
作成日 2012 年  8 月 20 日   

エリア 東北 都道府県 宮城県 

No. 29 観光地・資源 仙台七夕祭り 

「東北の古都を彩る 3000 本の祈り」 

 

■外国人のための工夫 

現在でも中華圏に人気のある街、仙台。それは中国の文豪魯迅が若き日に滞在した街であるからだ。その点

をしっかりと押さえて展開します。またアジア圏にもある七夕の節句が仙台ではどのような姿で催されているか

をじっくりと紹介し、文化の違いに対する興味をかきたてます。 

 

■  “人・時・自然のつながり”の描き方 

人 ：祭りを楽しむ多くの人を描くことにより、同じく祭りを楽しんでいる臨場感を描きます。特に様々な縁日遊び

（金魚すくいなど）を人と共に描くことで、祭りの楽しさを増幅します。 

時 ：古くは伊達正宗、そして魯迅などのエピソードを活用し、仙台の街としての歴史感を伝えます。また、その

エピソードを活用して、七夕祭りは仙台の人々を歴史的に楽しませてきたことを伝えます。 

自然 ：侍屋敷の屋敷林までさかのぼる“森”は人々の暮らしを災害（風・雪・火）から守る、なくてはならない

存在であった。その森が護りし仙台を、人と時と自然のつながりの象徴として描く。 

 

 

資料 3-2



■撮影項目イメージ 

★青葉城跡、瑞鳳殿、大崎八幡宮 

イメージ： 伊達政宗像、青葉城跡、瑞鳳殿、国宝大崎八幡宮などを通して、七夕祭りが行われる仙台の歴史

的背景を説明。 

 

★仙台市街 

イメージ： 仙台市俯瞰、街路樹に囲まれた街並みなどを通して「杜の都」と呼ばれる由来を訴求。 

 

★魯迅 

イメージ： 中国の文豪魯迅の中華圏と仙台との結びつきを紹介。 

 

★七夕祭り（朝～昼） 

イメージ： 七夕飾り付け、縁日の賑わいなどを。旅人の目線を交えながら体感します。 

 

★七夕祭り（夜） 

イメージ： ライトアップされた 3000 本の七夕群や祭りの前夜に行われる花火大会を通じて仙台七夕祭り独自

の美しさを紹介し、それを楽しむ老若男女の合間に主観映像を挟み込むことで旅人の目線の臨場感ある映像

を目指します。 

 

