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* いろはにアサッチ＃36「あ」*

～頭隠して尻隠さず～
　「あ」は、江戸では　「頭隠して尻隠さず」。これは、雉（きじ）は、追われる
と草むらの中に頭を突っ込んで隠れたつもりでいるが、尾は丸見えになってい
　　　　　ることから。一部だけを隠して、すべてを隠したつもりでいる愚か
　　　　　　　　　さを笑うことば。京は「足下から鳥が立つ」。これは、身近
　　　　　　　　　なところで突然思いがけないことが起こるたとえ。大阪は
　　　　　　　　　「阿呆につける薬なし」。これは、考えが足りなく、愚かな
　　　　　　　　　人は、どうやっても、救いようがない、ということ。 

夏はボボーンと盆踊り！ 
 玉川の夏といえば納涼盆踊り大会！今年もあります！やります！踊っていただきます！どの

会場も老いも若きも、男性も女性も、もちろん小さなお子さんも大歓迎！地元商店会、町会、

法人会、PTA 等が中心になって運営する屋台も出ます、食べさせます、飲ませます、遊ばせま

～す！皆さんぜひぜひお誘い合わせの上、さぁレッツ盆！盆！でも、「盆踊り」ってお盆の時

期に行うから「盆踊り」っていうことでいいの？実はそのとおり、いいんです。「盆踊り」の

名前の由来は、年に一度この世に戻ってくる精霊を迎え、また送るための風習である「盂蘭

盆会 (うらぼんえ )」の時期に踊るから「盆踊り」というのです。そのルーツは意外と古いよ

うです。「盆踊り」のルーツは、一説には鎌倉時代中期に一遍が広めた「踊り念仏」といわれ

ています。それが次第に宗教色が薄れ、踊りそのものにウェートが置かれるようになり、戦

国時代には、そのものズバリ！お盆の時期に踊る「盆踊り」として登場。江戸時代中期には「盆

踊り」の名称も定着。明治初期や戦時中は「盆踊り」も中止させられていましたが戦後に復活、

各地で大ブレイクしました。今年は電力も大丈夫そうです。暑い夏を踊りで吹き飛ばそう！

<<瀬 田瀬 田 >

7月 28日 （土） ・ 29日 （日）
於 ： 瀬田小学校校庭
時間：午後 6時～ 9時

7月 27 日（金）・28 日（土）
於：国道 246 高架下ふれあい広場

< 玉 川玉 川 >

時間：午後 7時～午後 9時

美味しい屋台
楽しい催しが
待ってます！

毎年美味しい屋台や楽しい催しが盛りだくさんの

瀬田盆踊り大会に参加して暑気払いしましょう！

28 29 雨天順延
30日まで7

共催●瀬田町会･瀬田商店会事業部･瀬田小同窓会
　　　瀬田小おやじの会･親瀬会･新 BOP内学童クラブ
　　　玉川法人会第 7支部･瀬田サッカークラブ
　　　ザ･コドモ･祭勇連他
協力●瀬田小学校･瀬田小学校 PTA ･瀬田中学校
　　　玉川消防団第五分団･おやじバンド
　　　踊り連･太鼓連･瀬田鳶職他

午後6 :00 ～9 :00

どなたでも参加できます｡広い会場､素晴らしいヤグラ､
見事な太鼓のリズムで､あなたも踊ってみませんか｡

出会い･ふれあい･みんな輪になり…出会い･ふれあい･みんな輪になり…出会い･ふれあい･みんな輪になり…出会い･ふれあい･みんな輪になり…

模擬店

もれなくお買い物券が当たる

対象：中学生以下
参加無料／先着300 名

浴衣を着て踊ってくださる方等
手ぬぐいを差し上げます｡
先着100 名様

アルミ缶回収にご協力ください
場内のアルミ缶を､すすいで
本部に持ってきてくれた小学生に、
買い物券を進呈｡
5 缶につき100 円券1 枚
小学生のみ

おやじバンド特設
ステージ

午後 4時 30 分受付／ 4時 45 分開始

午後 5時 20 分～6時 00 分

会場内アルミ缶回収

てぬぐいプレゼント

会場内の売店では、世田谷区内共通商品券がご利用になれます。
焼きそば･焼きとり･焼トウモロコシ･磯辺焼き･フランクフルト･冷し白玉ぜんざい･かき氷･綿あめ
冷しうどん・ポップコーン・チョコバナナ・杏仁豆腐・フライドポテト･マンゴープリン･生ビー ル
サングリア･缶ビール･缶チューハイ･缶ジュース･お茶･プルシュワゼリーソーダ・ラムネ･輪投げ･お面
スーパーボールすくい・ヨーヨー・チャリティ風船･光るブレスレット・光るイヤリング・くじ　etc

