


『奉祝式年桑営
ネる福おきで、先り輝くはじまりの瞬閾へ』 ● 奎期/平成25年

来ヽる鵜沼き猫まつリ
9月 14日田●●29日曰

午前9時29分 ),午後5時 29分

令輌′伊舶鰤おかげ横丁
米議事情により 内容が一部変更また II中止になる場合がこさいます

いよいよ御選奮も桂境に。

10月 に入るとすぐ、袢すのや雄が新 しいお奮へお垂りになります。
それはまさに、希菫に満ちた次の20年、東ネヘの発まりの瞬間。

今年のおきなまつりは、日本今日からお祝いに駆けつけたおき識たちとともに、
新りを導げて福をおき、管ならぬ腕を表くしてその瞬間を待ち咤びます。

1期間中のお楽しみはこちら   ~ ※各催しの諄llは 期間中おかlf■丁内に設置される貴内板と当日チラシをごLください |

招き猫現代作家展
「遷宮をお祝いにやってきましたJ

招き猫は 江戸末期に日本で誕生し 現在では国内外て親しまれ 個性流れる作品として

表現されるように・ Jり ました.そんな中から「吉兆招福亭Jが選抜した招き猫作家 ]4名の

作品が揃います

■場所 :伊勢路名産味の館2階「大黒ホールJ

〔出展予定作家l

あべ夏 ′有田ひろみ ちゃぎ/小澤康麿 /栞原淑男 ′小出信久′櫻丼魔己子 /佐山泰弘 /

松厠直実 /燿丸 /平林義教 利依子′水谷満′もつわしん′吉田―也 /渡辺志野

(五 十測 蜃 敏称略〉

tう一つの
招宮描現ム作家晨

■場所 :ゑびす屋台

:出 展予定作零】

天野千恵美′同村洋子′おちよこ′春曰粧′

小日美知代 ′すみ日理恵 ′高橋理佐 /

田中かすみ /豊田明美 ′なつめみちこ ′

服都京子′事畢淳子′東 直生′

ひかしりようこ ′凛丼和子 ′曲沼らん子 ′

松日―戯 /松本浩子 ′水野志元乎

〈五十音順 敬称略)

全国郷土読昇招言猫晨
■場所 :五十鈴茶屋本店前

北は青森から南は鷹児島まで 全国各地

で伝統的に作られている郷土玩具の招き

猫を―堂に集めました.古くから伝わる

土人形や張子など ―点―点が手件りで

す.素沐卜

`表
情とお国柄を楽し0ます。

来る福ホ
■場所 :五十鈴茶屋本店前
おかげ横丁のオリジナル招き猫をはじめ

ポピユラーな常滑焼の貯金箱型招き猫

など 全国の産地から招き猫が勢拘いし

まi

招吉猫絵

"け
歌室

■場所 iかみしばい広場

■料金 1回 15フ 5円 輸込)

目指導 :五十嵐健二 俊介信日部張子人形作家〉

真つ白な張子の招き猫にアイデアたつぶ

つの絵付けを施して オリツナルの招き猫

を作つてみませんか。

Ⅲ 招き議●福相市

摯 招t海●

“

細工圧台

Ⅲ 招き議スタンチラリ̈

Ⅲ 暉丸0体験叙室

Ⅲ 来る福記奮切手臓定販売

Ⅲ 来る相遊戯晨舎

Ⅲ 百縮お願い招き薇

お第10口来る経給手紙公募属

Ⅲ 来る福椰慎「

'"か
ら0"り J

Ⅲ 招き相供機所

お 来る福福ワ!

Ⅲ 第19口藤定 !:招き精販売

Ⅲ 東旱首僣晟「きなぼ0奈しい器と饉お・0■ J

期l躙定のお発しみはこちら

■ ●Jヽ招諄

"麟
与

日時′29日 …ⅢⅢ・ 9,9～
場所/"薇艘前

地元の氏神様でお蔽いを

受けた ありがたい福鈴て

す 毎年絵柄の変わるポ

チ袋に入れて929名 の方

に授与いたします

お 招●僣0察市
日時′21日  22日 23日  9129～
1“晰′RE●

彗 残り

“

0おすモわけ
日時′29日  16:29～
●所 ′六菫●

昔から「残り物には福がある」といいま

すよね.お まつり最終日には小さな幅の

おすそ分けがあります.

お 招き潜腱繊猥
ふだんよつ休ますに手を挙 デて 福を招き

続けてくれる招き猫たちに感謝し 招き

猫まつりの安全を祈願します.

基 罰 盤

=

i5168558二 重県伊勢市宇冶中之切町52
hitOi〃 www okageyokocho co,p′

腕に覚えありの作家さん

や問屋さん コレクター

さんなど 招き猫にかか

わる様々な人たちが自慢

の品を所狭しと並べます。

作り手や持ち主の想いや

地域の特色なども感じて

みてはいかがでしょうか

胸 故 ,野

“

き 猫 ま つ り?       ~   ~  l

伊勢は 2000年 前の昔より「濁の後方にあるという理想郷より 絶えることなく

幸せの波が寄せ来る処Jと 太陽神「天贈大卸神Jが お住まいを構えた●くか らの

縁超処 この地を訪れた日本招猫倶業部メンパーは「この地こそ招き猫の感謝祭を

開催するにふさわしいJと強く霰 しました そこで 用疵フ年に「第 1回 来る福招き

猫まつ り」を開催 したので した 以来 回を重ね続 ,今 年で 19回 目を迎えます

1交 通 の こ 案

「

      ~~~       l

[公 共交通機関で]近鉄名古屋から近鉄l.急で約85分「宇治山田駅J下 東 大阪

難波力う近鉄特急て約110分「宇治山田駅J下車 駅前から二重交通「内宮剛

`iきパス約20分「神宮会館前」下車 徒歩1分

:車 て:伊勢自動車道「伊勢 CJか ら 国道23号 を内宮方面に直進「市営駐軍場」着

(約 5分 )徒

“

分

■ ]0月 ]2日 ～]0月 20曰  奉納神嘗祭 恵みの市    ■ ]0月 ]フ 日        日暦 十三夜の月見  ■ 12月 ]4曰 ～ ]2月 29日  歳の市
■ ]0月 26日 ～10月 2フ 曰 神恩感謝 日本太鼓祭  ■ 12月 31口 ～ 1月  ]日 行く年来る年

X毎月朔B(ついたち)● ま「朝市」躊ll(み そか)こ

`「

みそか寄席Jを 開催しています


