
お問い合わせは（一社）高崎観光協会事務局へ　TEL.027-330-5333

■「観光たかさき」夏 臨時増刊号（2014） 平成 26 年 7 月 1 日発行　（一社）高崎観光協会／高崎市八島町32-2（岩崎ビル 2階） TEL.027-330-5333 ■制作／株式会社グラスロード社 
URL： http://www.takasaki-kankoukyoukai.or.jp　E-mail：kankoukyoukai@city.takasaki.lg.jp

K A N K O U  T A K A S A K I

■「観光たかさき」夏 臨時増刊号（2014） ■平成26年 7月1日発行 ■（一社）高崎観光協会／高崎市八島町32-2（岩崎ビル2階） ■TEL.027-330-5333  ■http://www.takasaki-kankoukyoukai.or.jp

臨時増刊号

高崎まつり（上）と新町ふるさと祭りの花火大会

Festival2014

夏

●倉渕支所地域振興課（電話：027-378-3111）

くらぶちの夏祭り
８月 23日（土）
　くらぶちの夏祭りは、訪れる全ての人が楽しみ、交流できる祭りを目指し、
活力ある倉渕町民主体の祭りを実施しています。
　会場では、中学音楽部や地域の伝統芸能の発表があり、無料出店・大抽選会・
雷舞や盆踊りと夏祭りを盛り上げています。
　夜になると、祭り会場から、間近で上がる花火を楽しむことができます。打
ち上げられた花火は、夜空を彩り、日頃の疲れを癒し、束の間の夢の世界へと
誘うことでしょう。

倉渕支所前駐車場

車：高崎 ICから 60分 臨時駐車場：有り

Matsuri7

●箕郷支所産業課（電話：027-371-9065）

第３４回箕郷ふるさと夏祭り
7月 27日（日）
　14，000㎡の広大な芝生広場をメイン会場に実施される夏祭りは、戦隊ヒーローショー、魚
のつかみどりなど子供に大人気のイベントを予定しています。また、古城の里にちなんだ甲冑の
試着やスポーツちゃんばらなどのイベントやステージでは、地元伝統芸能なども披露されます。
夜には短時間に連続して打ち上げる花火も予定されており、真夏の一日を家族そろって楽しむこ
とができます。花火大会は、打上地点に近い芝生広場で寝転んで見上げるのがおすすめです。

祭り：午前10時～　花火：午後7時30分～
ふれあい公園

Matsuri5

夏祭りガイド 2014

榛名の祭り花火大会
8月 1日（金）午後7時30分～午後9時榛名湖畔

●高崎市榛名支所産業観光課（電話：027-374-5111）

8月 15日（金）
　毎年 8月15日に榛名地域の中心を流れる烏川河川敷で開催される恒例の花火大会です。
大輪の10号玉や特大スターマインなど、約4,000発の花火が夏の夜空に打ち上げられます。
特に地元の花火師である「菊屋小幡花火店」が手がける「四重芯花火」は異なる鮮やかな光
が一度に花開く様がとても見事で、多くの見物客を楽しませる花火となっています。

午後7時30分～　 
烏川公園

駐車場：榛名支所、グンサン跡地、下室田小　　※車両通行止め有り
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榛名ふるさとまつり商工祭花火大会Matsuri6-2

●高崎市榛名支所産業観光課（電話：027-374-5111）

　外輪山に囲まれた榛名湖独自の迫力ある音響効果や、色とりど
りの光の花が半球状に水上で光り輝き、空中と水面を彩る花火の
競演などが楽しめます。レーザーショーもおこなわれ華麗な光の
舞が繰り広げられます。そのほか、古式御沼の鎮め、燈篭流しな
ども催されます。

Matsuri6-1

駐車場：湖畔周辺 1,360台

Matsuri7
Matsuri5

Matsuri6-2
Matsuri6-1

箕郷地区倉渕地区

榛名地区
群馬地区

市内中心部

新町地区
吉井地区

車：高崎駅から約 30分　駐車場：ふれあい公園、箕輪小学校等

夏祭りガイド 2014夏祭りガイド 2014



迫 力 い っ ぱ い の お 祭 り

第40回高崎まつり
８月 ２日（土）・３日（日）

　高崎の夏の風物詩といえば、なんと言っても高崎まつりです。8月２日（土）、
３日（日）の 2日間にわたり、もてなし広場や中心市街地において、神輿渡御や阿波
踊り、迫力満点の山車巡行や和太鼓などの伝統芸能が行われます。
　今年の見どころは初めての試みとなる駅前広場（あら町交差点前）での大開会式
です。この開会式には山車に神輿に和太鼓・阿波踊りも登場し、40回目となる節目
の高崎まつりを盛り上げます。例年楽しまれている創作だるまみこしやこども広場
なども例年同様に開催されます。
　2日の夜には北関東最大級の大花火大会も行われ、祭りの熱気は最高潮を迎えます。
みなさまのご来場をお待ちしております！

