ、大いに
まつりを盛り上げた事が評価され、おもてなしアワード２０１９
において、青森県観光連盟理事長賞を受賞することができ
ました。その勢い乗って、コロナなんかに負けず、町会全体
で気持ちを新たに、平川市をもっともっと盛り上げていきま
す。これからも平川市唯一の人形ねぷたという誇りを胸に、
一生懸命頑張って参ります。皆様、金屋同志会へ、大きな
ご声援宜しくお願い致します。

柏木町ねぷた愛好会は今年で創立５０周年の節目をむか
え半纏を新調し、より一層平川市を盛り上げていく為に精進
しますので、応援よろしくお願いします。今回、前灯籠の余
白にねぷた絵を描いてくれたのは未来のねぷた絵師、小学
６年生の長尾こうすけ君です。

大光寺ねぷた愛好会は平成元年の再出陣から３２回目の
参加になりました。町会をはじめ、各団体の協力により、今
年も参加できたことに厚く御礼申し上げます。大きなねぷた
ではありませんが、これからも、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。

当会の絵師、小笠原翠渓先生の最後のねぷた絵です。翠
渓先生の絵を、是非ともみなさんの記憶に残してもらいたい
と思っております！！。よろしくお願いします！！。

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。高さ１２メートル、幅９．２メートルと圧倒的迫力で、
見る者を魅了します。「世界一の扇ねぷた」は、まつりに出
陣して以来、今年で２０年となります。皆様、大きな拍手でお
出迎えください。

真田幸村と伊達政宗

オウメ

阿梅

クドウ　リュウタ

工藤　龍太

ボヤシャソンジジョウ

母夜叉孫二娘

キンスイレン

金翠蓮

ニシヤ　ショウセン

浅瀬石の家老、村上理右衛門の妻

西谷　昇仙

ねぷたまつりを

で楽しもう。
新型コロナ感染予防対策の一環として、

平川ねぷたまつり２０２２をライブ配信。

８．２ １９:００ START

８．３ １９:００ START


