
日時 平成２９年　９月２２日（金）１３：００～

場所 白石市役所　３階　第３会議室

１． 第１０回鬼小十郎まつりの開催について

２． ＳＡＫＵＲＡ ＣＡＭＰ ２０１７の開催について

３． 白石市観光施設間シャトルバス試験運行について

４． その他

定　例　記　者　会　見　資　料

白　石　市



平成２９年９月定例記者会見資料

「第１０回鬼小十郎まつり」について

担当：総務部企画情報課

■事業の概要 

 総勢およそ１２０名の武者達が戦いを繰り広げる、鬼小十郎まつりのメーンイベントで

ある「大坂夏の陣～道明寺の戦い～」は、二代片倉小十郎重長と真田幸村の激突を再現する。

白石城本丸広場を舞台に、片倉鉄砲隊の火縄銃、真田忍者隊の演舞、片倉弓隊の射的、そ

して甲冑武者の合戦シーンなど、見どころ満載の一大歴史絵巻が繰り広げられる。 

■あらすじ 

 慶長２０年（１６１５年）５月６日、大坂城の南方、道明寺口にて徳川方と豊臣方

が激突。このとき、伊達の先陣片倉重長勢は、後藤又兵衛（ごとう またべえ）、薄

田隼人正（すすきだ はやとのしょう）など、豊臣方の猛将達を次々と破り、重長自

身も「鬼小十郎」と言われるほどの大活躍を見せた。 

 そして、その片倉軍の前に現れたのが、「日本一の兵（ひのもといちのつわもの）」

と言われた真田幸村の軍勢。両軍は大激戦を繰り広げた。 

 片倉・真田の戦をはじめ、各地で激戦が展開されたが、豊臣方は幸村の奮戦もむな

しく破れ、幸村ほか多くの武将達が命を落とし、大坂城も落城する。 

■スケジュール 

 １０：００ 火入れ式・開会式

１０：１５ 榊流大町神楽

１０：３０ 白石市消防団伝統階子乗り

１０：５０ 居合披露

１１：００ 武将隊パフォーマンス

１２：２０ 大鷹沢子ども太鼓の会

１３：００ 片倉軍ＶＳ真田軍決戦 大坂夏の陣～道明寺の戦い～
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■鬼小十郎まつり関連グッズ

 ・鬼小十郎まつりオリジナル手ぬぐい

  限定３００本 １本１，０００円

 ・鬼小十郎まつりカレンダー

  限定２００個 １個１，０００円

 ・オリジナルシリコンバンド 片倉１０th ブラック・真田１０th レッド

  各色限定５００本 １本５００円

■関連イベント情報

 ・人力車体験（11:30～16:30）
  運行ルート すま i るひろばからＪＲ白石駅を１周

  料金１台 １，０００円（大人２人まで可）

 ・きもの体験（9:30～16:30）
壽丸屋敷内できものの着付けを行い、町中をめぐることができます。

  料金（簡単なヘアメイク込み）

  大人 ３，０００円

  小人 １，０００円

・忍者体験（10:00～16:30）
すま i るひろばで本物の手裏剣と吹き矢の体験

  料金 ３投２００円

 ・武者行列（11:00～11:30）
道明寺の戦いへ向かう片倉・真田両軍の甲冑武者がＪＲ白石駅前から城下広場を目指

して行軍します。

 ・ニホンジンプロジェクト LIVE＆「白石よござりす」公開録音（15:00～）

  すま i るひろばにおいて、白石市観光大使「ニホンジン」が、そして白石のラジオ情

報番組「白石よござりす」が帰ってきます。 
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平成２９年９月定例記者会見資料 

「SAKURA CAMP 2017の開催について」 

担当：総務部東京オリンピック・パラリンピック推進室 

  当市では柴田町・仙台大学と「白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協

議会」を設立し、２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿招致活動を推進し、本年６月

にはベラルーシ体操協会と２０１７年から２０２０年まで新体操ナショナルチームの事前合宿実施

について協定を締結しております。 

  第１回目となる本年は１０月３日（火）から１１日（水）まで当市及び柴田町（仙台大学）におい

て「SAKURA CAMP ２０１７」として事前合宿が開催されます。 

また白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）が開館２０周年を迎えることから、記念

事業として１０月８日（日）にベラルーシ新体操ナショナルチームの協力で新体操演技発表会を開

催します。 

 当市では新体操ナショナルチームの事前合宿を契機として新体操を通じて世界的にもレベル

の高いベラルーシ共和国との市民による国際交流を促進し、交流人口の拡大や地域活性化、人

材育成を図りたいと考えています。
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２０２０東京オリンピックにおけるベラルーシ新体操ナショナルチームの

