
「県民会館」「にぎわい交流館」「にぎわい広場」各会場にスタンプを設置し、イベント期間中スタンプを集めると抽選で県内各地の
特産品が当るスタンプラリーを実施します。

☆各会場でご鑑賞いただいた方にスタンプを捺印いたします。
☆1日ごとの抽選となりますので、下の台紙に1日4カ所のスタンプを集めて抽選場所にお持ちください。

12日（土） 13日（日） 14日（月・体育の日）

秋田県民会館

にぎわい交流館AU
3F

多目的ホール

にぎわい交流館AU
2F

展示ホール
アート工房

にぎわい交流館AU
1F

まち発見・発信
ステーション

にぎわい広場

会　場
日　時

◆抽選場所＝
◆抽選方法＝
◆景　　品＝

にぎわい交流館前、イベント実施本部の特設ブース
1日ごとに抽選を行ないます。
秋田県内の特産品（1,000円相当・1日 50個プレゼント）

入場無料

《スタンプラリー》のご案内

プログラム
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第29回 国民文化祭・あきた2014
平成26年10月4日（土）～11月3日（月・祝）

プレ国文祭 開催イベントスケジュール

国際的な一流のクラシック演奏家による
全国の地方都市で開催されている
コンサートが、今回秋田で初開催！！

開催事業一覧マップ

これまでも継続的に開催されてきた全国的な広がりのある事業や、本県の特色を活かした独自の事業など、
県内全25市町村で70を超える事業を開催する予定です。

小坂町

鹿角市

八郎潟町

大館市

藤里町八峰町

能代市

三種町

横手市
大仙市

由利本荘市

羽後町
東成瀬村

湯沢市にかほ市

北秋田市

上小阿仁村

五城目町 仙北市

井川町

大潟村
男鹿市

秋田市

潟上市

美郷町

秋田白神
子どもの俳句フェスタ

白神山地きり絵の祭典 演劇フェスティバル

マーチングバンド・バトントワーリングの祭典
ゴスペル音楽祭 in 大館　ゼロダテ美術展
食文化フォーラム

神楽フェスティバル
小倉百人一首かるた競技全国大会
ＪＯＭＯＮ ＡＲＴ フェスタ

内陸線アート
現代詩フェスティバル
チェンソーアートフェスティバル
ＪＯＭＯＮ ＡＲＴ フェスタ

地歌舞伎の祭典
キルトフェスティバル in みたね

願人坊主が伝えた民俗芸能の祭典

川柳の祭典
大地に学ぼうジオパークの祭典

KAMIKOANI プロジェクト秋田

全国ナマハゲの祭典
全国吟詠剣詩舞道祭
大地に学ぼうジオパークの祭典

全国朝市サミット2014 in 五城目

自然と暮らす・
日本の原風景写真コンテスト

彫刻フェスティバル

民俗芸能の祭典
佐藤貞子～秋田おばこ物語～
秋田の文学について知ろう
アート de まちあるき
内陸線アート
江戸に花開いた秋田の文化
田沢湖・角館短歌大会
大正琴の祭典

アクア JAZZ フェスティバル inMISATO

民謡・民舞の祭典
ダンスフェスティバル in 横手
後三年合戦絵詞の世界
国際マンガフェスティバル in アキタ
太鼓の祭典
増田のまちなみと蔵史（くらし）めぐり
食文化フォーラム

国指定名勝旧池田氏庭園　秋の園遊会
囲碁サミット 2014in 大仙
秋田の美 × 写真の力

「日本で最も美しい村」昔っこの祭典
盆踊りフェスティバル in うご

うるし・うるわし　湯沢、漆の祭典
湯沢に集う音楽の祭典

鳥海山伝承芸能の祭典
ご当地ヒーロー文化祭
奥の細道全国俳句大会

獅子舞フェスティバル
人形劇フェスティバル
ミュージックフェスティバル
科学フェスティバル
高橋宏幸賞感想文・感想画全国コンクール

開会式・オープニング
フェスティバル
閉会式・フィナーレ
文化の力シンポジウム
食文化シンポジウム
国際文化フェスティバル
合唱の祭典
オーケストラの祭典
日本舞踊の祭典
邦楽の祭典
能狂言の祭典
東海林太郎音楽祭

吹奏楽の祭典
ピアノとオルガンの祭典あきた inアトリオン
子ども邦舞邦楽フェスティバル
美術展（日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真）
舞踏・舞踊フェスティバル inAKITA
シンポジウム「古代秋田に集った人々」
メディア芸術祭
茶道フェスティバル
華道フェスティバル

