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松江市

宍道湖 中海

境港市

米子市

安来市
出雲市

大山國域

中海・宍道湖・大山圏域市長会海・海・宍道宍道宍道宍道湖・湖・大山圏域市長会大山圏域市長会大山圏域市長会大山圏域市長会大山圏域市長会大山圏域市長会大山圏域市長会
（愛称：だんだんサミット）

◆と　き／ 8/14（木）～8/17（日）
◆ところ／ 安来港周辺ほか
◆内容等／ ・月の輪神事
 ・安来節全国優勝大会
◆おたずね／ やすぎ月の輪まつり
  実行委員会事務局
  ☎ 0854-37-0711

やすぎ月の輪まつり2014

ニュ― ス

おたずね・申込先／斐川よさこい実行委員会事務局（出雲観光協会斐川支所内）　☎ 72－5270

☆メインコンテスト会場…出雲いりすの丘特設ステージ
☆パレード会場…荘原グリータウン商店街
☆ゆめタウン会場…ゆめタウン斐川駐車場

7月26日（土）  13：00～21：30

第14回 斐川だんだんよさこい祭開催！
未来と古代が響き合う神話の地に感動の汗を！

平田一式飾競技大会
平田天満宮祭奉納

第36回 平田まつり

多伎キララまつり　2014

「夏一番の輝きを！」

と　き

内　容

ところ

市内チームをはじめ、県内外からよさこいチームが斐川の地に集結、楽しく舞
い、踊ります。
本場高知からは、第 60 回よさこい祭金賞受賞チーム《十人十彩》が参加。祭をさ
らに盛り上げます。
飲食店もたくさん出店します。
食べて、飲んで、踊って、みなさんも一緒に斐川の祭を熱く盛り上げませんか！

募集等 実行委員会では、祭当日の運営ボランティアスタッフを募集しています。
あなたの力をぜひ、お貸しください！
詳しくは、事務局までおたずねください。

平田中心街・木綿街道・平田小学校（花火会場）

7月26日（土）  13：00～21：30
花火打ち上げ開始時刻（予定）21：00

と　き

内　容

ところ

平田本町商店街を中心にステージイベントや出店があり、
夜は大花火大会や七夕仮装船行列もあります。
みなさんぜひお越しください！

道の駅「キララ多伎」周辺

7月27日（日）  16：00～21：00
花火打ち上げ開始時刻（予定）20：30

と　き

内　容

ところ
ビーチイベント、海辺の夕日イベントなど、さまざまな
イベントがあります。
みなさんぜひお越しください！

おたずね／ 平田まつり実行委員会　☎ 25－9058

おたずね／多伎キララまつり実行委員会（多伎コミュニティセンター内）　☎ 86－2853

平田町内各飾り宿(11か所を予定)

7月20日（日）～ 22日（火） と　き

内　容

平田町内各飾り宿(11か所を予定)ところ
各町内等が競って飾ります。
20日の夜に、特選、準特選、アイデア賞が決まり
ます。
ぜひ、ご覧ください。

募集等 保存会では、一式飾に興味があり一緒に作る方を募
集しています。
また、飾りで使用するため、ご家庭で不要な「花瓶」

「火鉢」があれば、ご提供願います。　昨年の一式飾（寺町）

おたずね・申込先／平田一式飾保存会事務局（出雲観光協会平田支所内）☎ 63－0893
※平田一式飾は出雲市無形民俗文化財に指定されています。

◆と　き／ 8/2（土）、8/3（日）
◆ところ／ＪＲ米子駅前ほか
◆内容等／ ・米子がいな万灯　・米子がいな太鼓
 ・やんちゃよさこい
◆おたずね／がいな祭企画実行本部
  ☎ 0859-22-0018

やすぎ月の輪まつり2014

第41回 米子がいな祭

◆と　き／ 8/9（土）、8/10（日）
◆ところ／ 宍道湖周辺
◆内容等／ ・湖上花火大会
◆おたずね／ 松江水郷祭推進会議事務局
  ☎ 0852-32-0504

◆と　き／  8/16（土）、8/17（日）
◆ところ／ くにびき中央通り・大津神立河川敷
◆内容等／ ・約1,000人による出雲盆踊り
 ・約8,000発の花火大会  
◆おたずね／出雲神話まつり振興会事務局
  ☎ 21-8420

2014 松江水郷祭

第9回　出雲神話まつり

http://www.nakaumi.jpおたずね／政策企画課　☎ 21－6614

圏域の夏祭り情報！

◆と　き／ 7/27（日）
◆ところ／ＪＲ境港駅前第1駐車場ほか
◆内容等／ ・マグロの解体ショー
 ・海上パレード
◆おたずね／ みなと祭企画実施本部事務局
  ☎ 0859-47-3880