事前合宿招致について（経過報告）    

平成２９年９月１９日現在 

○平成２８年３月２３日 

 白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会設立総

会開催。 

○平成２８年６月２日 

 日本体操連盟を訪問し協力依頼。 

白石市長、宮城県体操協会理事長石川信雄氏、白石市新体操協会会長日下

イサヲ氏、事務局で訪問 

○平成２８年８月より順次 

 協議会ロゴマークの制作、公式ホームページ・ＰＲ動画の制作及び公開、

ポスター・パンフレット（英語・フランス語・ロシア語・繁体字）の制作

及び配付等により事前合宿招致活動を実施。 

○平成２８年９月７日、８日 

 白石市新体操協会長日下イサヲ氏や関係者からベラルーシを対象にした

事前合宿招致のアドバイスを受けたことから、東京体育館で開催された

「イオンカップ２０１６」※に参加。ベラルーシ新体操ヘッドコーチレパ

ルスカヤ氏に東京オリンピック事前合宿を提案。 

※「イオンカップ世界新体操クラブ選手権」は「クラブ世界チャンピオン」

を決定する大会で「世界選手権」「ヨーロッパ選手権」と並ぶ世界三大大

会のひとつ。 

○平成２８年１０月１７日、１８日 

 ヒルトン東京お台場で開催されたＦＩＧ（国際体操連盟）各国誘致説明会

※に参加。ベラルーシ体操協会会長エレナ・スクリペリ氏、ベラルーシ新

体操ヘッドコーチレパルスカヤ氏に事前合宿について提案。新体操指導者

として仙台大学に長期滞在経験のあるマリア・マカロワ氏（ベラルーシ共

和国国立体育・スポーツ学院教員）にもご協力頂き、事前合宿招致活動を

実施。 

 ※ＦＩＧ総会は２年に１回開催され、平成２８年１０月に東京での開催と

なった。総会開催中に事前合宿の招致を目的とした各国誘致説明会が開催

された。 

○平成２８年１０月２６日 

 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣あて対

象国をベラルーシ共和国としてホストタウン登録申請。 

【白石市東京オリンピック・パラリンピック推進室】
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○平成２８年１１月９日 

 ベラルーシ新体操ヘッドコーチレパルスカヤ氏あてに白石市長、柴田町長

から事前合宿に関する親書を送付 

○平成２９年１月 

 ベラルーシ体操協会会長エレナ・スクリペリ氏より事前合宿について実施

したい旨の公文書が１２月１５日付けで送付（別紙参照）。 

○平成２９年２月２１日～２４日 

 会長である朴澤理事長、仙台大学職員、白石市・柴田町・仙台大学東京オ

リ・パラ事前合宿招致推進協議会事務局でベラルーシ共和国を訪問。ベラ

ルーシ体操協会、ベラルーシ共和国国立体育・スポーツ学院、ベラルーシ

オリンピック委員会、ベラルーシオリンピックアカデミーなど関係機関を

訪問。ミンスク市とも会談。 

○平成２９年５月１３日 

 ベラルーシ共和国訪問の際面会したミンスク市担当者から事前合宿招致

施設等の見学希望があったことから、仙台国際ハーフマラソン大会開催に

伴い来日したミンスク市（ミンスク市は仙台市の国際姉妹都市）スポーツ

観光部筆頭副部長アンドレイ・パツェエウ氏に白石市のホワイトキュー

ブ、柴田町の仙台大学施設を見学頂いた。 

○平成２９年５月２６日 

 （公財）日本体操協会第１回「事前合宿誘致活動説明会及び情報交換会」

に参加しベラルーシ新体操事前合宿招致に関する事例紹介を実施。 

○平成２９年６月１４日 

 ベラルーシ体操協会と事前合宿に関する協定書・合意書の締結。 

○平成２９年７月７日 

 白石市、柴田町が２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会に

おけるベラルーシを相手国としたホストタウンに登録。（第四次登録） 

○平成２９年１０月３日～１１日 

「SAKURA ＣＡＭＰ ２０１７」としてベラルーシ新体操ナショナル

チームの事前合宿を白石市（ホワイトキューブ）と柴田町（仙台大学） に

おいて実施し、１０月７日には柴田町の仙台大学第５体育館で、８日には

ホワイトキューブで開催する「ホワイトキューブ開館２０周年記念新体操

演技発表会」において、９日は仙台市のカメイアリーナ仙台（仙台市体育

館）でベラルーシ新体操ナショナルチームの演技披露を行う予定。また、

事前合宿の期間中、市民・町民との交流事業を行う予定。 

【白石市東京オリンピック・パラリンピック推進室】
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２０２０東京オリンピック 