現代舞踊の祭典
市民ミュージカルフェスティバル

〇合唱の祭典 ( 秋田市 )
〇邦楽の祭典 ( 秋田市 )
〇大正琴の祭典 ( 仙北市 )
〇湯沢に集う音楽の祭典 ( 湯沢市 )

〇能狂言の祭典 ( 秋田市 )
〇日本舞踊の祭典 ( 秋田市 )
〇市民ミュージカルフェスティバル ( 能代市 )
〇現代舞踊の祭典 ( 能代市 )
〇ダンスフェスティバルｉｎ横手 ( 横手市 )
〇佐藤貞子～秋田おばこ物語～ ( 仙北市 )

◇プログラム ①子ども邦舞邦楽フェスティバル (秋田市)
◇プログラム②「文化を旅する編」

〇ミュージックフェスティバル ( 由利本荘市 )
〇民謡・民舞の祭典 ( 横手市 )
〇ピアノフェスティバル ( 秋田市 )
〇全国吟詠剣詩舞道祭 ( 男鹿市 )

〇後三年合戦絵詞の世界 ( 横手市 )
〇人形劇フェスティバル ( 由利本荘市 )

〇科学フェスティバル ( 由利本荘市 )

〇うるし・うるわし　湯沢漆の祭典 ( 湯沢市 )

〇現代詩フェスティバル ( 北秋田市 )

〇獅子舞フェスティバル ( 由利本荘市 )･･･「屋敷番楽保存会」
〇民俗芸能の祭典 ( 仙北市 )･･･「生保内田植え踊り」
　ほか

〇アクアＪＡＺＺフェスティバルｉｎＭＩＳＡＴＯ(美郷町)
〇盆踊りフェスティバルｉｎ うご ( 羽後町 )
〇太鼓の祭典 ( 横手市 )
〇舞踏・舞踊フェスティバルｉｎＡＫＩＴＡ( 秋田市 )

〇鳥海山伝承芸能の祭典 ( にかほ市 )
〇大地に学ぼうジオパークの祭典 ( 男鹿市・大潟村 )
〇ＪＯＭＯＮ ＡＲＴ フェスタ

〇囲碁サミット 2014ｉｎ大仙 ( 大仙市 )

〇「日本で最も美しい村」昔っこの祭典 ( 東成瀬村 )
〇小倉百人一首かるた競技全国大会 ( 鹿角市 )

〇ゴスペル音楽祭 in 大館 ( 大館市 )
〇ご当地ヒーロー文化祭 ( にかほ市 )〇願人坊主が伝えた民俗芸能の祭典 ( 八郎潟町 )

※詳細の時間は次頁以降をご覧ください。
※雨天の場合プログラム及び会場が変更となる場合があります。

（モデル・女優・国文祭応援大使）

〇高橋宏幸賞感想文・感想画全国コンクール (由利本荘市) 〇チェンソーアートフェスティバル ( 北秋田市 ) ○現代詩フェスティバル ( 北秋田市） 
〇自然と暮らす・日本の原風景写真コンテスト ( 潟上市 )  〇秋田白神子どもの俳句フェスタ ( 八峰町 ) 〇川柳の祭典 ( 大潟村 ) 〇ＫＡＭＩＫＯＡＮＩプロジェクト秋田 (上小阿仁村 ) 
〇キルトフェスティバルｉｎみたね ( 三種町 )  〇彫刻フェスティバル ( 井川町 ) 〇奥の細道全国俳句大会 ( にかほ市 ) 〇全国ナマハゲの祭典 ( 男鹿市 ) 〇ゼロダテ美術展 ( 大館市 ) 
〇大地に学ぼうジオパークの祭典 ( 男鹿市・大潟村 )
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秋田県民会館

10月12日（土）（開場 9：30） 【オープニングイベント】10：00～12：00

プログラム 内　容

10：00～  開会宣言　
秋田県知事　佐竹敬久

10：25～  国民文化祭寄席
（宮田 陽・昇）

11：00～  PR 映像

11：10～  テーマソング
ダンスバージョン

11：20～  プレイベント紹介

11：30～  吹奏楽の祭典
（秋田市立山王中学校）

■AKITA smile-face（アキタ・スマイルフェイス）

ha-j（はーじぇい）プロデュース、作曲・編曲／ベース
仙北市角館出身。音楽プロデューサーとして、嵐や KAT-TUN、Kinki Kids など数々の編曲を手がけ、 2010 年度にはオリコントータルセールスランキ
ング編曲家部門で 1 位を獲得。 地元・県内の多くの音楽家と交流があり、秋田をテーマにした楽曲も制作している。代表作は、嵐「Troublemaker」

