
『TOKYO SHINTORA MATSURI（東京 新虎まつり）』 

東北六魂祭パレード／出発式 
虎ノ門ヒルズ前での出発式に、東京都知事や東北六魂祭開催都市の各市長らが登壇 

復興を願い、東北6県の祭り・総勢約370名が、新虎通りを練り歩く！ 

 【取材のご案内】 

2016年11月吉日 
東京 新虎まつり実行委員会 

【日程】2016年11月20日(日) ／【場所】環状２号線 新虎通り（東京都港区） 

  ＜出発式＞10:15～10:45 ※報道受付 9:15～（虎ノ門ヒルズ・2F オフィスエントランス横） 

  ＜東北六魂祭パレード＞ 1回目10:45～／2回目15:00～ ※各回約80分予定 

※雨天決行。荒天の場合はイベントが中止又は内容変更となることがございます。中止の場合のみ、個別にご連絡します。 

※東北六魂祭パレードの一般観覧は、事前申込制（締切済／約20,000名様）です。その他のイベント全体の詳細は、 

 P4～P６をご覧下さい。 

 東京 新虎まつり実行委員会は、 2016年11月19日(土)～20日(日)に行われる「TOKYO SHINTORA MATSURI」の

メインイベント「東北六魂祭パレード」を、2016年11月20日（日）に開催します。「東北六魂祭パレード」では、

東北の誇る六祭りが新虎通りに集結。東日本大震災からの復興を願い、2011年を皮切りに今年6月に東北6県を一巡

した「東北六魂祭」の出演者・総勢約370名が、新虎通りの約300メートル（愛宕下通り～日比谷通り間）を往復し、

演舞を披露します。 

 パレードに先立ち、同日10:15より、スタート地点（愛宕一丁目交差点付近）にて、出発式を行います。出発式で

は、主催者代表の小池百合子東京都知事らによる挨拶、六祭りや開催地自治体の代表者等の来賓が揃い、フォトセッ

ションを行います。 

是非ともご取材ご検討の程お願い申し上げます。 
お手数ではございますが、最終ページのFAX返信用紙にて、11月18日（金）までに 

ご出欠をお知らせ頂きますようお願い申し上げます。 

＜「東北六魂祭パレード」 開催概要 ＞ 
 
名称 ：TOKYO SHINTORA MATSURI（東京 新虎まつり）東北六魂祭パレード 

日程 ：2016（平成28）年11月20日(日)  

開催時間 ：1回目10:45～／2回目15:00～（予定） ※各回約80分予定 

場所 ：環状第2号線 新虎通り（愛宕下通り～日比谷通り間） 

出演団体 ：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（仙台すずめ踊り）、福島わらじまつり 

料金 ：無料（事前応募・約20,000名様完全招待制）※受付終了 

 
＜「東北六魂祭パレード」出発式  内容 ＞ 
 
     10:15 出発式スタート 

         主催者代表挨拶（小池百合子東京都知事） 

         来賓代表挨拶、協力挨拶   

         フォトセッション 

     10:45 出発の発声（秋田竿燈の笛の合図でパレード開始） 

 

※出発式の内容及び登壇者は、変更となる場合がございます。 

 
報道関係各位 
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「出発式」登壇者（予定）※順不同／敬称略 

ご取材時の注意事項 ※必ずお読み下さい。 
 
＜パレード取材について＞ 
  

※運営の都合上、限られた取材エリア（Ｐ3の図参照）からのご取材とさせ
て頂きます。 
詳細は、当日現地にてご案内致します。 
 

※会場一帯は、パレードによる交通規制により、「新虎通り」及び「出発式
会場」には、直接行くことが出来ません。出発式に参加される方は、必ず報
道受付（虎ノ門ヒルズ２F・オフィスエントランス横）までお越し下さい。
また、時間に余裕をもってご来場下さい。 
 