特設
ステージ

20112012

会場内は全面禁煙です。ペット同伴はご遠慮ください。



<< 用 賀用 賀 >
7月 25日 （水） ・ 26日 （木）　18時～ 21時　　於 ： くすのき公園

『用賀に夏が来た！サマーステージ24』

用賀はサマーステージと題して盆踊りのほかに、ステージ上で様々なグループが歌や踊りやダンスを披露する予定。地元町会
を中心とした屋台や模擬店は例年大盛況！今年はどんな屋台が出店するのか？今から楽しみです！是非お越しください！

　今年はあります！ 8/18世田谷区たまがわ花火大会

　世田谷区民の鮮やかな未来への 「希望」、 昨年の東日本大震災で被災された方への復興を祈願した 「希望」、

そして区制施行 80周年を記念し、 世田谷区の更なる発展を期した 「希望」 ――　 様々な新しい未来への希望

を華やかな花火で表現し、 世田谷らしい斬新かつダイナミックな花火が打ち上がります。 また、 今回は、 区内で

避難生活を送られている被災者の方に花火大会を一緒に楽しんでいただく企画や、 東日本大震災復興支援物産展

も予定されています。 ところで、 １時間に渡る打ち上げ花火にはプログラムがあるのをご存知ですか？たとえば、

19 時 10 分からの Stage2 は 「Power of Africa」 と題して、 世田谷区にあるタンザニアやアンゴラ、 カメルーン、

リベリア、 ルワンダのアフリカの在日大使館にちなんで、 アフリカの大自然や野生動物、 灼熱の太陽、 人々のパ

ワーを色鮮やかな原色の花火で表現します。 その他、 「東北の息吹」 「世田谷☆night」 「真 ・ 文明開化」 「ティンカ

ーベル」 など、 どのような花火が上がるのか期待大です。 もちろん場所取り

の必要が無い有料席の販売もあります。 詳しくは花火大会のホームページで

お調べください。 きっとひと味ちがった花火鑑賞ができると思いますよ。

　政令指定都市移行４０年記念事業
 

第７１回川崎市制記念多摩川花火大会

日時 ： 平成２4 年 8 月１8 日 （土） 
　　　　　　　　＊ 荒天の場合は翌 19 日 （日）
　　　　　　花火打上げ午後 7 時 00 分から
　　　　　　　　　　　　　　　　午後 8 時 00 分まで （予定）
場所 ： 川崎市高津区諏訪 ・ 多摩川河川敷
　　　　　　（第三京浜道路 ・ 国道 246 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔二子橋〕 間の河川敷）

川崎の夏の夜を彩る川崎市制記念多摩川花火大会が今年も下記の日程で開催されます。

8月18日（土）
5,000円 20,000円 全席

指定

平成24年度　川崎市制記念
政令指定都市移行40年記念事業

 会　　場
川崎市高津区諏訪・多摩川河川敷
（第三京浜道路・国道246号〈二子橋〉間の河川敷）

 アクセス
東急田園都市線「二子新地駅」から徒歩約15分
東急田園都市線「高津駅」から徒歩約25分
諏訪交差点入口または、その下流の臨時スロープからご入場ください。
＊当日は混雑が予想されますので、お早めにご入場ください。
＊当日は多摩沿線道路、多摩堤通りを中心に大幅な交通規制が予定されています。
　自転車・車での来場は控え、公共交通機関をご利用ください。

■主催／川崎市、一般社団法人川崎市観光協会、高津観光協会　■運営主管／神奈川新聞社  TEL：045-227-0088

開　　場 17：00～
打上開始 19：00～
開　　場 17：00～
打上開始打上開始 19：00～
＊荒天の場合は翌19日（日）

1席 1シート

パイプ椅子席 ファミリーシート（4人用）

12,000円1シート

ペアシート（2人用）

川崎市
打上地点

世田谷区
打上地点

平成24年度　川崎市制記念第71回

多摩川花火大会では、充実した大会運営のため、皆様からのご協賛を募集します。

お菓子と飲み物のサービスあり！

同時開催の
世田谷の花火も
楽しめる！

打上地点
近くの
特等席！

専用トイレも整備！

000円0000000000000000000000000
180シート限定

チケットのお申込はこちらから （お電話でのお申込み）
■　チケットぴあ　　ＴＥＬ　０５７０－０２－９９９９
　　　　　　　　　　　　    　　Ｐコード　６２１－２３６

有料席もあります。

今年のテーマは今年のテーマは 「希望」「希望」