「Beautiful days」編曲、KAT-TUN「RESCUE」「Keep the faith」編曲、 Kinki Kids「スワンソング」「 Harmony of December 」など多数。

藤田 ゆうみん（ふじた・ゆうみん）ボーカル
能代市二ツ井町出身。東京を拠点に、FM秋田「OH! HAPPY MORNING」（木・金）のパーソナリティーやイベントDJ、 インタビューアーとして活躍した後、
平成 24 年から活躍の場を秋田に移す。歌手 "Yumin Akita" として、アルバム「Shiftin' ～ be yourself」で CD デビュー。 東日本大震災・復興応援ソング「あ
したのうた」にも参加。二ツ井きみまち親善大使も務める。

渡部 絢也（わたなべ・じゅんや）ギターボーカル
秋田市出身。秋田大学教育文化学部数学科卒業後、地元金融機関に就職。3 年間の社会人経験を経て、音楽の道へ進むことを決意。 現在、秋田を拠点
として精力的にライブ活動を展開中。15 歳からギターを手にし、僅か半年後から作曲活動を開始。歌声に定評があり、透明で透き通った声は中性的で
性別を感じさせない。代表作は「ちんあなごのうた」「秋田 HATA☆HATA☆ROCK&SAMBA!!」など。

10：45～  市町村パフォーマンス
■鹿角市
■にかほ市
■横手市

■宮田陽・昇
　浅草演芸ホールや新宿末広亭など都内の寄席に日々出演している漫才
コンビで、陽は秋田市 ( 旧雄和町 ) 出身。
平成17年第4回漫才協会主催漫才新人大賞・大賞受賞
平成23年度 ( 第 66 回 ) 文化庁芸術祭賞大衆芸能部門新人賞受賞。

来年、県内 25 市町村で繰り広げられる国民文化祭のそれぞれの事業を
映像でご紹介します。

秋田出身宮田陽さんと、
相方の宮田昇さんが
国民文化祭オリジナル漫才を
披露します。

鹿角市、にかほ市、横手市の皆さんが登場し、来年開催される各市の
国民文化祭事業を PR するパフォーマンスをお届けします。

10 月 12 日～14 日までの第29回国民文化祭・あきた2014
「1 年前プレイベント」の全体内容を紹介します。

第29回国民文化祭・あきた2014「1年前プレイベント」の
開催を宣言します。

国民文化祭スペシャルバンド AKITA smile-face
によるテーマソング「僕たちの未来」の歌と演奏、
ダンスチームを加えたテーマソング・ダンスバー
ジョンをお届けします。

臼井 博明（うすい・ひろあき）ドラム

YUKIE MyoRe（ゆきえ）キーボード

10：05～  テ ー マ ソ ン グ 演 奏

（AKITA smile-face）
ア キ タ ・ ス マ イ ル フ ェ イ ス

■ゆるキャラ

与次郎（秋田市エリアなかいちのマスコットキャラクター）

森っち（秋田県、水と緑のマスコットキャラクター）

なまはげめいすいくん（秋田県の明るい選挙の推進キャラクター）

ないりっくん（秋田内陸線応援キャラクター）

ねんりん（秋田はつらつ高齢者輝きマスコットキャラクター）

スギッチ（第29回国民文化祭・あきた2014 マスコットキャラクター。現在、県の職員をしながら県のマスコットとして活動）

■司会＝ABS 秋田放送  井関  裕貴・AKT 秋田テレビ  後藤  美菜子

☆マーチ「未来へのステップ」　☆アメイジング・グレイス
☆ジャパニーズグラフィティーⅩⅧ～アニメヒーロー大集合～
☆コスモス　☆シング・シング・シング

スギッチなどのゆるキャラ、ステージ上の子供たち、ダンスチームが
一斉に踊りだします。

出演者・団体紹介

■吹奏楽の祭典  秋田市立山王中学校
　山王中吹奏楽部は今年で創部 60年目。その間、全国大会へは今年度も入れて32回出場（そのうち金賞は 15 回受賞）。現在 16 期連続で全国大会出
場を続けており、今年も 10 月 26 日に名古屋国際会議場で行われる全国大会への出場が決まっています。今年度の部員数は 81 名。部訓として「心か
ら心へ」というものがあり、部員の精神的な柱となっています。
　コンサートだけでなく、毎年 20 ～ 30 校の吹奏楽部との合同練習も行っており、常に多くの仲間たちと交流することで、お互いに高め合うことがで
きるのも、山王中吹奏楽部の特徴です。