※カメラ位置は、 受付順にご案内いたします。 
 
※取材エリアでは、運営スタッフの指示のもとご取材頂き、エリア外での 
撮影等はお控え下さい。 
  
 
＜その他＞ 
 

※雨天決行。荒天の場合は、イベントが中止又は内容変更となることがござ
います。中止の場合のみ、個別にご連絡します。 

2 

＜主催者代表挨拶＞ 

東京都知事              小池百合子 
 

＜来賓代表挨拶＞ 

東京オリンピック競技大会・ 

東京パラリンピック競技大会担当大臣   丸川珠代 
 

＜協力 挨拶＞ 

東北六魂祭実行委員会 仙台市長    奥山恵美子 

＜その他登壇予定者＞ 

青森市 経済部長           増田一 

秋田市長               穂積志 

盛岡市長               谷藤裕明 

山形市長               佐藤孝弘 

福島市長               小林香 

青森ねぶた祭実行委員会 実行委員長  奈良秀則 

秋田市竿燈会 会長          藤原賢一 

盛岡さんさ踊り実行委員会 事務総長  橋本良隆 

山形県花笠協議会 舞踊指導員会 会長   藤間松廣 

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 

                       ほか 

※登壇者は変更となる場合がございます。 



会場／報道受付のご案内 

会場：環状２号線 新虎通り（東京都港区） 
  【出発式】愛宕一丁目交差点（虎ノ門ヒルズ前） 

＜電車でのアクセス（出発式会場）＞  
 東京メトロ「虎ノ門駅」1番出口 徒歩 約5分 / 東京メトロ「神谷町駅」3番出口 徒歩 約6分  
 / 東京メトロ「霞ヶ関駅」A12出口 徒歩 約8分 / 都営地下鉄「内幸町駅」A3出口 徒歩 約8分 
  / JR「新橋駅」 烏森口 徒歩 約11分 

【報道受付】 
虎ノ門ヒルズ・2F オフィスエントランス横 

報道受付：虎ノ門ヒルズ・2F オフィスエントランス横 

受付開始：9:15～（先着順） 

＜ 本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＞ 

東京 新虎まつり広報事務局（株式会社オズマピーアール内） 大塚、土屋、木暮 

TEL：03-4574-4709 FAX：03-3265-5058 e-mail：shintora.tokyo@ozma.co.jp 

当日の連絡先： 大塚携帯： 080-5896-5971 土屋携帯： 080-5896-5975 
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※会場一帯は、パレードによる交通規制により、「新虎通り」及び「出発式会場」には、

