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全体趣旨

東北絆まつり実行委員会

会 長 山形市長 佐藤 孝弘
副会長 青森市長 小野寺 晃彦

秋田市長 穂積 志
盛岡市長 谷藤 裕明
仙台市長 郡 和子
福島市長 木幡 浩

「青森ねぶた祭」「秋田竿燈まつり」「盛岡さんさ踊り」

「山形花笠まつり」「仙台七夕まつり」「福島わらじまつり」

６つの祭りが集結し、東日本大震災の鎮魂と復興を願い、

2011年から始まった「東北絆まつり」（前 東北六魂祭）は、

2020年で10年の節目を迎えました。

しかし、2020年の山形開催は、新型コロナウイルス感染症の影響で延期となり、

東北絆まつりを構成する東北6つの夏祭りは全て中止となりました。

祭りは、日本人の魂です。

その伝統を絶やさずに、伝え育くむこと。

東北絆まつりは、震災という逆境の中からはじまりました。

今こそ、再び立ち上がり、新たな絆の火を灯します。

私たちは、感染防止対策を徹底し、

コロナ禍においても安心・安全に日本のあらゆる「まつり」の希望となるべく、

東北絆まつり2021山形を開祭いたします。

東北絆まつり2021山形のテーマ
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■催 事 名

■開 催 日

東北絆まつり2021山形

2021年5月22日(土)・23日(日) 2日間

山形市中心部

新型コロナウイルス感染症対策のため、東北絆まつり恒例のパレードやブースの出店といった大勢の人が

集まるイベントを避け、山形市役所付近を会場に東北6祭りが一斉に集うまつり展示を行います。

また、震災復興とコロナ収束への願い、医療従事者への感謝の気持ちを込めて、ブルーインパルスによる

展示飛行を行います。

◆東北絆まつり特別展示【5月22日・23日】

会場：山形市役所敷地内

※詳細については、現在検討中。決定次第公式ホームページ等でお知らせします。

◆東北絆まつり学生チャレンジプロジェクト「絆の火を灯す！竹あかりプロジェクト」【5月22日・23日】

会場：文翔館・水の町屋七日町御殿堰

◆東北絆まつり2021山形セレモニー ～絆の火を灯す～ 【5月23日】 ※関係者・報道機関のみ

会場：山形市役所敷地内

内容：絆の火を絶やさぬよう、6市の代表らによる復興に向けた決意とメッセージを発信。

※詳細については、現在検討中。決定次第公式ホームページ等でお知らせします。

◆ブルーインパルス展示飛行 【5月23日】

内容：震災復興とコロナ収束への願い、コロナ対応の第一線にあたられている医療従事者への

感謝を込めて、ブルーインパルス展示飛行を実施。

※セレモニーは関係者・報道機関のみとさせていただきます。

※展示をご覧いただく際は、人との距離を保つよう、スタッフが声がけさせていただきます。

※常時不織布マスクの正しい着用にご協力をお願いいたします。

東北絆まつり実行委員会

青森市 秋田市 盛岡市 山形市 仙台市 福島市

青森ねぶた祭実行委員会 秋田市竿燈まつり実行委員会 盛岡さんさ踊り実行委員会

山形県花笠協議会 仙台七夕まつり協賛会 福島わらじまつり実行委員会

青森商工会議所 秋田商工会議所 盛岡商工会議所

山形商工会議所 仙台商工会議所 福島商工会議所

■主 催

■開催内容

開催概要
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■開催場所



ブルーインパルス展示飛行

■ 催 事 名

■飛行予定場所

航空自衛隊第４航空団第１１飛行隊「ブルーインパルス」による展示飛行

■飛行機体数
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2021年5月23日(日)（東北絆まつり２０２１山形２日目）14:30頃～