■ダンスアベニュースタジオ S
　昭和 60 年　ジャズダンス、エアロビクスのスタジオとして開業。現
在はジャズダンス、クラシックバレエ、ペルヴィスダンスを行っています。
対象は 3 才児からと幅広く、スタジオ S 本校および本荘教室の他、秋田
テルサ、大曲社会保険健康センター、サンライフ秋田にもクラスを設け
て指導に当たっています。
　夏にジュニア公演「ちびっこ天国」、冬には大人による「ウィンターカー
ニバル」を開催。ほかにも各市町村のイベントに数多く出演しています。
また各小中学校の授業に取り入れられ、幅広い活動を行なっています。

■テーマソング　ダンスバージョン

・ＣＨＥＥ：ＳＥ（チーズ）

・秋田テルサジャズダンス教室

・西目よさこい

・チームRay’s

プレ国文祭　イベント案内 会場
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■合唱の祭典  秋田市民合唱連盟
　秋田市民合唱連盟は、今年で創立 50 年を迎えます。毎年「音楽文化
を高め明るい生活向上をモットー」に合唱祭を開催しています。加盟団
体は 36 団体・720 名で一般市民を対象に構成しています。この度のプ
レイベントの公演は、混声合唱で混声合唱団カンパネラ・コールと合唱
団チェチーリアのメンバーでの出演となりますが、来年の国民文化祭本
番では、秋田県合唱連盟も加わり総勢一千人で盛大なステージを披露い
たします。是非、ご来場をお待ちしております。

■邦楽の祭典  秋田県三曲連盟
　秋田県三曲連盟は、昭和 42 年に筝・三絃・尺八の県内各流派の有資
格者で発足しました。現在会員 300 余名、9 会派の会員が自己の研鑽
と相互の親睦を図りつつ研修や演奏活動に励んでおります。中心となる
演奏会として毎年 6 月「三曲演奏会」、1 月に「初春のしらべ」を開催、
昨年は45周年記念演奏会で大きな成果を収めました。来年の国民文化祭・
あきた 2014「邦楽の祭典」開催に当たり企画、応援活動に邁進してお
ります。

■現代舞踊の祭典  たなはしあゆこバレエスクール
　昭和 33 年創立。指導者の棚橋鮎子先生は、東京新聞社主催全国舞踊コ
ンクールで多くの入賞、入選を続け「優秀指導者賞」を受賞。新国立劇場
における現代舞踊フェスティバルで「優秀賞」を受賞。全日本児童舞踊協
会より「功労賞」ならびに「チャコット賞」を受賞。わか杉国体、あきた
全国植樹祭、国民文化祭などでも活躍。秋田県文化功労者賞、秋田県芸術
選奨、秋田県芸術文化賞、能代市文化功労特別賞などを受賞。

■ダンスフェスティバル in 横手  ＲａｑｓＡｌＴａｒａｂ（ラクス・アルタラブ )
　中東芸術としての「正統スタイル」と「美しさ」にこだわり、優美なオ
リエンタル・ベリーダンスを紹介しています。 国内外に多数の著書を持つ

「ベリーダンス・エクササイズ」のパイオニア、プロのオリエンタル・ベリー
ダンサーとして 全国各地で活躍する tae（タエ）と、秋田県唯一のプロ
ダンサーによるベリーダンス専門教室の有志「アルタラブ・ダンサーズ」
が、 秋田にアラブの熱風をお届けいたします。ダンサーズは経験半年か
ら 2 年程の生徒です。手拍子と共に賑やかにご観覧くださいませ。 

■佐藤貞子～秋田おばこ物語～  高橋キヌ子社中
　言わずと知れた｢民謡王国｣秋田。その礎を築いた｢神代のお貞っこ｣こ
と佐藤貞子。その貞子から、全国巡演をしながら直接受け継いだ数々の
手踊りを現在まで 300 人以上の弟子に教え受け継いでいる髙橋キヌ子
社中。本日は、おやま囃子と民謡・手踊りをお楽しみください。

