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全国山城サミット桑折大会 検 索

この事業は、福島県地

域創生総合支援事業

（サポート事業）の補助

金を受けて実施してい

ます。

後援：福島県、福島民友新聞社、福島民報社、河北新報社、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユー福島、

ラジオ福島、ふくしまＦＭ、福島コミュニティ放送FMポコ、CJ Monmo

福島県伊達郡桑折町

大字谷地字道下22－7

TEL 024-582-2408 

桑折町生涯学習課

〔戦国ステージ〕

〔歴史トーク〕
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家紋：伊達家より使用許可済

30日㊏31日㊐令和3年

10月
新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの開催となります。

当日、配信会場へはお越しいただかないようお願い申し上げます。

オンライン配信無料

第28回全国山城サミット桑折大会
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伊達氏発祥の地

－福島県－
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家紋：伊達家より使用許可済

30日（土）
13：30～15：30

31日（日）
9：30～15：00

山城サミット



9：30

10：00

10：40

10：50

11：15

12：15

12：40
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15：00

LIVE配信開始

オープニング・開会式

奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊演武

片倉鉄砲隊

基調講演 城郭考古学者 千田嘉博先生

奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊演武

桑折西山城紹介

歴史トーク 落語家 春風亭昇太師匠

　　　　　城郭考古学者 千田嘉博先生

サミット宣言・次期大会挨拶

終了

13：30

13：40

14：00

14：20

14：40

15：00

15：30

LIVE配信開始

箏男kotomen 大川義秋生演奏

奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊演武

やまがた 愛の武将隊演武

忍城おもてなし甲冑隊演舞

3武将隊合同ステージ

終了

ライブ配信

皆んな

見てね！！ライブ配信

皆んな

見てね！！

オンライン配信無料
第28回全国山城サミット桑折大会

伊達氏発祥の地

－福島県－

桑折町
こ 　 お 　 り

家紋：伊達家より使用許可済

新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの開催となります。

30日㊏ 31日㊐

■第２８回全国山城サミット桑折大会  資料冊子

「桑折西山城跡紹介/千田嘉博先生資料/

加盟自治体の山城紹介/大会開催記録」等

●価  格 １，０００円（送料込み）

※直接購入は、７００円

●期  間 販売中

●方  法 ・直接購入の場合　桑折町生涯学習課、文化記念館

・郵送購入の場合　申込後、全国山城サミット桑折大会実行委員会

  口座振り込み後、郵送発送

動画を見て「桑折西山城」を
予習しよう！！ 桑折西山城とは

［資料集に関するお問合せ先］

「氏名・連絡先・購入数・お届け先住所・振込者氏名（申込者と同じ場合は記載不要です）」を記載し、

専用サイトまたは、FAX（024-582-2470）、メール（shougai@town.koori.Fukushima.jp)から

お申し込み後、お支払い方法に関するご案内を差し上げますので、その後、口座へ振込となります。

桑折町教育委員会生涯学習課

TEL 024-582-2408　　FAX024-582-2470

1532年（天文元年）頃に陸奥国守護に任じられていた伊達稙

宗（14代）が築き、1548年（天文17年）に嫡男の伊達晴宗が

米沢に移るまで、戦国大名伊達氏の本拠であった山城です。

城は大きく本丸・二ノ丸を中心とした部分と、中館・西館を中

心とする部分に分けられ、発掘調査の結果、本丸には伊達稙宗の政治の場となった

とみられる建物跡など、伊達氏本拠時の遺構が残されています。中館・西館は、戦国

時代末期に再び大改修されていることがわかっています。

城郭考古学者・千田嘉博先生による

桑折西山城解説動画公開中

落語家として第一線で活躍し、日本

テレビ「笑点」の司会を務めるかた

わら、長年にわたる「お城めぐり」が

高じ、著書の執筆、城郭フォーラム・

お城 EXPO のパネラー、講演、城イ

ベントの出演も多い。出演番組に

「ろーかる金とく 春風亭昇太がゆ

く城めぐり」「歴史秘話ヒストリア」

「あなたも絶対行きたくなる！日本

「最強の城」スペシャル」（ NHK ）、

著書に「城あるきのススメ」（小学

館）、「歴史家と噺家の城歩き」（高

志書院）。

落語家

春風亭昇太師匠

中世・近世城郭の考古学的研究を

行い、日本各地の城跡の発掘調査・

整備の委員を務める。また世界の

城と日本の城の比較研究を行って

いる。

2015 年に濱田青陵賞を受賞。 

2016 年の NHK 大河ドラマ『真田

丸』の真田丸城郭考証者。 2018 年

に奈良新聞社から奈良新聞文化賞

を受賞。

奈良大学

文学部 文化財学科 教授。城郭考古学者

千田嘉博先生

片倉鉄砲隊
（宮城県白石市）

やまがた
愛の武将隊

箏男kotomen

大川義秋

2011年、福島県双葉町

の実家で被災し帰宅

困難に。転校先の埼玉

県立高校にある廃部寸

前の部員０人の部活動にて「箏」と出会い運命を変

える 。 箏曲界最高峰全国コンクール全国１位を二

冠 文部科学大臣賞を受賞 。 NHK E テレやテレビ

朝日、 雑誌表紙、 CM 主演など多数メディア出演

のほか、SNS 総フォロワー 70,000 人 越え、 再生

回数 1500 万回越えと、実力とネット発信力を持

ち合わせた今大注目の箏奏者。2020年、イケメン

和楽器集団「桜 men 」として avex よりメジャーデ

ビュー。 自分を表現する楽しさ を大切にし、音を通

して様々なスタイルに挑戦し続けている。

忍城
おもてなし
甲冑隊

白石城主・片倉家に伝

わる砲術を学び、その

歴史を後世に伝えるた

め、平成 11 年、「宮城

県古式鉄砲研究会」を

結成。伊達藩銃砲史や

戊辰戦争の研究、資料

の研究・収集・保存を

行い、地域社会への文

化的貢献も行う。

今からおよそ400年

前。豊臣秀吉の亡き

後、群雄割拠の混乱し

た時代。歴史を彩り、

戦国の世を駆け抜け

た偉大な武将らが、こ

こ山形県に存在してい

た。そして今甦る、やま

がた愛の武将隊。山形

県の魅力と文化を存分

に伝えようぞ！ 

忍城（おしじょう）は関東

七名城のひとつに数えら

れる名城。中でも天正18

年（1590年）、石田三成率

いる豊臣秀吉軍が行った

水攻めを耐え抜いたエピ

ソードは、数々の物語の

題材になっている。行田

市は、この地を訪れる皆

様に、歴史に親しんでい

ただけるよう、戦国時代

に秀吉軍と対峙した成田

軍の勇猛果敢な武将達により「忍城おもてなし甲冑隊」

を結成し、市内外における観光ＰＲ活動を行っている。

奥州・仙台おもてなし集団

伊達武将隊

400年の時を経て蘇っ

た伊達の武士（ものの

ふ）。奥州の覇者、伊達

政宗公と政宗公を支え

た家臣たちが伊達の

文化と心意気を現世へ

と伝える為、仙台城を

拠点とし、日本全国、海

外へも出陣して日々お

もてなしに励んでい

る。奥州・仙台おもてな

し集団 伊達武将隊、い

ざ出陣！

撮影：
畠中和久