第69回　みなと祭

だんだんサミットでは、広域連携により、産業・観光・環境分野を中心
に各種事業を実施しています。今回は各市の夏祭を紹介します。

高知から参加する《十人十彩》チーム
― 昨年の高知よさこい祭 ―

※詳しくは、8月号（7月18日発行）の広報いずもでお知らせします。
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中海・宍道湖・大山圏域市長会
（愛称：だんだんサミット）

◆と　き／ 8/14（木）～8/17（日）
◆ところ／ 安来港周辺ほか
◆内容等／ ・月の輪神事
 ・安来節全国優勝大会
◆おたずね／ やすぎ月の輪まつり
  実行委員会事務局
  ☎ 0854-37-0711

やすぎ月の輪まつり2014

ニュ― ス

おたずね・申込先／斐川よさこい実行委員会事務局（出雲観光協会斐川支所内）　☎ 72－5270

☆メインコンテスト会場…出雲いりすの丘特設ステージ
☆パレード会場…荘原グリータウン商店街
☆ゆめタウン会場…ゆめタウン斐川駐車場

7月26日（土）  13：00～21：30

第14回 斐川だんだんよさこい祭開催！
未来と古代が響き合う神話の地に感動の汗を！

平田一式飾競技大会
平田天満宮祭奉納

第36回 平田まつり

多伎キララまつり　2014

「夏一番の輝きを！」

と　き

内　容

ところ

市内チームをはじめ、県内外からよさこいチームが斐川の地に集結、楽しく舞
い、踊ります。
本場高知からは、第 60 回よさこい祭金賞受賞チーム《十人十彩》が参加。祭をさ
らに盛り上げます。
飲食店もたくさん出店します。
食べて、飲んで、踊って、みなさんも一緒に斐川の祭を熱く盛り上げませんか！

募集等 実行委員会では、祭当日の運営ボランティアスタッフを募集しています。
あなたの力をぜひ、お貸しください！
詳しくは、事務局までおたずねください。

平田中心街・木綿街道・平田小学校（花火会場）

7月26日（土）  13：00～21：30
花火打ち上げ開始時刻（予定）21：00

と　き

内　容

平田中心街・木綿街道・平田小学校（花火会場）ところ

平田本町商店街を中心にステージイベントや出店があり、
夜は大花火大会や七夕仮装船行列もあります。
みなさんぜひお越しください！

道の駅「キララ多伎」周辺

7月27日（日）  16：00～21：00
花火打ち上げ開始時刻（予定）20：30

と　き

内　容

道の駅「キララ多伎」周辺ところ
ビーチイベント、海辺の夕日イベントなど、さまざまな
イベントがあります。
みなさんぜひお越しください！

おたずね／ 平田まつり実行委員会　☎ 25－9058

おたずね／多伎キララまつり実行委員会（多伎コミュニティセンター内）　☎ 86－2853

平田町内各飾り宿(11か所を予定)

7月20日（日）～ 22日（火） と　き

内　容

ところ
各町内等が競って飾ります。
20日の夜に、特選、準特選、アイデア賞が決まり
ます。
ぜひ、ご覧ください。

募集等 保存会では、一式飾に興味があり一緒に作る方を募
集しています。
また、飾りで使用するため、ご家庭で不要な「花瓶」

「火鉢」があれば、ご提供願います。　昨年の一式飾（寺町）

おたずね・申込先／平田一式飾保存会事務局（出雲観光協会平田支所内）☎ 63－0893
※平田一式飾は出雲市無形民俗文化財に指定されています。

◆と　き／ 8/2（土）、8/3（日）
◆ところ／ＪＲ米子駅前ほか
◆内容等／ ・米子がいな万灯　・米子がいな太鼓
 ・やんちゃよさこい
◆おたずね／がいな祭企画実行本部
  ☎ 0859-22-0018

第41回 米子がいな祭

◆と　き／ 8/9（土）、8/10（日）
◆ところ／ 宍道湖周辺
◆内容等／ ・湖上花火大会
◆おたずね／ 松江水郷祭推進会議事務局
  ☎ 0852-32-0504

◆と　き／  8/16（土）、8/17（日）
◆ところ／ くにびき中央通り・大津神立河川敷
◆内容等／ ・約1,000人による出雲盆踊り
 ・約8,000発の花火大会  
◆おたずね／出雲神話まつり振興会事務局
  ☎ 21-8420

2014 松江水郷祭

第9回　出雲神話まつり

http://www.nakaumi.jpおたずね／政策企画課　☎ 21－6614

圏域の夏祭り情報！

◆と　き／ 7/27（日）
◆ところ／ＪＲ境港駅前第1駐車場ほか
◆内容等／ ・マグロの解体ショー
 ・海上パレード
◆おたずね／ みなと祭企画実施本部事務局
  ☎ 0859-47-3880

第69回　みなと祭

だんだんサミットでは、広域連携により、産業・観光・環境分野を中心
に各種事業を実施しています。今回は各市の夏祭を紹介します。

高知から参加する《十人十彩》チーム
― 昨年の高知よさこい祭 ―

※詳しくは、8月号（7月18日発行）の広報いずもでお知らせします。