■能狂言の祭典  秋田県謡曲連盟
　秋田県謡曲連盟は県内の喜多、宝生、観世、三流の謡曲愛好者からな
る団体であり、各流各会派において、世界に誇る芸術文化としての「能
楽」の技量向上のため、日々研鑽に励んでおり、また、全県規模の謡曲
大会を毎年開催するなど、能楽の発展のため活動しています。
　加えて近年では、謡・仕舞のみならず、能楽囃子も盛んになり、「舞囃子」
という能に近い演奏形式が定着しており、本日は喜多、観世、二流がそ
れぞれ舞囃子を演じます。

■日本舞踊の祭典  （公社）日本舞踊協会秋田県支部
　 公益社団法人日本舞踊協会秋田県支部は、平成 23 年に創立 50 周年
を迎え記念公演を開催し、それにともない記念誌も出版いたしました。
平成 26 年の国民文化祭に向けて「日本舞踊の祭典」を成功させるため
会員 103 名が結束しております。

■市民ミュージカルフェスティバル  能代ミュージカル制作委員会
　 能代市民でつくってきた市民ミュージカル、能代ミュージカルは 33
年になりました。すべて手作り、セリフ歌詞も能代弁で曲もすべてオリ
ジナルです。能代の歴史、先人の物語その時その時の社会問題をとりあ
げて公演してきました。今日は、今年 2 月に公演した第 32 話「恋文物語」
のダイジェスト版をご覧いただきます。

■大正琴の祭典  大正琴研修院　秋和流
　秋田県の「秋」和合の「和」で秋和流です。今年創立 30 周年を、迎
えました。大正琴は日本で誕生した楽器で、去年誕生 100 年大会が全
国的に開催されました。秋和流は演奏グループ名「織音会」として、毎
年全国大会に出場しています。
　海外公演は、ウイーン、ハンガリー、ポルトガルなど 16 ケ国で行いま
した。現在、大正琴曲集は、23 教本（720 曲編纂）発行され全国に紹介
されています。来年は仙北市田沢湖に全国から集い祭典が開催されます。

■湯沢に集う音楽の祭典
    秋田県立湯沢高等学校・湯沢翔北高等学校吹奏楽部合同
　みなさま、こんにちは。来年の国民文化祭において、湯沢市は「湯沢
に集う音楽の祭典」と題し、県内外の有名吹奏楽団体や演奏者が集うコ
ンサートを開催します。市民歌の作曲者でもある鈴木英史氏の新作初演
に加えて、地元出身のテノール歌手、中鉢聡氏ほかソリストをお迎えし
て「大いなる秋田」全曲を、加養浩幸氏の指揮で演奏します。
　今回は地元の高校生が PR のため合同バンドを編成いたしました。 

プレ国文祭　イベント案内 会場

10月12日（土）【音楽のステージPart.1】13：00～15：20

13：00～
13：20 

13：30～
14：00

14：10～
14：40

14：50～
15：20

合唱の祭典

邦楽の祭典

大正琴の祭典

湯沢に集う音楽の祭典

秋田市民合唱連盟

秋田県三曲連盟

☆混成合唱とピアノのための「近代日本名歌抄より」（信長貴編曲富編曲）
　ゴンドラの唄、影を慕いて、カチューシャの唄、
☆歌劇「ナブッコ」よりヴェルディ作曲　
　行け我が想いよ、黄金の翼に乗って

☆日本の詩メドレー（江戸信吾作曲）

☆箏のしらべ（長沢勝俊作曲）

大正琴研修院
秋和流

秋田県立湯沢高等学校
湯沢翔北高等学校

（吹奏楽部合同）

☆秋田の組曲　①若葉 ②から松 ③母 ④秋田県民歌
☆組曲「織音の琴」から第4章さくら・第7章雪の降る夜
☆大正琴全国大会からタラのテーマ・
　サウンドオブサイレンス・バラ色の人生

☆湯沢市民歌　☆What a wonderful world 
☆ジャパニーズ・グラフィティⅤ～日本レコード大賞栄光の昭和50年代
☆ひこうき雲 
☆シング・シング・シング

プログラム 出演者（団体） 演　目

出演者・団体紹介

10月14日（月・体育の日）（開場10：00）

☆Brand new summer day　☆Puzzle
☆Story　☆you you you you you
☆きみと!

