
■時間 /正午～21:10まで（20分間隔で運行）
■乗り場 /４ヶ所（下記参照）
■駐車場/荒雄公園多目的広場
　　　　  大崎市民会館駐車場
　　　　  をご利用ください。

８/３日㈮・４日㈯の２日間

路上・迷惑駐車は絶対にしないでください。

無料循環シャトルバス利用のお願い！

荒雄公園多目的広場

古川商工会議所

大崎市中央公民館
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「四季彩通り」は車が通ります
ので、ご注意ください。

古川まつり
案内所

※駐車場の駐車台数には限り
がありますので、出来るだ
け公共交通機関をご利用下
さい。

ミヤコーバス臨時停留所

（10:00～21:30）
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リオーネふるかわ駐車場は、リオーネ
ふるかわ並びにプラザホテル古川ご利

用の方専用となっておりますの
で、おまつり観客の方、関係
者のご利用はご遠慮下さい。

10:00～21:30

（金） （土）
2018

※古川まつりは 10:00 から 20:00 までの開催
交通規制時間 :

まつり時間帯は、市内中心部が非常に混雑しますので
交通標識又は、現場警察官等の指示に従って迂回に
　ご協力下さい。なお、路線バスは、始発より
　　　迂回になります。

10:00～21:30

第72回 おおさき第72回 おおさき

荒雄公園多目的広場（無料）
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大崎市民会館
及び中央公民館（無料）
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※Pア・Pイ駐車場をご使用の方は、無料循環
　シャトルバスがご利用できます。
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無料循環シャトルバス
最終➡①荒雄公園多目的広場発 21:00
　　　③古川商工会議所発 21:10

〈運行時間（20分間隔）〉
始発➡①荒雄公園多目的広場発 正午～

①荒雄公園多目的広場→②大崎市民会館
及び中央公民館→③古川商工会議所→
④十日町調剤薬局

シャトルバス停留所

おおさき古川まつりタイトルマッチ開催おおさき古川まつりタイトルマッチ開催

中心商店街が七色の吹き流しで彩られます中心商店街が七色の吹き流しで彩られます

おおさき古川まつりに華を添えますおおさき古川まつりに華を添えます

県北随一「七夕飾り」県北随一「七夕飾り」

願いが叶う短冊ロード願いが叶う短冊ロード
おおさき古川まつり初登場おおさき古川まつり初登場

チビッコみこしに掛け声をチビッコみこしに掛け声を

★8/3㈮ 8/4㈯ 10:00～20:00
★会場 /古川地域中心商店街
★8/3㈮ 8/4㈯ 10:00～20:00
★会場 /古川地域中心商店街

８月9日㈭

おおさき古川
まつりタイトル
マッチ開催！
今年の勝者は？

★8/3㈮18:00～ ★8/4㈯ 17:50～
★会場 /リオーネふるかわ特設リング
★8/3㈮ 18:00～ ★8/4㈯ 17:50～
★会場 /リオーネふるかわ特設リング

★8/3㈮ 18:40～ 
★8/4㈯ 18:50～
★会場 /リオーネふるかわ
　　　　特設ステージ

★8/3㈮ 18:40～ 
★8/4㈯ 18:50～
★会場 /リオーネふるかわ
　　　　特設ステージ

★8/3㈮16:10～17:00 
★8/4㈯11:30～15:00
★会場 /リオーネふるかわ
　　　　特設ステージ

★8/3㈮ 16:10～17:00 
★8/4㈯11:30～15:00
★会場 /リオーネふるかわ
　　　　特設ステージ一般市民によるバンド演奏や

ダンスをお楽しみください。

★8/3㈮11:45～★8/3㈮ 11:45～
★8/4㈯ 16:00～★8/4㈯ 16:00～

★会場 /リオーネふるかわ特設ステージ★会場 /リオーネふるかわ特設ステージ

★8/3㈮ 17:00～
★会場 /駅　前⇨台　町
　　　　三日町⇨七日町

★8/3㈮ 17:00～
★会場 /駅　前⇨台　町
　　　　三日町⇨七日町

県内在住の小学生～高校
生によるダンスパフォーマン
スコンテスト。熱い闘いをお楽
しみください。

※詳しいステージプログラムは裏面をご覧ください。

あなたの願いが叶う

★8/3㈮4㈯ 10:00～20:00
★会場 /リオーネふるかわ特設ブース
★8/3㈮4㈯ 10:00～20:00
★会場 /リオーネふるかわ特設ブース

西日本豪雨災害への義援金にご協力お願いします。西日本豪雨災害への義援金にご協力お願いします。

飾られた短冊は、「祇園八坂神社」で大願成就をご祈祷いたします。飾られた短冊は、「祇園八坂神社」で大願成就をご祈祷いたします。

カサンドラ宮城カサンドラ宮城橋本 千紘橋本 千紘 ハイジ・カトリーナハイジ・カトリーナ

　大崎市内の子どもたちの
願いが書かれた短冊が、特設ブー
スに飾られます。また、まつり当日
にあなたの願いを書いて飾ることが
出来ます。大崎の未来を明るく楽し
いものになるよう、あなたの願い
を書いてみませんか？

