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まきまき花巻とは

　まきまき花巻は、2019年グッドデザイン賞を
受賞しました。審査員の方から「何かの専門性
がある人だけでつくるのではなく、一般の人を
市民ライターとして迎え入れ、発信していく仕組
みが魅力的である。「花巻に魅力を感じている
人たち」という共通項に集う人々により、発信
の場が日に日に膨らんでいて、企画の独自性が
光っている。」という評価をいただいています。

　「花巻のいいところをみんなで発信できる場が欲しい」という市民の声か

ら生まれたまきまき花巻。花巻の魅力を伝えたい人は経験・出身を問わず、

市民ライターとして記事を発信できるｗebサイトです。思いを同じくする人

を「まき」込むこの仕組みに、様々な市民ライターが集まり、ひとりでは成

しえない発信の場が生まれています。

　講師を招いての勉強会を年間3~4回開催してい
ます。内容は、記事のネタの見つけ方、アポイン
トの取り方、取材の仕方や記事の書き方の勉強、
まち歩きなども行います。大切なのは記事の出来で
はなく、市民ライターが花巻のいいところを自分
で見つけて記事を作り上げる過程や、地域の人との
とつながりが生まれるところです。最近では、オ
ンラインによる講座も開催しています。



市民ライター紹介 まきまき花巻市民ライターを紹介します。 

現在45名が活動しています。 

市民ライター募集中！
まきまき花巻では、花巻の魅力を発信する市民ライターを募集

しています。「まきまき花巻」の想いに共感いただける方であ

れば、花巻市との関係性や執筆経験は問いません。「花巻市が

好きだ」「花巻市の魅力を発信したい」という方、ぜひ市民ラ

イターとして活動してみませんか？市民ライターになりたい方

は、まきまき花巻ホームページより、必要な情報をお送りくだ

さい。

佐藤　成実 
2008年に仕事の関
係で花巻に。 
現在は花巻市内の
建設会社で事務員
をしています。 

ただ　あおい 
歌って食べて寝る
のが大好きな高校
3年生。私らしく
花巻を発信して盛
り上げたい！ 

まっちー 
横浜出身の26歳。 
仕事で2年間岩手 
県へ出向。 
縁あって東和の大
ファンに。

つっきー 
花巻歴25年。 
歯科衛生士しなが
ら子育て中！空き
時間でブログ更新
してます。 

北山　公路 
メディアプロ
デューサー、ディ
レクター、編集
者。花巻まち散歩
マガジン編集長。

千葉　芳幸 
思春期を花巻で過
ごし、盛岡在住の
「盛岡食いしん
爺」こと千葉と申
します。

岡田　芳美 
OKD Worksとして
フリーランスで活
動中。元地域おこ
し協力隊 広報担
当。 

中野　由貴 
花巻と宮沢賢治ファ
ンの料理研究家＠兵
庫。賢治作品×花巻
の食と農に関心があ
ります。 

市民ライター 
申請フォーム



　ライター自身がつまづいた時、前に進めない時

に、コミュニケーションを取ることが解決に結び

つきます。そこでライター同士のコミュニケー

ションの場として、「まきまきの種」を作りまし

た。知識や技術を身に着けることは大切ですが、

コミュニティに関わりたいと自らが思う気持ちを

促すことを目標に活動しています。

まきまきの種

　まきまき花巻の公式キャラクターとして

誕生した「まきぼう 」。まきまき花巻の

完成した記事が「花」とするならば、花巻

の魅力を見つけ記事を書くことは、見つ

けた種から芽が出ることに似ています。こ

れからも沢山の花が咲きますようにという

想いが込められたキャラクターです。

まきまき花巻 
公式キャラクター

まきぼう

まきぼうのぬいぐるみを作成して、花巻の
おすすめスポットで写真を撮っています。
Instagramで公開していますので、興味の
ある方は覗いてみてください。 

まきまきの種 
Instagram
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「いいね」が増えると 
「まき」がアップします！
まきまき花巻の記事のお花イラストに表示さ
れている「まき」。こちらは、読者のみなさ
んのSNSで「いいね」、「シェア」、「ツイー
ト」、「LINEで送る」などをしていただくと
増えていきます。 
良い記事だと思ったら、右の図にある赤丸の
中からアカウントをお持ちのSNSを選択し、
ログインをしてから実行してみてください。