高崎駅西口からもてなし広場周辺

Matsuri1-1
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●高崎山車まつり実行委員会事務局（高崎市商工観光部観光課内　電話：027-321-1257）

第12回高崎山車まつり
８月 ２日（土）・３日（日）

　節目の第40回高崎まつりを盛大に盛り上げるため、輪番の東・南地区の20町内の
ほか、中央地区から３町内が特別出場し、総勢23町内の山車が勢揃いします。
　見どころは、初日の山車巡行です。まず、駅前通りに23台が集合し出発式を行い
ます。出発式は子ども達が練習してきたお囃子を披露するひのき舞台で、一斉に叩き
合うお囃子は見ごたえがあります。その後、田町通りを23台の山車が連なって巡行
します。その姿は、豪華絢爛で山車まつりを象徴する光景のひとつでもあります。悠
然と巡行する山車は再びもてなし広場に集まり集結式を開催します。夕暮れ時、山車
の提灯に灯りが点ると、昼間とは違った幻想的な山車まつりに変貌を遂げます。

高崎中心市街地･もてなし広場

車：関越自動車道高崎 ICから車約15分　電車：JR高崎線高崎駅から徒歩約 10分 臨時駐車場：なし

車：関越自動車道高崎 ICから車約15分　電車：JR高崎線高崎駅から徒歩約 10分 臨時駐車場：なし

臨時駐車場：なし

Matsuri1-2

●高崎市新町商工会（電話：0274-42-0930）
●新町支所地域振興課（電話：0274-42-1234）

新町ふるさと祭り「花火大会・灯籠流し」
 「ふれあい盆踊り大会」
８月 16日（土）
　毎年恒例の花火大会は、趣向を凝らした花火が夜空を彩り、多く
の人出で賑わいます。風情ある灯籠が幻想的に流れ、花火と一緒に
楽しめるのが見どころです。
　グラウンド内に櫓を設置し、盆踊り大会も併せて実施されます。

烏川総合グラウンド・温井川河畔
※荒天の場合、花火大会・灯籠流しは翌１７日に順延

車：関越自動車道藤岡 IC～約 15分　電車：JR高崎線新町駅～徒歩約 10分

臨時駐車場：有り

●吉井支所産業課（電話：027-387-3134）

よしい祇園まつり
7月 26日（土）

　古くから続く伝統的なお祭りです。山車・神輿巡行や多彩なイベントが開催され
ます。多くの皆様のお越しをお待ちしております。
①子供による和太鼓・ダンス、創作ダンス、太鼓、盆踊り、八木節（午前10時30分～午後9時）
②山車御輿巡行（午後5時～午後8時）③カラオケ大会（午後1時～午後5時）

午前10時30分～午後9時
吉井文化会館周辺「けやき広場」

Matsuri4

Matsuri2

電車：上信電鉄吉井駅から徒歩 5分　駐車場：吉井支所北側駐車場、吉井保健センター駐車場、吉井小学校校庭

夏の暑さを楽しさで吹き飛ばしましょう！

●高崎まつり実行委員会事務局（高崎市商工観光部観光課内　電話：027-321-1257）

●高崎まつり実行委員会事務局（高崎市商工観光部観光課内　電話：027-321-1257）

８月 ２日（土）
　８月の２日（土）・３日（日）に行われる高崎まつりにおいて、最大のイベントは２
日夜の大花火大会です。この北関東最大級の大花火大会では、約15,000発の花火が
テンポ良く１時間弱で一気に打ち上げられ、高崎のアツい夜空を彩ります。特に、い
くつもの花火を組み合わせて連続的に打ち上げるスターマインは華々しい演出になっ
ています。そして、今年はより間近で多くの来場者のみなさんに花火を楽しんでいた
だくために、昨年に引き続き無料観覧場所を拡大します。拡大された観覧場所で観る
花火は、打ち上げ場所に近いこともあり、文句なしの大迫力です。他では体験できない、
夜空から降りそそぐ大きな花火をみなさまで楽しんでください。