直接行くことが出来ません。出発式に参加される方は、必ず報道受付（虎ノ門ヒルズ・２F 

オフィスエントランス横）までお越し下さい。また、時間に余裕をもってご来場下さい。 

出発式 
スタート＆フィニッシュ 

折り返し 
地点 

虎ノ門 
ヒルズ 

報道受付 

イベント当日の２日間は、東京メトロの線路工事のため、銀座線・渋谷～表参道間、青山一丁目

～溜池山王間が終日運休となる予定です。ご来場の際は、その点ご留意下さい。 

取材 
エリア 
① 

取材 
エリア 
② 



東北六魂祭パレード -東北の誇る六祭りによる復興と鎮魂のパレード- とは 
 

東北六魂祭は、東日本大震災からの復興を願い、東北6県、六市の力を合わせて「鎮魂と復興」への狼煙（のろ

し）を上げるために、東北の誇る六祭りが一堂に集い、2011年仙台市で初めて開催されました。これを皮切りに、

2012年盛岡市、2013年福島市、2014年山形市、2015年秋田市へ。年を追うごとにその賑わいは増し、心を込

めて演舞する東北人と、応援する来場客が一体となった様が日本全国のみならず世界へと発信されるようになり

ました。そして今年2016年6月、最後の地となる青森市で開催され、東北6県を一巡し、各地で鎮魂の祈りを重

ねてきました。 

このたび、東京を代表する都市空間、新橋・虎ノ門エリアに誕生した新虎通り約300メートル（愛宕下通り～日

比谷通り間）を舞台に「東北六魂祭パレード」が集結し、総勢約370名の出演者による迫力の演舞を披露します。 

■青森ねぶた祭 約170名（曳き手、囃子方、ハネト） 
七夕祭りの灯籠流しが原型ともいわれる青森ねぶた祭。毎年250万人以上の人出で賑

わう祭りは、国の重要無形文化財に指定されています。当パレードでは、特別に制

作された幅6.5メートル、高さ4.5メートルのねぶたが出陣。迫力のねぶたが練り歩

き、囃子方とハネトが渾然一体となり、秋の虎ノ門にその魂を鼓舞します。 

東京 新虎まつり 出陣ねぶた 
風雲児信長（制作：柳谷優浩） 

■秋田竿燈まつり 約50名(差し手、囃子) 
病魔や邪気を払う、ねぶり流し行事として長い歴史を持つ竿燈まつりは、国の重要

無形民俗文化財に指定されています。「流し」、「平手」、「額」、「肩」、

「腰」などの技があり、勇壮な男（差し手）が、重さ50キロ、高さ12メートルの巨

大な竿燈を自由自在に操る妙技は必見です。 

■盛岡さんさ踊り 約40名(踊り、太鼓、笛、唄)  
さんざん悪さをしていた鬼の退散を喜んだ人々が「さんささんさ」と言って踊って

いたという地元の伝説に由来する「さんさ踊り」は、藩政時代より踊り受け継がれ

てきた伝統的な踊りをアレンジ。2014年に「和太鼓同時演奏者数の世界記録」を更

新し、世界一の太鼓の祭りに。「サッコラチョイワヤッセ」の掛け声とともに、踊

り手が華麗に舞い、雄大な太鼓が躍動感いっぱいに演舞します。 

■山形花笠まつり 約30名(踊り手、太鼓) 
昭和38年から開催された「蔵王夏まつり」のイベントの一つであった「花笠音頭パ

レード」が、昭和40年から「山形花笠まつり」として単独の開催となりました。 

「ヤッショ、マカショ！！」の威勢のいい掛け声と、花笠太鼓の勇壮な音色、あで

やかな衣装の踊り手たちが、華麗な群舞を繰り広げます。紅花をあしらった花笠の

美しい波が舞い踊ります。 

■仙台七夕まつり 約40名(踊り手、太鼓、笛、鉦) 
伊達政宗公の時代から続く、七夕まつり。豪華絢爛な七夕飾りが、仙台の街全体を

美しく彩り、約200万人以上の観光客が訪れます。パレードには、仙台城築城の宴席

で披露した踊りがはじまりと言われ、踊る姿が餌をついばむ雀に似ていることから

名が付いた仙台すずめ踊りが参加します。両手に扇子を持ち、躍動感あふれる華麗

な舞いを披露します。 

■福島わらじまつり 約40名(担ぎ手、太鼓)  
福島市の中央に位置する信夫山に祀られる羽黒（はぐろ）神社境内の足尾神社に、

古来より長旅に出かける人々が健脚、旅の安全などを祈って奉納される、日本一と

称される大わらじにちなんで開催されている祭り。 

約7メートルのわらじをかつぎ、練り歩く姿は必見です。 
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その他のプログラム ※パレード以外をご取材希望の場合も、添付の返信用紙よりお申込み下さい。 

 

メインイベント「東北六魂祭パレード」の他にも、「東北×東京」と「伝統×革新」をテーマに、東京の伝統芸

能と東北の祭り装飾の披露・展示や東京と東北の観光情報や食文化を紹介する「東北×東京フェスタ」、日本の

ゲーム・アニメ・音楽などの最前線に関するトークセッションなどを通して、東日本大震災から立ち上がった東

北の姿と日本の魅力ある文化を発信します。 

最前線のジャパンコンテンツ（祭り・音楽・メディア・ゲーム・映像

等）を独自の視点と切り口で「日本で今、絶対に聞きたいトークセッ

ション」を開催。『Japan Culture Future Forum』と題して、「最

新の日本文化を国内外に発信する」をテーマに、日本と、海外のクリ

エイター達が集結します。モデレーターは、インタラクティブな広告

プロジェクトや先鋭的なメディアアート作品で注目されるクリエイ

ター集団、株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長 齋藤精一。 

 
期間 ：2016（平成28）年11月20日（日） 

開催時間 ：13:00～16:30（予定） 

場所 ：虎ノ門ヒルズフォーラム 5Fメインホール 

料金 ：有料（事前応募制） 

応募方法 ：東京 新虎まつり公式HP（www.shintora.tokyo）をご参照ください 

■TOHOKU×TOKYO FESTA -東北×東京フェスタ- 
 
＜虎ノ門ヒルズ アトリウム（2F）＞ 

毎年、仙台の街全体を美しく彩る七夕飾りが虎ノ門ヒルズのアトリ

ウムに登場。華やかで壮大な七夕飾りをご覧ください。 

 

期間 ：2016（平成28）年11月15日（火）～20日（日） 

    ※TOKYO SHINTORA MATSURI開催に先立ち展示 

開催時間 ：11:00～23:00（予定） 

場所 ：虎ノ門ヒルズ アトリウム（2F） 

 

＜虎ノ門ヒルズ オーバル広場（2F）＞ 

東北六市のご当地PR ステージや東京の伝統芸能の披露など、祭り

エンターテインメントステージとして開催予定。その他東京や東北

の伝統や文化を楽しめるイベントをご用意しております。 

 

期間 ：2016（平成28）年11月19日（土）～20日（日） 

開催時間 ：11:00～18:00（予定） 

場所 ：虎ノ門ヒルズ オーバル広場（2F） 

 

＜虎ノ門ヒルズフォーラム（4F）エントランス＞ 

東北のご当地名産品の特別販売会や、サイコロゲームでDAGASHI 

（駄菓子）のつかみ取りなど、お子様ともご一緒にお楽しみ頂ける

コンテンツが集合。 

 