花巻の漆職人の紹介記事です。花巻で工房を構
えている髙橋さんは「加飾」という漆器製作
の最終工程を担っている職人です。技術の高さ
に驚かされます。漆器製作における材料や道具
など、漆器についても深く知れる記事になっ
ていります。「花巻の漆職人の魅力」、ぜひご
覧ください！

花巻の漆工房「地神」

今野 陽介

まっちー

「心の住所は東和町」というほど東和町が大好
きなまっちーさん。岩手から東京へ仕事の都合
で離れても、花巻の魅力を発信してくれる若き
ライターさんです。友人から送られてきたメッ
セージから、田植えの体験を思い出しながら今
回の記事を執筆してくれました。

田植えのお便り、東和から



高校生ライターの「ただあおい」さんの初記事
が届きました！！東和町が大好きで元気いっ
ぱいのあおいさんが、土沢商店街にある「ワ
ンデイシェフの大食堂」を紹介します。個性豊
かなシェフさんたちが日替わりで美味しい料
理を提供します。

誰もが自分の色で輝ける場所 
～ワンデイシェフの大食堂～

ただ あおい

花巻の野菜やお肉、果物で 
「銀河鉄道の夜」をめぐります 
（「宮沢賢治のイーハトーブ 
花巻レストラン」2020東京開催報告）

まきまき花巻人気連載「宮沢賢治の花巻レスト
ラン」の中野由貴さんが、東京で開催されたイ
ベントの様子をお伝えします。花巻の食材をふ
んだんに使った美味しそうなメニューが盛り沢
山です。

中野 由貴

花巻の魅力のひとつである花巻弁講座がスター
トしました！かつては宮沢賢治も口にしていた
のでしょう。どこかまあるくて優しい響です。
花巻弁に初めて触れる方もとても分かりやすく
知ることができます。花巻にいらした時に、ぜ
ひ耳を傾けてみてください。これからがとても
楽しみなシリーズです。

例文から学ぶ花巻弁講座vol.1 
～春編～

北山 公路



優雅な花巻ばやしにあわせて繰り出される華
麗な風流山車、2015年には神輿の数【114
基】でギネス世界記録を達成した勇壮な花巻
神輿、伝統ある鹿踊り（ししおどり）、神楽
権現舞（かぐらごんげんまい）、花巻ばやし
踊りなど、9月の秋まつりシーズン3日間かけ
てさまざまなパレードが繰り広げられます。


その中でも今回は「山車」に焦点をあてて、
お伝えしていきたいと思います。


花巻まつりの花形「山車」 

もともとは花巻開町の祖・北松斎の時代に
人々が「山車」を作り、花巻の町を練り歩い
たのが始まりといわれています。

明治時代ころからは、京都祇園祭の鉾（ほ
こ）に似た「屋形山車」を出すようになり、
高さは13メートル以上、東北屈指の山車とし
て名声を馳せました。

現在の山車は“曳く（ひく）”形となっていま
すが、当時は“担ぎ”だったという点も驚きで
す！遠方からもたくさんの担ぎ手が集まるほ
どの人気だったといいます。


明治時代末期から大正時代ころになると、町
に電線が張り出されるようになり、高さのあ
る屋形山車から丈の低い優雅な「風流山車」
と呼ばれる様式へと移行しました。

現在では、地区ごとに12台の「風流山車」が
制作されています。

毎年、各団体が粋を凝らして華麗さを競い合
う、豪華絢爛な風流山車。そしてその真価が
発揮されるのは、夜です。

花巻まつりの風流山車は、灯りとしてアセチ
レンガス灯、本物の火を使います。これは全
国的にも珍しく、電球やLEDとは違った、ゆ
らめく炎が見るものを魅了します。


やはり、花巻まつりの花形は「山車」！

そして各団体、特に古くから山車づくりをし
ている地区では、その自負があります。


個性あふれる山車づくり 

風流山車の組み方は、「生け花」を基本とし
ています。岩山と呼ばれる芯を中心に、上部
には桜や藤の花、そしてメインとなる人形、
周りには、岩、波、牡丹、季節の花などを飾
り付け、仕上げられます。

