
◆第29回国民文化祭・あきた2014公式記録　開催事業一覧

事業№ 事業名 開催地 ジャンル

1 開会式・オープニングフェスティバル 秋田市 総合フェスティバル

2 フィナーレイベント・閉会式 秋田市

3 食文化シンポジウム 秋田市 シンポジウム

4 食文化フォーラム（県北地域） 大館市

5 食文化フォーラム（県南地域） 横手市

6 秋田文化フォーラム 秋田市

7 国際文化フェスティバル 秋田市 国際交流事業

8 神楽フェスティバル 鹿角市 伝統芸能

9 地歌舞伎の祭典 三種町

10 子ども邦舞邦楽フェスティバル 秋田市

11 能狂言の祭典 秋田市

12 邦楽の祭典 秋田市

13 日本舞踊の祭典 秋田市

14 全国ナマハゲの祭典 男鹿市

15 全国吟詠剣詩舞道祭 男鹿市

16 願人坊主が伝えた民俗芸能の祭典 八郎潟町

17 獅子舞フェスティバル 由利本荘市

18 鳥海山伝承芸能の祭典 にかほ市

19 民俗芸能の祭典 仙北市

20 太鼓の祭典 横手市

21 盆踊りフェスティバルinうご 羽後町

22 マーチングバンド・バトントワーリングの祭典 大館市 音楽

23 ゴスペル音楽祭in大館 大館市

24 東海林太郎音楽祭 秋田市

25 吹奏楽の祭典 秋田市

26 オーケストラの祭典 秋田市

27 ピアノとオルガンの祭典あきたinアトリオン 秋田市

28 合唱の祭典 秋田市

29 ミュージックフェスティバル 由利本荘市

30 大正琴の祭典 仙北市

31 アクアJAZZフェスティバルinMISATO 美郷町

32 民謡・民舞の祭典 横手市

33 湯沢に集う音楽の祭典 湯沢市

34 演劇フェスティバル 小坂町 演劇

35 市民ミュージカルフェスティバル 能代市

36 人形劇フェスティバル 由利本荘市

37 現代舞踊の祭典 能代市 舞踊・舞踏

38 舞踏・舞踊フェスティバルinAKITA 秋田市

39 ダンスフェスティバルin横手 横手市

40 現代詩フェスティバル 北秋田市 文芸

41 秋田白神子どもの俳句フェスタ 八峰町

42 川柳の祭典 大潟村

43 高橋宏幸賞 感想文・感想画 全国コンクール 由利本荘市

44 奥の細道全国俳句大会 にかほ市

45 秋田の文学について知ろう 仙北市

46 田沢湖・角館短歌大会 仙北市

47 チェンソーアートフェスティバル 北秋田市 美術

48 白神山地きりえの祭典 藤里町

49 キルトフェスティバルinみたね 三種町

50 美術展（日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真） 秋田市

51 自然と暮らす・日本の原風景写真コンテスト 潟上市

52 彫刻フェスティバル 井川町

53 文化庁メディア芸術祭秋田展 秋田市・仙北市

54 小倉百人一首かるた競技全国大会 鹿角市 生活文化

55 茶道フェスティバル 秋田市

56 華道フェスティバル 秋田市
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57 全国朝市サミット2014in五城目 五城目町 生活文化

58 囲碁サミット2014in大仙 大仙市

59 うるし・うるわし 湯沢、漆の祭典 湯沢市

60 「日本で最も美しい村」昔っこの祭典 東成瀬村

61 JOMON ART フェスタ 鹿角市・北秋田市 歴史文化

62 シンポジウム「古代秋田に集った人々」 秋田市

63 江戸に花開いた秋田の文化 仙北市

64 増田のまちなみと蔵史（くらし）めぐり 横手市

65 後三年合戦絵詞の世界 横手市

66 大地に学ぼうジオパークの祭典 男鹿市・大潟村 文化一般

67 科学フェスティバル 由利本荘市

68 ご当地ヒーロー文化祭 にかほ市

69 国指定名勝 旧池田氏庭園「秋の園遊会」 大仙市

70 秋田の美×写真の力 大仙市

71 佐藤貞子～秋田おばこ物語～ 仙北市

72 国際マンガフェスティバルinアキタ 横手市

73 ゼロダテ美術展 大館市 アートプロジェクト

74 内陸線アート 北秋田市・仙北市

75 KAMIKOANIプロジェクト秋田2014 上小阿仁村

76 アートdeまちあるき 仙北市

77 能代オペラ「椿姫」全３幕 原語上演 能代市 県民参加事業

78 秋田に集まれ！児童舞踊の仲間 能代市

79 浦の虎子踊り伝承 八郎潟町

80 第１回「雨ニモマケズ」朗読秋田大会イン八郎潟 八郎潟町

81 安藤昌益をみんなのものに！ 秋田市・大館市

82 第8回全国ラジオ歌謡音楽祭 秋田市

83 秋田のこころ 秋田市

84 室内楽フェスティバル ハープ・ギター・フルートの響き 秋田市

85 マンドリンと秋田の文化の祭典 秋田市

86 2014年であいのこんさぁと 秋田市

87 不登校・引きこもり経験者のメッセージ 秋田市

88 藤田嗣治（レオナール・フジタ）へのオマージュ 秋田市

89 文化財競演舞台 秋田風俗絵巻CGを踊る～道ゆく風～ 秋田市

90 2014国民文化祭ダンススポーツin秋田 秋田市

91 文芸祭「連句の祭典」 秋田市

92 国民文化祭記念・国際俳句大会 秋田市

93 第1回秋田国際美術家協会展（日韓交流） 秋田市

94 Promenade-ぷろむな～ど-手仕事の散歩道 秋田市

95 Art Seed AKITA・アートおおまち 秋田市

96 華道家元池坊秋田支部花展・花の甲子園東北予選 秋田市

97 美しい秋田の景観づくり“あいらんど庭園” 秋田市

98 アマチュアDEナイツinAKITA 秋田市

99 地口絵とうろう祭 秋田市

100 秋田ゆかりの映画祭 大館市・秋田市ほか

101 探検家、冒険家を育んだ秋田魂と南極探検に挑んだ白瀬矗 秋田市・にかほ市

102 あきた民話の祭典 由利本荘市

103 伝統×挑戦 日本の花火 大曲の花火 大仙市

104 民謡継承祭典 大仙市

105 音楽でつながろう2014 みんなの校歌コンテスト 大仙市

106 もうひとつの国文祭in角館 仙北市

107 「愛・クニマス」音楽と語りで綴る叙事詩 仙北市

108 今　なぜ了翁禅師か 湯沢市

109 全国凧あげ大会in湯沢 湯沢凧展示会 湯沢市

110 本と一緒に ～読書は人生の羅針盤～ 北秋田市・秋田市ほか
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