ベラルーシ新体操ナショナルチーム事前合宿 

「SAKURA CAMP2017」事業計画書

（１）事前合宿の名称について

 事前合宿の名称は「ＳＡＫＵＲＡ ＣＡＭＰ ２０１７」です。白石市や柴田町には桜の名

所があり、ベラルーシ共和国の首都ミンスク市にも日本から桜が寄贈されていることなどから

名付けたものです。 

（２）事前合宿実施者及び受入主体

 実 施 者 ベラルーシ新体操ナショナルチーム 

 受入主体  白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会 

（事務局 白石市総務部東京オリンピック・パラリンピック推進室） 

（３）事前合宿内容及び期間について

 本年の事前合宿は１０月３日から８日まで白石市（ホワイトキューブ）と柴田町（仙台大学） 

において実施され、１０月７日には柴田町の仙台大学で（同時開催：「２０１７第７回東北こども

博」）、８日にはホワイトキューブで開催する「ホワイトキューブ開館２０周年記念新体操演技

発表会」、９日には仙台市体育館においてベラルーシ新体操ナショナルチームの演技披露を行

う予定です。（別紙１参照） 

 また、事前合宿の期間中、市民・町民との交流事業を行います。 

（４）ベラルーシ新体操ナショナルチームの参加人数について  

本年の事前合宿にはコーチ、スタッフなど５名、個人・団体選手９名の合計１４名が参加

の予定です。（別紙２参照）

日 程 曜 日 事前合宿の内容 会 場 

10月3日 火 
来日、白石市役所訪問、ホワイトキューブ見学、ホワイトキュ

ーブ新体操教室との交流 
白石市 

10月4日 水 
白石城見学、東中学校・大平小学校訪問、練習会（ホワイト

キューブ） 
白石市 

10月5日 木 練習会（ホワイトキューブ） 白石市 

10月6日 金 
柴田町役場訪問、大光寺、浄心幼稚園、槻木小学校訪問、練

習会（仙台大学）、全体交流会（ホテル原田） 
柴田町 

10月7日 土 
練習会、公開演技会（仙台大学）〔同時開催：「２０１７第７回東

北こども博」〕 
柴田町 

10月8日 日 
練習会・ホワイトキューブ開館２０周年記念新体操演技発

表会にて公開演技（ホワイトキューブ） 
白石市 

10月9日 月 公開演技会（仙台市体育館）、仙台市泊 仙台市 

10月10日 火 移動日、東京都泊 東京都 

10月11日 水 離日（ベラルーシ共和国へ） 東京都 
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＜ベラルーシ新体操ナショナルチーム公開演技会計画概要＞ 