スーパーの考え方 

「杜の都」仙台の街の礎を築いた戦国武将・伊達政宗は今もなお市民に愛され続けている。 

七夕祭りも伊達政宗が奨励したのが始まりと言われる。今、仙台は東北随一の都市となり、 

七夕祭りも東北三大祭りに数えられるほどに発展した。伊達政宗の思いが長い時を超えて 

脈々と受け継がれて、発展した街の様子、盛大で美しく進化した七夕祭りの様子、 

そして人々が祭りを楽しんでいる様子を描きます。 



No. 観光地・資源 仙台の街並み・仙台七夕祭り

仙台。

戦国武将・伊達政宗が 1601 年に開いた、

東北最大の街。

伊達政宗を祀る霊廟瑞鳳殿。

仙台市内には

伊達政宗が造営を開始したという

現存最古の建築物、国宝・大崎八幡宮。

その他多く、

伊達政宗ゆかりの旧跡が残っている。

No.1

東北エリア 都道府県 宮城県 映像時間 3分

映像イメージ 内容・テロップ



政宗が開いた当時、仙台は武士が多い町だった。

仙台が別名「杜の都」と呼ばれる所以だ。

その多くの侍屋敷に植えられた屋敷林が

風・雪・火の災害からこの町と住民をを守っていた。

20 世紀初頭の中国の文豪・魯迅は、

この杜の都で若き医学生時代を過ごす。

ただ、医学より文学に熱中していたようだ。

No.2

映像イメージ 内容・テロップ

ここ仙台には、その若き魯迅も目にし、

愛でたであろう祭りがある。



「仙台七夕祭り」。

この祭りは、伊達政宗が

仙台の女性の文化向上のために始めたとされる。

それは、

七夕の日の夜にのみ逢瀬を許された「織姫」「彦星」の、

織姫伝説とつながっている。 

仙界の織物作りに優れた織姫にちなんだ、

織姫の織り糸を象徴する吹き流し。

そして織姫のように手習いが上達するよう願いを込め、

短冊に詩歌を書く。

No.3

映像イメージ 内容・テロップ



その他にも、 無駄遣いを戒める巾着、

清潔と倹約の心を育てる屑籠、

裁縫の腕が上がるよう願われた紙衣

織姫の織り糸を象徴してそうめんを食べるなど、

女性のための様々な飾りつけが施されている。

現代の「七夕祭り」には

さまざまな屋台が並び、

祭りの賑わいを盛り上げる。 

かき氷や金魚すくいを楽しむ、

多くの人の元気な笑顔が印象的だ。

伊達正宗が始めたこの祭り。 

 飢饉で荒廃した社会を元気づけるために

江戸時代に広がりました。

No.4

映像イメージ 内容・テロップ



アクセス情報 表記

明治維新や世界大戦などにより、

一時は祭りがなくなりかけました。 

しかし、 いずれも仙台の商店街の尽力で復興。 

今では東北三大祭りの一つと言われています。

仙台七夕祭りは、

毎年 8月5日 に花火

毎年 8月6日・7日・8日に本祭りが開催されています。

七夕まつりは、仙台の元気の象徴と言えそうです。

あなたもぜひ、 仙台の元気を体験しに来てください。 

No.5

映像イメージ 内容・テロップ

仙台駅から徒歩で訪れることが可能です。



 

作成日 2012 年  ８月 20 日   

エリア 北海道 都道府県 北海道 

No. 2 観光地・資源 富良野ラベンダー・美瑛パッチワーク 

「～富良野・美瑛の大パノラマを巡る～」 

■外国人のための工夫 

広大な開放感に溢れる当地はとりわけアジアからの観光客に人気がある。彼らはこの場所をドライブしていく

ことで、自国では味わえない旅情を楽しんでいる。 

そうした事実を踏まえ、当映像では随所にドライブシーンを盛り込むことによって視聴者の旅情をかきたてな

がら、当地の美しい風景、観光施設、特産品などを紹介します。 

 

1.  “人・時・自然のつながり”の描き方 

人 ：ラベンダー畑、ワイナリー、テラスなどで働く人を描き、富良野や美瑛の自然が人の暮らしを支えているこ

と、そこで楽しめる食を紹介。富良野から美瑛ではドライブの目線を意識した旅行者目線で描きます。四季

彩の丘でも、トラクター列車の乗車目線から旅行者気分を体感できる映像を撮影。 

時 ：ラベンダー畑やワイナリーなど長い間、人が丹念に作ったこの二つの要素を象徴的に描く。 

自然 ：“青い池”のように偶然生まれた美しさだけでなく、人間が時間をかけて作り上げた自然の美しさの対

比が感じられるように描いていく。特に人が作った自然に関しては、その周辺で体験できる要素を合わ

せて描き、日本らしい自然の楽しみ方を見られるような映像を撮る。 



■撮影項目イメージ ※適所に効果的に主観映像を使用して臨場感を演出します。 

 

★ファーム富田 

イメージ： 田園風景の中に広がるラベンダー畑。散策する人々。ショップ「花人の舎」でラベンダーのエッセンシ

ャルオイルを利用したグッズが並んでいる店内でショッピングを楽しむ。 

 

★富良野直営「ふらのワイン」 

イメージ：赤い屋根とレンガのワイン工場。広がるぶどう畑。「ふらのワイン」とチーズ料理を楽しむ気分を描く。 

 

★ショッピングロード・ニングルテラス 

イメージ： 木道沿いに並ぶおしゃれなログハウスの店。店内に並ぶ手作り品を紹介することで、旅先でのショッ

ピングを楽しむ。 

 

★パッチワークの丘 

イメージ： のどかな丘陵地帯をドライブ。なだらかな丘にビートやジャガイモ、小麦などの栽培風景などで、広大

で開放的な空気感味わいます。また、麦稈（ばっかん）ロールや点在する木々、民家、ヒマワリなどの花々が作

り出す美しいコントラストでアジアには見られない風景を満喫する。 

 