烏川和田橋上流河川敷

車：関越自動車道高崎 ICから車約15分　電車：JR高崎線高崎駅から徒歩約 10分
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大花火大会

第35回ぐんま「はにわの里」夏まつり
８月 10日（日）

　ステージでは、郷土芸能、和太鼓とレクダンスのコラボ、
小学校区対抗パフォーマンス、一般参加のふれあいステー
ジ、烈車戦隊トッキュウジャーのキャラクターショーなど
を予定しています。    
　他にも、消火器・起震車体験、消防車・重機乗車体験、
勾玉作りなどの体験イベントも充実しています。    
　花火大会は上毛野はにわの里公園にて行います。公園内
に八幡塚古墳を挟んで観る花火は最高の美しさです。花火
会場では、正午～午後 6時まで「ひまわり迷路」を楽しむ
こともできます。  

花火大会：上毛野はにわの里公園　午後7時30分～午後8時15分
ま つ り：市民活動センター（ソシアス）　午前10時～午後3時30分

Matsuri3

●ぐんま「はにわの里」まつり実行委員会事務局
　（群馬支所産業課　電話：027-373-2447）

《バス》　関越交通：「足門」下車、群馬バス：「群馬支所南口」下車、
　　　   ぐるりん臨時運行：「群馬支所」下車 臨時駐車場：有り
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高崎まつり（上）と新町ふるさと祭りの花火大会

Festival2014

夏

●倉渕支所地域振興課（電話：027-378-3111）

くらぶちの夏祭り
８月 23日（土）
　くらぶちの夏祭りは、訪れる全ての人が楽しみ、交流できる祭りを目指し、
活力ある倉渕町民主体の祭りを実施しています。
　会場では、中学音楽部や地域の伝統芸能の発表があり、無料出店・大抽選会・
雷舞や盆踊りと夏祭りを盛り上げています。
　夜になると、祭り会場から、間近で上がる花火を楽しむことができます。打
ち上げられた花火は、夜空を彩り、日頃の疲れを癒し、束の間の夢の世界へと
誘うことでしょう。

倉渕支所前駐車場

車：高崎 ICから 60分 臨時駐車場：有り

Matsuri7

●箕郷支所産業課（電話：027-371-9065）

第３４回箕郷ふるさと夏祭り
7月 27日（日）
　14，000㎡の広大な芝生広場をメイン会場に実施される夏祭りは、戦隊ヒーローショー、魚
のつかみどりなど子供に大人気のイベントを予定しています。また、古城の里にちなんだ甲冑の
試着やスポーツちゃんばらなどのイベントやステージでは、地元伝統芸能なども披露されます。
夜には短時間に連続して打ち上げる花火も予定されており、真夏の一日を家族そろって楽しむこ
とができます。花火大会は、打上地点に近い芝生広場で寝転んで見上げるのがおすすめです。

祭り：午前10時～　花火：午後7時30分～
ふれあい公園

Matsuri5

夏祭りガイド 2014

榛名の祭り花火大会
8月 1日（金）午後7時30分～午後9時榛名湖畔

●高崎市榛名支所産業観光課（電話：027-374-5111）

8月 15日（金）
　毎年 8月15日に榛名地域の中心を流れる烏川河川敷で開催される恒例の花火大会です。
大輪の10号玉や特大スターマインなど、約4,000発の花火が夏の夜空に打ち上げられます。
特に地元の花火師である「菊屋小幡花火店」が手がける「四重芯花火」は異なる鮮やかな光
が一度に花開く様がとても見事で、多くの見物客を楽しませる花火となっています。

午後7時30分～　 
烏川公園

駐車場：榛名支所、グンサン跡地、下室田小　　※車両通行止め有り
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榛名ふるさとまつり商工祭花火大会Matsuri6-2

●高崎市榛名支所産業観光課（電話：027-374-5111）

　外輪山に囲まれた榛名湖独自の迫力ある音響効果や、色とりど
りの光の花が半球状に水上で光り輝き、空中と水面を彩る花火の
競演などが楽しめます。レーザーショーもおこなわれ華麗な光の
舞が繰り広げられます。そのほか、古式御沼の鎮め、燈篭流しな
ども催されます。

Matsuri6-1

駐車場：湖畔周辺 1,360台

Matsuri7
Matsuri5

Matsuri6-2
Matsuri6-1

箕郷地区倉渕地区

榛名地区
群馬地区

市内中心部

新町地区
吉井地区

車：高崎駅から約 30分　駐車場：ふれあい公園、箕輪小学校等

夏祭りガイド 2014夏祭りガイド 2014