〔柴田町・仙台大学〕 

１．日時：2017 年 10 月 7 日（土） 12：00～13：10 

場所：仙台大学第５体育館 

（同時開催の「2017 東北こども博」の中で演技披露） 

２．内容 

１）開会挨拶 

２）ベラルーシ共和国紹介 

３）ベラルーシ新体操ナショナルチーム挨拶 

４）新体操演技説明 

５）演技披露 
仙台大学新体操競技部、ベラルーシ新体操ナショナルチーム

６）選手紹介 

７）閉会挨拶 

〔白石市〕 

１．日時：2017 年 10 月 8 日（日）13：45～15：30（ﾘﾊｰｻﾙ 10:00～12:00） 
場所：ホワイトキューブアリーナ 

（ホワイトキューブ開館２０周年記念新体操演技発表会において演技披露） 

２．内容 

１）開会 

２）ホワイトキューブ新体操教室、東京女子体育大学新体操競技部 

ベラルーシ新体操ナショナルチーム選手入場及び紹介 

３）主催者挨拶 

４）来賓祝辞 

５）ホワイトキューブ開館２０周年記念感謝状贈呈 

６）オープニングアクト「永遠のカンパニージャ」 

７）演技披露 
① ホワイトキューブ新体操教室、東京女子体育大学新体操競技部演技披露 

② ベラルーシ共和国紹介 

③ ベラルーシ新体操ナショナルチーム挨拶 

④ 新体操演技解説 

⑤ ホワイトキューブ新体操教室女子団体演技披露 

⑥ 東京女子体育大学新体操競技部、ベラルーシ新体操ナショナルチーム演技披露 

  ８）ベラルーシ新体操ナショナルチーム・スタッフ紹介 

  ９）閉会 

〔仙台市〕 

１．日時：2017 年 10 月 9 日（月） 10：00～12：00（事前練習 9:00～10:00） 

場所：カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）第１競技場 

２．内容 

１）開会 

２）ベラルーシ新体操ナショナルチーム紹介・ご挨拶 

３）ベラルーシ新体操ナショナルチーム公開練習 

４）ベラルーシ新体操ナショナルチーム演技披露 

５）ベラルーシ新体操ナショナルチーム写真撮影 

６）閉会 

別紙１  

-7-



ベラルーシ新体操ナショナルチーム事前合宿 「SAKURA CAMP 2017」参加者名簿 

LEPARSKAYA  Irina イリーナ・レパルスカヤ ヘッドコーチ

LOBACH Marina マリーナ・ロバチ コーチ

NENASHEVA Tatiana タチアナ・ニナシエバ コーチ

BIALIAUSKAYA Katsiaryna ｶﾁｪﾘｰﾅ･ﾋﾞｱﾘｱｳｽｶﾔ コーチ

KRUK Barys ﾊﾞﾘｰｽﾞ・ｸﾙｰｸ 理学療法士

HALKINA Katsiaryna ｶﾁｪﾘｰﾅ・ｶﾞﾙｷﾅ 選手（個人）

HARNASKO Alina ｱﾘｰﾅ・ｶﾞﾙﾉｼｺ 選手（個人）

SALOS Anastasiia ｱﾅｽﾀｰｼｬ･ｻﾛｽ 選手（個人）

TSITSILINA Arina ｱﾘｰﾅ・ﾁｨﾁｨﾘｰﾅ 選手（団体）

KATSIAK Maryia ﾏﾘｱ・ｶﾁｬｯｸ 選手（団体）

AVADZINSKAYA Marharyta ﾏﾙｶﾞﾘｰﾀ・ｱﾊﾞﾄﾞｩｼﾞﾝｽｶﾔ 選手（団体）

SHVAIBA Hanna ｱﾝﾅ･ｼｪﾊﾞｲﾊﾞ 選手（団体）

RYBAKOVA Anastasiya ｱﾅｽﾀｰｼｬ･ﾘﾊﾞｺﾜ 選手（団体）

HAIDUKEVICH Hanna ｱﾝﾅ･ｶﾞｲﾄﾞｩｹﾋﾞﾁ 選手（団体）

別紙２
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○白石市観光施設間シャトルバス試験運行について
（地方創生拠点整備交付金事業：点在する地域資源をつなぐ二次交通試験運行）

H29.9.22（金）

担当：市民経済部商工観光課

宮城蔵王キツネ村への観光客増加が顕著であることから、宮城蔵王キツネ村か

ら弥治郎こけし村への誘客増と白石城などの各交流拠点間の相互連携利用の増加

による交流人口の拡大と収益向上を図ることとしました。市民バスが平日のみの

運行としているため、土日祝日における民間等による２次交通の運行に向けた調

査を行うため、市内観光施設をつなぐシャトルバスの試験運行を行います。

この２次交通の試験運行は、地方創生拠点整備交付金を活用して、「白石市弥

治郎こけし村」の抜本的なリノベーションを実施し、施設整備と併せて、展示体

験関連設備についてもリノベーションを図ると共に、ドローンを活用した映像の

製作や２次交通の試験運行をを行い、「地域ブランドの確立」のための拠点施設

・地域資源を結ぶ結節拠点へと進化させ、地域全体の交流人口の拡大と地域産業

の活性化を一層加速いたします。

１ 運行期間及び運行日

平成２９年１０月１日（日）から平成３０年３月１８日（日）までの土日祝

日のみの５２日間運行とする。ただし、平成２９年１２月３０日（土）から平

成３０年１月１日（祝日）までの３日間を除く。

２ 運行区間

城下広場（白石城）→鎌先温泉 →弥治郎こけし村→宮城蔵王キツネ村

宮城蔵王キツネ村→鎌先温泉→弥治郎こけし村→城下広場（白石城）

３ 運行時刻

第１便 城下広場（白石城）発9:30 →鎌先温泉9:45 →弥治郎こけし村9:48

→宮城蔵王キツネ村着10:05

第２便 宮城蔵王キツネ村発10:20→鎌先温泉10:37→弥治郎こけし村10:40

→城下広場（白石城）着10:55

第３便 城下広場（白石城）11:30→鎌先温泉11:45→弥治郎こけし村11:48

→宮城蔵王キツネ村着12:05

第４便 宮城蔵王キツネ村発12:20→鎌先温泉12:37→弥治郎こけし村12:40

→城下広場（白石城）着12:55

４ バス運賃

１人につき１回の乗車あたり一律５００円

ただし、小学生以下、身体障害者手帳、療育手帳並びに精神障害者保健福祉

手帳提示者は半額

５ 受託事業者 株式会社ミヤコー白石営業所
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