★青い池 

イメージ：たたずむ白樺、神秘的な青い湖。そこを散策する人々と同じ目線で描く。 

 

★四季彩の丘（しきいろどりのおか） 

イメージ：「トラクターバス」を紹介することで、立って眺めるだけではない、ここならではの花畑の楽しみ方を味

わいます。 

 

スーバーの考え方 

「ラベンダー畑」や「パッチワークの丘」をはじめとした丘陵風景と花の風景が人気の「富良野・美瑛」。そん

な富良野・美瑛の人々の生活と自然が織りなす広い大地ならではの風景、そしてその土地で生まれる特

産物、予期せず生まれた神秘的な場所「青い池」を旅人目線の映像で叙情豊かに伝える。 

 

 

 

作成日 2012 年 8 月 20 日   

エリア 京都 都道府県 京都府 

No.  観光地・資源 祇園祭 



No. 観光地・資源 富良野・美瑛

日本最大のラベンダー栽培地　富良野。

傾斜地一面にラベンダーが咲き乱れる。

この地がラベンダー栽培に

適しているとわかってから、

70 年近くに渡って繰り広げられてきた

初夏の風景だ。

「ラベンダーを生かしたものづくりをすることで

ラベンダーを生かし続けたい。」

そんな生産者たちが作る

香ばしい香料を使った特産品が

旅人を惹きつける。

No.1

映像イメージ 内容・テロップ

北海道

◆ファーム富田

都道府県 北海道 映像時間 3分



昼夜の温度差が大きい富良野盆地。

酸味の効いた糖度の高いぶどうから

ワインも作られる。

ワインもまた、土地に育まれ、人の手と時により

作り出され、富良野産の食材に彩りを添えている。

No.2

◆富良野直営「ふらのワイン」

映像イメージ 内容・テロップ



富良野ではショッピングエリアも

自然にとけ込んでいる。

自然をモチーフにした様々なアイテムが、

富良野の温もりを感じさせてくれる。

一面に栽培された農作物、野性味溢れる花々、

点在する木々や家屋が描き出す

広大なパノラマ風景。

富良野から北へ 1時間半のドライブ。

大雪山十勝岳連峰を背景に望む丘陵地帯、

美瑛に到着する。

人と自然と夏が創りだした

旅人への贈り物だ。

No.3

◆ショッピングロード・ニングルテラス

◆パッチワークの丘

映像イメージ 内容・テロップ



十勝岳の裾野にある湖。

その神秘的なブルーは多くの旅人を魅了する。

「青い池」は予期せず生み出された

自然現象から生まれた神秘な池。

No.4

ドライブショット

◆青い池

映像イメージ 内容・テロップ



まるで絨毯を敷き詰めたように

花々に埋め尽くされた『四季彩の丘』

◆四季彩の丘

満ち満ちた花の香りまでが旅人を出迎え、

その心を癒す。

富良野と美瑛

その魅力は時間をかけて自然と人の営みから

生み出された美しい姿に出会える場所だ。

アクセス情報 表記

No.5

◆パッチワークの路　夕景

映像イメージ 内容・テロップ



 

 

 

千年の宴・動く美術館｢祇園祭｣ 

 

 

 

外国人のための工夫 

幽玄の趣とにぎやかな楽しさを兼ね備えた「日本の祭り」そのものが持つ魅力は、外国人の心に直接的にアピ

ールできる日本の魅力のひとつと考えます。そこで、日本三大祭りのひとつ「祇園祭」の壮麗な「山鉾巡行（重

要無形民俗文化財）」の伝統美をコンパクトに紹介。そこに居合わせた人々の視点で、エンターテインメントとし

て（歴史情報は簡潔に）描写します。 

 