■ 趣 旨 この展示飛行は東日本大震災時の復旧活動等において、東北地方全体が多大なるご
支援を頂いた自衛隊への感謝の気持ちや新型コロナウイルス感染症に対して、第一線で
対応にあたられている医療従事者の皆様への感謝の気持ちを改めて認識していただくこと
や、また市民の皆様をはじめとした多くの皆様に「夢・感動」とともに元気を与えていただく
機会という思いが込められています。

山形市内上空

６機（予定）

■ そ の 他 □ブルーインパルスの勇姿は山形市内であれば広くご覧いただくことができます。
ご自宅付近などで人との十分な距離を確保して観覧いただきますようご理解・ご協力
をお願いいたします。

□県内などでの新型コロナウイルス感染症の状況によっては、展示飛行が取り止めとなる
場合があります。

□天候状況によっては飛行できない場合があります。
□社会要請に基づくヘリコプター等の出動状況によっては飛行できない場合があります。

航空自衛隊の存在を多くの人々に知ってもらうために、航空自衛隊の航空祭や国民的な大きな行事などで、
華麗なアクロバット飛行(これを展示飛行と呼びます)を披露する専門のチーム、それがブルーインパルスです。正
式名称は、宮城県松島基地の第4航空団に所属する「第11飛行隊」。青と白にカラーリングされた6機の機体
が、大空で展開する一糸乱れぬフォーメーション、そしてダイナミックなソロ演技――次から次へ繰り広げられる驚
異のパフォーマンスは、初めて観る人にとっては驚きの連続に違いありません。地上は大きな感動と歓喜の声に
包まれます。その美しく雄大、華麗にして精密なフライトは、内外から高い評価を得てきました。これからもブルー
インパルスは、｢創造への挑戦｣を合言葉に、より多くの人に｢夢・感動｣を感じていただける展示飛行を求め続け
ていきます。
出典：航空自衛隊ホームページ

（https://www.mod.go.jp/asdf/pr_report/blueimpulse/about/index.html）

ブルーインパルスとは

■ 日 時

https://www.mod.go.jp/asdf/pr_report/blueimpulse/about/index.html


■「絆でコエる！プロジェクト」（オンラインイベント）

学生チャレンジプロジェクト

東北絆まつりの開催を契機に、地域の若者と連携した取り組みを実施することで、その地に財産（人の絆）を残
していくというレガシープログラムです。山形開催独自の取り組みとなります。
公募で集まった学生らにより2020年に発足し、モンテディオ山形と連携したJ２リーグ公式試合ハーフタイムにおけ
る学生花笠演舞などを実施してきました。オンラインミーティングを何度も重ね、このたび、次の２つのプロジェクトに
チャレンジします。

コロナ禍において対面の交流が制限される中で、メールやビデオ通話など様々な手段によりつながってきました。
その中でも、視覚に頼らず、人間の想像力を最も働かせるものは人間の声であることに注目し、「声」を使った新し
いお祭りやコミュニケーションの形を創造します。

【実施内容】
「絆」にまつわるテーマで「声」を募集し、SNS（Twitter/Instagram）で世界に発信する。

Instagram ＠kizuna_challenge Twitter ＠KOEproject2021

■「絆の火を灯す！竹あかりプロジェクト」

熊本地震への鎮魂と復興を契機に全国に広がった「竹あかり」を、東日本大震災からの復興と鎮魂をテーマに開
催する東北絆まつりに合わせて学生達がプロデュースします。

日 時：2021年5月22日(土) 23日(日) 夕暮れから20:30頃まで

会 場：山形県郷土館 文翔館前広場（山形市旅篭町３丁目４－５１）
水の町屋 七日町御殿堰（山形市七日町２丁目７）

点灯式：5月22日(土)16:45～17:00 文翔館前広場にて

協 力：「夢プロジェクト『竹あかり×ゆき×祈り』」（米沢市）、株式会社ちかけんプロダクツ（熊本県南関町）
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【青森ねぶた祭】