総合MC総合MC

ワッキー貝山ワッキー貝山

＆＆仙台ガールズプロレスリング仙台ガールズプロレスリング 高校生ダンス甲子園高校生ダンス甲子園

高校生ダンス甲子園高校生ダンス甲子園

7color DANCE LIVE7color DANCE LIVE

週末ビアガーデン開催中！週末ビアガーデン開催中！

★8/3㈮ 8/4㈯ 11:00～
★会場 /食の蔵「醸室（かむろ）」
★8/3㈮ 8/4㈯ 11:00～
★会場 /食の蔵「醸室（かむろ）」

食の蔵食の蔵 夏祭り夏祭り

創作みこしパレード創作みこしパレード

古川音頭＆OH!!SAKiダンスも披露！古川音頭＆OH!!SAKiダンスも披露！

一般公募によるバンド演奏とダンス披露一般公募によるバンド演奏とダンス披露

OPEN STAGEOPEN STAGE

今年初登場！高校生が主役のおまつり企画今年初登場！高校生が主役のおまつり企画

まちなか文化祭まちなか文化祭
★8/3㈮ 8/4㈯
　11:00～18:00 
★会場 /リオーネふるかわ特設ブース

★8/3㈮ 8/4㈯
　11:00～18:00 
★会場 /リオーネふるかわ特設ブース

地元のお店・企業とコラボ
レーションしたオリジナルメ
ニューの販売や、活動紹介コー
ナー、ステージ発表など、高校
生によるキラキラした企画が盛
りだくさんです！

★8/3㈮15:00～
★会場 /十日町⇨駅前
★8/3㈮ 15:00～
★会場 /十日町⇨駅前

古川おどり古川おどり

今年の古川音頭は違う！
現代と伝統のコラボ!!

勇壮な太鼓の鼓動！圧巻の揃い打ちは必見！勇壮な太鼓の鼓動！圧巻の揃い打ちは必見！

江戸職人の華麗な技をお楽しみください江戸職人の華麗な技をお楽しみください

★8/4㈯17:00～
★会場 /三日町⇨七日町
　　　　駅　前⇨台　町

★8/4㈯ 17:00～
★会場 /三日町⇨七日町
　　　　駅　前⇨台　町

古川まつり太鼓古川まつり太鼓

江戸下町職人展江戸下町職人展
★8/3㈮ 8/4㈯10:00～
★会場 /台町 菓匠三全向い
★8/3㈮ 8/4㈯10:00～
★会場 /台町 菓匠三全向い

中高生の熱いダンスバトル中高生の熱いダンスバトル

あなたは何を願いますか？
当日会場で記入し飾ります！
あなたは何を願いますか？
当日会場で記入し飾ります！

★部活・生徒会活動紹介コーナー
★エコステーション
★部活・生徒会活動紹介コーナー
★エコステーション

★味噌焼きおにぎり
★ブルーベリーかき氷 
★イタリアン風お好み焼き

★味噌焼きおにぎり
★ブルーベリーかき氷 
★イタリアン風お好み焼き

★古川みそだんご
★キーマカレーホットサンド
★しそ巻きソーセージ

★古川みそだんご
★キーマカレーホットサンド
★しそ巻きソーセージ

古川まつり
警備本部

古川まつり
本部 ☎0229-24-0055☎0229-24-2530 ☎0229-24-2531お問い合せ先 / 大崎市古川地域イベント連絡協議会（古川商工会議所内）古川まつり臨時電話（8/3・4）

大崎市姉妹都市 東京都台東区大崎市姉妹都市 東京都台東区

８月３日㈮ ８月４日㈯

第72回2018
ゆかたで来ると
特典あるって！

おおさきおおさき
ゆかた来場特典

ゆかた来場特典

ゆかた着用で「リオーネふる

かわ」お祭り広場にお越しの

方に各種プレゼントあり！！

 ※８月３日・４日限定。数に限りが  

　ありますので、無くなり次第終了。

ゆかた着用で「リオーネふる

かわ」お祭り広場にお越しの

方に各種プレゼントあり！！

 ※８月３日・４日限定。数に限りが  

　ありますので、無くなり次第終了。

ゆかたフォトコンテ
スト

●テーマ：「ゆかた」
※ゆかたを着た写真であればなんでもOKです。
　自由な作品、楽しい写真、自撮り写真も歓迎！
●条件：８月２日㈭、３日㈮、４日㈯のおおさき古川まつり
　　　　期間中にお祭り会場等で撮影したもの。
　　　　被写体の肖像権の承諾を得た作品に限ります。
●締切：８月５日㈰まで
●賞品：最優秀賞１点
　　　　尚、入賞作品は次年度の「おおさき古川まつり」
　　　　等のポスターやチラシに掲載予定。
※応募条件、方法などは右記サイトで
　ご確認の上、ご応募ください。
　おおさき古川まつり2018
　「ゆかたフォトコンテスト」

●テーマ：「ゆかた」
※ゆかたを着た写真であればなんでもOKです。
　自由な作品、楽しい写真、自撮り写真も歓迎！
●条件：８月２日㈭、３日㈮、４日㈯のおおさき古川まつり
　　　　期間中にお祭り会場等で撮影したもの。
　　　　被写体の肖像権の承諾を得た作品に限ります。
●締切：８月５日㈰まで
●賞品：最優秀賞１点
　　　　尚、入賞作品は次年度の「おおさき古川まつり」
　　　　等のポスターやチラシに掲載予定。
※応募条件、方法などは右記サイトで
　ご確認の上、ご応募ください。
　おおさき古川まつり2018
　「ゆかたフォトコンテスト」

2018 年 8/2㈭ 3㈮ 4㈯
午前 10時～午後 8時

リオーネふるかわ・醸室（かむろ）
他古川中心商店街

2018 年 8/2㈭ 3㈮ 4㈯2018 年 8/2㈭ 3㈮ 4㈯
午前 10時～午後 8時午前 10時～午後 8時

リオーネふるかわ・醸室（かむろ）
他古川中心商店街

リオーネふるかわ・醸室（かむろ）
他古川中心商店街

ゆかた写真募集！ゆかた写真募集！

お祭りインターネットLIVE決定！お祭りインターネットLIVE決定！
8/2 ㈭19:00～おおさき花火大会
8/3 ㈮11:00～リオーネふるかわステージ

詳しくは上記QRコードでアクセスください。
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