“人・時・自然のつながり”の描き方 

人： 京都駅を降りて街へ出る様子を“旅行者目線”で描き、旅への期待感をあおります。また、祭りの中

に飛び込んでいき、多くの参加者を描くことにより、同じ参加者としての臨場感を描きます。 

時： 祭りの象徴的存在である“山鉾”を、初日の昼・夜、そして翌朝という時の流れの中で変わりゆく美し

さを、清廉に、妖艶に、そして力強く描いていきます。 

自然： 人と時と自然のつながりの象徴である祭りは、本映像において全面に描かれていきます。

 特に山鉾は、職人が縄締めの伝統的手法で釘一本使わずに組み立てていくもの。まさに人が自然

から得た材料を使い、時間の中で洗練させた存在。祭りの象徴として描きます。 

 



■撮影項目イメージ ※適所に主観映像を使用して臨場感を演出します。 

★京都駅 

イメージ：新幹線から降りて駅ビルを出る。そして歴史ある京の風景から祭りの舞台を紹介することで期待感を

高めます。 

★祇園祭の宵山 

イメージ：都市に立ち並ぶ巨大な山鉾。あふれる観光客、露店と提灯と祇園囃子の音色という異空間の臨場

感を味わいます。 

 

★山鉾巡行クライマックス 

イメージ：長刀鉾を先頭に進む山鉾。10 トン以上の巨大な山鉾の迫力の辻回し、『動く美術館』の由来である

懸装品の数々や歴史、京都の人々の祇園祭への想いを紹介します。 

 

 

 

スーパーの考え方 

現代の京都の街並みが、初夏のこの祭りの時だけは古の空気を感じる異空間に様変わりする。京都の人々に

愛され続けてきた祭りの由来、『動く美術館』との異名を誇る山鉾巡行の様子など、古の空間にひととき身をお

くかのような気分を伝えます。 

 



No. 観光地・資源 祗園祭

西暦 794 年の平安遷都以来、

1000 年の都だった、京都。

今では毎年 4000 万人が降り立つ

日本最大の観光地。

この街には日本を代表する祭りがある。

「祗園祭」

人はその祭りで暑い夏の訪れを知る。

No.1

映像イメージ 内容・テロップ

京都 都道府県 京都府 映像時間 3分



869 年に疫病対策として始まった仏事だったが、

14 世紀ごろには山鉾を中心とする” 祭り” に。

安土桃山時代にはペルシャ絨毯などが数多く輸入され、

財を蓄えた町衆たちが「山鉾」を飾り始めた。

山鉾が「動く美術館」と言われる所以はここにある。

No.2

映像イメージ 内容・テロップ

７月１０日、京都四条かいわいで鉾建てが始まる。

山鉾は祭りごとに組み立て、分解される。

鉾建てによって、祭りのムードが一気に高まる。

そして7月16日は祇園祭宵山。

祭りの主役はこの巨大な屋台「山鉾（やまほこ）」



夕方になると山鉾に吊られた駒形提灯に火が入り、

祇園囃子が流れはじめる。

人々の興奮と共に

祭りの前夜祭「宵山」は深夜まで続く。

No.3

7月 17日の午前 9時。京都の中心地を

約 2時間かけて巡行する「山鉾巡行」が始まる。

10トンを超える山鉾を曳く、

約 50 人の鉾町の男性は、緊張しつつも誇らしげ。

先頭の長刀鉾に続く「山一番」は大注目。

鉾町の人のプレッシャーも大きい。

映像イメージ 内容・テロップ



山鉾に乗る数十名の囃子方は鉾の華。

一人前の囃子方になるには 20 年の訓練を積む。

No.4

この山鉾巡行には、

全部で３２基の山鉾が参加。

見どころの一つである辻回し。

豪快に 90 度の方向転換を決める。

実は３３基目の山鉾として、

江戸時代の大火事で燃えた大船鉾の

１５０年ぶりの巡行復帰を目指している。

映像イメージ 内容・テロップ



古い祭りではあるが、

現代の人たちの祭りでもあるのだ。

その永きにわたり、京都の人たちの心を捉えてきた

祇園祭に、あなたも来てみてはいかがだろうか。

京都祇園祭

７月１０~１４　山鉾建て

７月１６日　　宵山

７月１７日　　山鉾巡業

７月２４日　　花笠巡業

No.5

映像イメージ 内容・テロップ

アクセス情報 表記 ※京都の中心街四条烏丸を中心に展開
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