七夕祭りの灯篭流しの変形ともいわれる青森ねぶた祭。

22団体の大型ねぶたが囃子とハネトとともに出陣します。

開催日は毎年８月２日～７日。

［公式HP］https://www.nebuta.jp/

【秋田竿燈まつり】

真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し行事として宝暦年間からの歴史を持つ秋田竿燈まつり。

高さ12m、重さ約50kgもの竿燈を操る妙技は圧巻。

開催日は毎年８月３日～６日。

［公式HP］http://www.kantou.gr.jp/

【盛岡さんさ踊り】

岩手県名の由来でもある三ツ石神社の鬼退治伝説から始まったとされる盛岡さんさ踊り。

和太鼓同時演奏の世界記録を持つ太鼓の音が会場内に響き渡ります。

開催日は毎年８月１日～４日。

［公式HP］http://www.sansaodori.jp/

【山形花笠まつり】

艶やかな踊り手の「ヤッショ、マカショ！」の掛け声が響く山形花笠まつり。

花笠太鼓の勇壮な音色とともに華麗な群舞を繰り広げます。

開催日は毎年８月５日～７日。

［公式HP］http://www.hanagasa.jp/

【仙台七夕まつり】

伊達政宗公の時代より続く、日本一の和紙の祭典「仙台七夕まつり」。

絢爛豪華な七夕飾りが市内全域を美しく彩ります。

開催日は毎年８月６日～８日。

［公式HP］https://www.sendaitanabata.com/

【福島わらじまつり】

江戸時代から四百有余年にわたり受け継がれた伝統ある「暁まいり」に由来する福島わらじまつり。

日本一と称される長さ12mの大わらじが練り歩きます。

開催日は例年8月の第一金曜日、翌土曜日。

［公式HP］http://www.waraji.co.jp/

東北絆まつり 6祭り概要
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■ 公式ホームページ

■ 公式Facebook

■ 公式Instagram

■ 公式Twitter

公式ホームページ/ＳＮＳ

http://tohoku-kizunamatsuri.jp

https://www.facebook.com/tohokukizunamatsuri

https://www.instagram.com/tohoku_kizunamatsuri/

https://twitter.com/tohoku_kizuna

東北の祭りと歴史・文化など、東北の持つ多彩な魅力を紹介するWEBページとPR動画を公開しています。
これまで各所で披露してきた特別演舞の様子などもご覧いただけます。

■WEBページ

■PR動画

http://tohoku-kizunamatsuri.jp/special/

YouTube「東北絆まつり実行委員会」チャンネルにて公開中

令和２年度日本博イノベーション型プロジェクト
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東北絆まつり実行委員会

■会 長

■副 会 長

■実行委員長

■実行委員

■幹事長

■副幹事長

■事務局長

山形市長 佐藤 孝弘

青森市長 小野寺 晃彦

秋田市長 穂積 志

盛岡市長 谷藤 裕明

仙台市長 郡 和子

福島市長 木幡 浩

山形商工会議所 会頭 矢野 秀弥

青森ねぶた祭実行委員会 実行委員長 奈良 秀則

秋田市竿燈まつり実行委員会 会長 穂積 志

盛岡さんさ踊り実行委員会 委員長 谷村 邦久

山形県花笠協議会 会長 矢野 秀弥

仙台七夕まつり協賛会 会長 鎌田 宏

福島わらじまつり実行委員会 委員長 小河 日出男

青森商工会議所 会頭 若井 敬一郎

秋田商工会議所 会頭 三浦 廣巳

盛岡商工会議所 会頭 谷村 邦久

仙台商工会議所 会頭 鎌田 宏

福島商工会議所 会頭 渡邊 博美

山形商工会議所 専務理事 岩田 雅史

山形市商工観光部長 山口 範夫

山形商工会議所 常務理事・事務局長 森 晃

東北絆まつり実行委員会
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【東北絆まつり2021山形コールセンター】

■電話番号 023-665-0330

■受付時間 午前10時～午後5時（土日祝日を除く）
※5月22日(土)・23日(日)は開設いたします。

お客様向けお問い合わせ先
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