☆演奏会用アレグロ ( グラナドス )
☆ロマンスｏｐ．5( チャイコフスキー )
☆愛の夢　第3 番 ( リスト )
☆献呈 ( シューマン作曲　リスト編曲 )

☆秋田大黒舞　☆秋田おばこ節　☆長者の山 
☆秋田甚句　☆秋田音頭　☆どんぱん節 

10：30～
10：55

11：00～
11：30

11：40～
12：05

12：35～
13：20

ミュージック
フェスティバル

ピアノフェスティバル

全国吟詠剣詩舞道祭

民謡・民舞の祭典

Autumn-River
Willow

秋田県民謡協会

ピアニスト 山崎  圭子

全国吟剣詩舞道総連盟
☆和歌・勝平や　☆明暦元年正月吉日　☆朝堂歌　☆九月十三夜月を賞す
☆吟舞・藤　☆和歌・名にしほふ　☆和歌・花のいろは　
☆和歌・鷲のいる☆加茂村に宿す　☆宿る寒風山下　☆寒風山
☆森吉賛歌☆十和田湖　☆送別

プログラム 出演者（団体） 演　目

【音楽のステージPart.2】10：30～13：15

10月13日（日）（開場10：30） 【踊る県民・あきた】11：00～15：20

11：00～
11：30

11：35～
12：05

13：00～
13：30

13：35～
14：05  

14：10～
14：40

14：50～
15：20

能狂言の祭典

日本舞踊の祭典

秋田県謡曲連盟
☆喜多流舞囃子「船弁慶」（中ノ舞）

☆観世流舞囃子「羽衣」（序ノ舞）

（公社）日本舞踊協会
秋田県支部

☆長唄「新曲浦島」藤蔭小枝
☆琵琶端唄「静御前」立方：藤間静蘭　琵琶：吉岡悠水

能代ミュージカル
制作委員会

☆能代ミュージカル「恋文物語」

たなはしあゆこ
バレエスクール

☆アメージング・グレース　☆海の路

☆民謡・手踊り

ＲａｑｓＡｌＴａｒａｂ
（ラクス・アルタラブ )

☆Hilwa Laaba Di　☆Shukran Arigato　
☆Eshta Eshta　☆Ice Queen　☆Bahlam Beek　
☆Jalf El Bad　☆Gabbar

高橋キヌ子社中

プログラム 出演者（団体） 演　目

市民ミュージカル
フェスティバル

ダンスフェスティバル
in 横手

佐藤貞子
～秋田おばこ物語～

現代舞踊の祭典

■ミュージックフェスティバル  Autumn-River Willow
　秋田で活動中の 6 人組ポップスバンド。ジャズやファンク、ラテンを
ベースにハーモニー豊かなポップサウンドを生み出しています。
　2012 年 6 月に１st single「Brand-new Summer-Day」、2013 年
4 月に 2st single「きみと！」をリリース。県内を中心に多数のライブ
イベントに出演しています。

■民謡・民舞の祭典  秋田県民謡協会
　秋田県民謡協会は、昭和 55 年 12 月に（財）日本民謡協会秋田県連
合委員会・（財）日本郷土民謡協会秋田地区連合会・秋田県民謡同好会
連合会の三団体が結集して設立されました。
　協会主催の大会としては、秋田民謡全国大会 ( 秋田県民謡王座決定戦・
少年少女民謡大会を引き継ぐ ) を開催し、他に研修会などを定期的に
行っています。更に公認資格制度を設け、公認指導者には小、中、高に
秋田民謡の保存・伝承のため講師依頼があった場合には直ちに対応して
おります。その他資料収集にも力を入れ、秋田民謡の普及、後継者育成
の活動を積極的に行なっております。

■ピアノフェスティバル  山崎 圭子
　県内外で活躍している山崎圭子氏、今回はソロ演奏です。スペイン・ロシア・
ドイツなどさまざまな西洋の国々のピアノ曲をお楽しみいただけるよう選曲
しました。来年の国文祭が盛り上がるようなステージとなりますように…。

■全国吟詠剣詩舞道祭  全国吟剣詩舞道総連盟
　全国の吟剣詩舞道の愛好者が、男鹿市民文化会館に一堂に会し、その
競演を通じて、男鹿から吟剣詩舞道の素晴らしさを発信し、その成果を
未来に引き継いでいきたいと思います。本日はプログラム内の、地元構
成吟を演出します。
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秋田県民会館