期間 ：2016（平成28）年11月20日（日） 

開催時間 ：11:00～18:00（予定） 

場所 ：虎ノ門ヒルズフォーラム（4F）エントランス 

※イメージ写真 

※イメージ写真 

■Japan Culture Future Forum -先端クリエイターによるトークセッション- 
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＜虎ノ門ヒルズフォーラム（4F）ホールB＞ 

東京の“匠”達の実演披露とワークショップを開催。ワークショップは、

和紙を使った工芸品の制作など、楽しく伝統工芸を体験頂けます。 

 

期間 ：2016（平成28）年11月20日（日） 

開催時間 ：1回目 12:00～、 2回目 14:00～、 3回目 16:00～

（各回予定） 

場所 ：虎ノ門ヒルズフォーラム（4F）ホールB 

定員 ：各回10組20名（予定） 

参加費 ：無料（当日先着順） 

 

来年3月に区政70周年を迎える港区の自治体間連携ブースや、東北の

飲食店や、近隣芝地区（港区）の老舗が集まる「芝百年会ブース」が

集結し、新虎まつりのお祭り広場として開催します。東北六市のご当

地メニューや、芝百年会ブースで老舗の技や味をお楽しみください。 

 

期間 ：2016（平成28）年11月20日（日） 

開催時間 ：10:00～16:30（予定） 

場所 ：港区立南桜公園 

■Taste of TOHOKU -東北銘酒キャンペーン- 
 
虎ノ門ヒルズ内の飲食店舗などで東北が誇る日本酒を提供します。期

間限定、数量限定で開催するTaste of TOHOKU をご堪能ください。 

 

期間 ：2016（平成28）年11月1日（火）～ 20日（日） 

場所 ：アンダーズ 東京、虎ノ門ヒルズ内店舗 など 

協力 ：東北酒蔵街道プロジェクト ※イメージ写真 

※イメージ写真 

【TOKYO SHINTORA MATSURI（東京 新虎まつり） 開催概要】 
 
名称 ：TOKYO SHINTORA MATSURI（東京 新虎まつり） 
日程 ：2016年11月19日(土)・20日(日) 
主催 ：東京都、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、 
    東京 新虎まつり実行委員会（一般社団法人新虎通りエリアマネジメント／株式会社クオラス） 
補助 ：JLOP （経済産業省） 
後援 ：新虎通りエリアマネジメント協議会 
特別協力 ：特別区全国連携プロジェクト（東京23区・特別区長会） 
協力 ：東北六魂祭実行委員会、港区 
公式サイト ：www.shintora.tokyo 
問合せ ：（e-mail）info@shintora.tokyo (東京 新虎まつり事務局) 
会場図 ： 

■MINATO 70th×TOHOKU PARK -港区（区政70周年）×東北パーク- 

※イメージ写真 
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[同時開催] 

[同時開催] 



東京 新虎まつり広報事務局（株式会社オズマピーアール内）行  

FAX. ０３－３２６５－５０５８ 
FAX返信用紙 

※誠にお手数ではございますが、本FAX返信用紙にて、11月18日（金）までに 
    ご出欠をお知らせ頂けますよう、お願い申し上げます。 

 

『TOKYO SHINTORA MATSURI（東京 新虎まつり）』 

東北六魂祭パレード／出発式 

※当返信用紙にご記入いただきました個人情報は、個人情報保護法の主旨に照らして、慎重に取り扱わせていただきます。 

 

ご出席  ／  ご欠席 

                     （他       名） 

【11月20日(日)】 

□出発式(10:15～10:45) □パレード①(10:45～11:50) 
  

□パレード②(15:00～16:20) □その他（内容：           ） 

     TEL：            FAX： 

貴社名 

貴媒体名 

部署名 

ご担当者様名 

ご連絡先 

当日のご連絡先 

 

ご取材内容 

 

カメラ 

発売日／放送日 

備考 

□ムービー     □スチール     □撮影なし 
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＜ 本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＞ 

東京 新虎まつり広報事務局（株式会社オズマピーアール内） 大塚、土屋、木暮 

TEL：03-4574-4709 FAX：03-3265-5058 e-mail：shintora.tokyo@ozma.co.jp 

当日の連絡先： 大塚携帯： 080-5896-5971 土屋携帯： 080-5896-5975 

【日程】2016年11月20日(日)／【場所】環状２号線 新虎通り（東京都港区） 

  ＜出発式＞10:15～10:45 ※報道受付 9:15～（虎ノ門ヒルズ・2F オフィスエントランス横） 

  ＜東北六魂祭パレード＞ 1回目10:45～／2回目15:00～ ※各回約80分予定 

【11月19日(土)】 □（内容：                     ） 