山車には、いわゆる「表」と「裏」があり、
それぞれ「風流」と「見返し」と呼ばれます。
風流と見返しは別々の題材で制作され、例え
ば、軍記物や歌舞伎の名場面、花巻の歴史、
おとぎ話、時事ネタまで幅広く、団体ごとに
やはりカラーがあります。


お盆を過ぎたころ、いつのまにか市内12ヶ所
に巨大な山車小屋が組み上げられ、本格的に
作業が始まります。今回その山車小屋を取材
させていただきました。


花巻まつり  
 －400年以上続く、山車を追う－

岡田 芳美



山車づくりの作業は、分業制。早い工程では
もう7月頃には作業が始まります。

団体ごとに細かな作り方や素材は違えど、

それぞれの工程で長年担当されているプロ
フェッショナルの方がいて、かなり高度で、
独特な技術が受け継がれていると感じまし
た。特に「牡丹」は、和紙でできた花びらを
染めて、乾かして、絞って（曲線を作り出
す）、1枚1枚ふわっと立体的になるよう組み
立て、丈夫にするために蝋を塗って、乾かし
て…と、相当手がかかっています。


祭り直前の緊張感あふれる山車小屋にてーー

風流山車が完成し、初めてアセチレンガス灯
に火が灯るところに立ち会うことができまし
た。シューーという独特な音と、1つずつ
灯っていく炎、その炎に灯され闇夜にぽわん
と浮かび上がる風流山車、とても幻想的で美
しい光景でした。


祭りにかける、花巻っ子 

県外に出た花巻っ子は、お盆でなく花巻まつ
りに帰ってくる、といわれます。

また、花巻っ子の人柄でしょうか、なかなか
予定が立てられなかったためほぼアポなしで
取材にお伺いしたのですが、どこも快く取材
に応じてくださり、そればかりか山車につい
て知識のない私に丁寧に教えてくださいまし
た。このフレンドリーさったら、ない！

そして、どの団体もつながりをとても大事に
しています。以前住んでいたから、お世話に
なったから、など、実際、現在はその地区に
在住・在勤でないけれど参加しているという
方も多いようです。


印象に残っている言葉を3つ紹介します。

1.「うちが一番だけどな！」

どこの団体でも最後にはこうおっしゃいます
（笑）各団体、ライバル心も強いのですが、
互いに認め合ってもいます。

2.「当日はやることない。壊しにいくような
もんだ」

（実際に倉庫がなければ全部捨てるところ
も…）

3.「みんなで毎晩集まって作るのが楽しい。
それが祭り」

当日はやることない、ことはないのですが
（笑）皆さん、本当に仲が良く、当日までの
制作の過程を楽しむ、まさに地域コミュニ
ティがありました。当初、参加方法があまり
オープンにされていないため、入りにくい祭
りかと思っていました。今では、ちょっとし
た人見知りのようなものか、と理解していま
す。初対面は少なからず構えてしまうから、
入るのは紹介の方がいい、でも仲良くなった
らもう仲間、こんな具合です。


花巻まつりは心の中に 

祭りの後、空になった山車小屋と、それが解
体されていくところを見て、何とも言えない
気持ちになりました。

次はまた１年後…ですが、そう遠くはありま
せん。とある山車団体では、笠越（打ち上
げ）の時点で既に翌年の題材が決まっている
そう！花巻まつりの花形は「山車」という言
い方をしましたが、逆に言うと、山車が盛り
上がってこその「花巻まつり」です！ご期待
ください。そして、ぜひ皆さんもこの空気を
感じに、花巻にいらしてください。


（2017.3.15投稿）