■子ども邦舞邦楽フェスティバル  子ども邦舞邦楽フェスティバル企画委員会
　 秋田子ども邦舞・邦楽公演は、平成 22 年秋田市文化会館の主催事業として発足。邦舞・邦楽の普及及び底辺拡大を目的として、ワークショップ（通年）
と3回の公演を実施しています。邦舞・邦楽を正課の授業で学んでいる小中高校生及び邦舞・邦楽の各流社中に所属する子ども達がその成果を発表し、
日本の伝統文化を再認識し、古き良き「和」の文化を継承しています。

■吉田　菜々

　 1999 年秋田市生まれ。4 歳よりスタジオ S にてジャズダンスの指
導の受ける。その後ミュージカル出演を目標にTAPダンス、ヴォーカル、
演技レッスンを重ね、昨年アニーオーディション合格を機に上京。現在
江東区立有明中学校 2 年生。
主な出演歴、ハウス食品ミュージカル「小公子セディ」・エステー
TOURS ミュージカル「赤毛のアン 2011」など多数。

■田口　尚樹

　現在15歳、中学3年生。演劇部に所属。中1から演技を、 中2からジャ
ズダンスを習い始める。田中健主演の朗読劇「兄のランドセル～いのち
の政治家 山本孝史物語～」の秋田公演、釜石公演に出演。今年 11 月
抜けに能代公演に出演予定です。

■秋田県立羽後高等学校郷土文化部

　 秋田県南部の羽後町にある羽後高校は、全校 279 人の普通高校です。
本校郷土芸能部は、町の伝統芸能の伝承を活動目標としており、全国的に
も知られている西馬音内盆踊り、及び仙道番楽の体得を中心に日々の練習
に励んでいます。西馬音内盆踊りは、先祖の霊を慰める旧盆行事であり七
百年の伝統を誇り、国指定無形重要民俗文化財にも登録されています。

■吹浦　清

　 後期高齢者ながら秋田市内の 15 年を超える歴史を持つ小劇団に所
属、毎年1 回子どもたち向けのミュージカルを上演、今年も既に決まっ
ています。その他演劇集団から依頼があればいつでも参加し、今年も既
に 2劇団の出演を終え、さらに2劇団の出演が決まっています。

■工藤　勇樹

　平成 6年生まれ。小学 5 年生時斉藤守氏から本格的に唄と三味線の手
ほどきを受け、現在は各地で行なわれる民謡全国大会や市町村のイベン
トに参加、また介護施設などを回り積極的にボランティア活動をしてい
ます。長者の山全国大会（ジュニアの部・平成20年）最優秀賞など受賞多数。

■なまはげ郷神楽

　郷土へ強いこだわりを持ち、熱いライブは、観る者の魂を揺さぶります。
幅広い年齢層にファンを持ちつつも、性別を越え、国境を越え、ジャン
ルを越え、" 規格外 " のパフォーマンスを展開しています。2004 年には、

『ソウルドラムフェスティバル』において、人気投票第１位を獲得。 
2010年フランス公演。2012年マレーシア公演。現在も、世界中を疾走中。

■秋田県立由利高等学校民謡部

由利高校は、学校創立 93 年の伝統を誇り、平成 19 年度にそれまでの
女子高から男女共学となり新たなスタートを切りました。民謡部は、
40 年以上の歴史があり、郷土秋田に伝わる数々の唄や踊りを代々受け
継いで今日に至っています。現在、1，2 年生の 18 名の部員で、地域
のイベントでの公演や福祉施設への慰問など幅広く活動をしています。

■鷺舞保存会

　 寛文 4 年に神明社（現下虻川神社）が建立された折り、二代藩主佐
竹義隆公の御前で舞われた鷺舞を昭和 59 年に復活。かわいらしい孫鷺
舞・子鷺舞の群舞と鷺舞（親鷺）の優美な舞いは、観衆を魅了します。

■秋田県立大学竿燈会

　学生会員数約 70 名。2001 年に学生が中心となって設立され、県庁
竿燈会の協力を得て 2002 年から「竿燈まつり」に参加しています。
週 3 回祭り好きな学生が集まって練習に励んでいます。その頑張りも
あって年々成長を続けており、竿燈妙技会では 3 年前に引き続き今年
もお囃子の部で優勝することができました。

■大館曲げわっぱ太鼓

　昭和 59 年「元気の出るまち」を作ろうと国の伝統的工芸品・大館市
の地場産業である秋田杉の「曲げわっぱ」に皮を張り、和太鼓を考案、
和太鼓チームを結成。以来、太鼓コンクールでは全国優勝多数。併せて
伝統や創作音楽の普及継承、町内会や学校での太鼓体験や発表の指導な
ど郷土の音を広める活動を行なっています。

■堀内　菜々花

　由利本荘市立新山小学校 6 年生。2歳よりカワイ音楽教室で音楽指導
を受け、コンクールで数々の賞を受賞、コンサートにも出演しています。
2006 カワイうたのコンクール東北大会幼児部門金賞
2011 健康日本 21 秋田大会東日本大震災復興応援メッセージ～独唱
2012 全国童謡歌唱コンクール東北ブロック決勝大会出場優秀賞　等。

■土崎港ばやし保存 港和会（こうわかい）

　 土崎港ばやし保存港和会は、昭和22年の結成以来「港ばやし」の保存・
伝承に努め、毎年 7 月 20 日、21 日に行われる「土崎神明社祭の曳山
行事」において、各町内から奉納される曳山（山車）の上で演奏してお
ります。仙北市角館の飾山ばやし、鹿角市花輪の花輪ばやしと共に秋田
県の三大囃子の一つに数えられております。

■寺田　靖子

　 竹青華道会副家元　竹青華道会九鳳会会長　（公財）日本いけばな芸
術協会特別会員　秋田県華道連盟理事　秋田県いけばな作家協会参与

［2002 年］（公財）日本いけばな芸術協会新世代展（東京都庭園美術館）
に出展。　［2011 年・2012 年］写真家千葉克介氏とのコラボ展（ア
トリオン）を開催。秋田県華道連盟展並びに秋田県代表いけばな作家展
に毎年出展。

■Joelle（ジョエル）

　 アメリカユタ州ソルトレイク・シティ生まれ、秋田育ち。聖霊高校
卒業後ヤマハ音楽院に入学、本格的にプロのシンガーを目指す。2006
年「トリック劇場版 2」のエンディングでユニバーサルからデビュー。
ライブ、テレビ CM、ファイナルファンタジー等ゲーム挿入歌で活躍。
現在ニュージーランド在住。

■松尾　沙樹

　秋田市在住。秋田青少年コンクール金賞 大賞 グランプリ受賞。ドイ
ツより楽器を授与される  パッサウにてコンチェルト ソロをつとめる。
アメリカボードウィン音楽祭にて マスタークラス合格。その後桐朋学
園大学入学 卒業。国際芸術連盟第七回 JiLA 音楽コンクール第 3 位入賞
等受賞歴多数。現在 YAMAHA  カルチャー 自宅  出張レッスン 講師。
又 jazz を勉強しながら他ジャンルを問わず活動中。

■佐藤　毅

　 東京都交響楽団首席コントラバス奏者山本修氏に師事。男鹿市五里
合で、こおひい工房珈音を営みながら演奏活動も行っています。 

10月14日（月・体育の日）【キッズフェスティバル】（フィナーレ）13：40～16：20

子ども邦舞邦楽フェスティバル
企画委員会

ダンスアべニュー
スタジオ S

ダンスアべニュー
スタジオ S

佐藤  毅

なまはげ郷神楽

飯田川小学校
4・5・6 年生女子児童全員

大館曲げわっぱ太鼓振興会

八沢木獅子舞保存会

羽後高等学校郷土文化部

三味線ソロ：工藤  勇樹
合奏：由利高等学校民謡部

竿 燈 囃 子：秋田県立大学竿燈会
土崎港囃子：土崎港ばやし保存港和会

生 け 花：寺田  靖子
バイオリン演奏：松尾  沙樹

歌唱：堀内  菜々花

13：40～  
☆子どもの唄メドレー

☆長唄　島の千歳

プレ国文祭　イベント案内 会場

プログラム 演　目出演者（団体）

プログラム 出演者（団体）

プログラム 1

子ども邦舞邦楽
フェスティバル

16：12～
16：20 

フィナーレ
終演

プログラム 2

「文化を旅する」
オープニング
テーマソング「僕たちの未来」

（ダンスバージョン）

「僕たちの未来」（ダンスバージョン）

コントラバス演奏

男鹿なまはげ太鼓の演奏（男鹿市）

飯田川鷺舞より「子鷺舞の群舞」（潟上市）

白神山地の映像（藤里町）

大館曲げわっぱ太鼓（大館市）

成田為三の童謡（北秋田市）

秋田内陸線の映像（北秋田市・仙北市）

三湖伝説より「田沢湖の主 辰子」（仙北市）

八沢木獅子舞（横手市）

西馬音内盆踊り（羽後町）

象潟の映像（にかほ市）

民謡競演（由利本荘市）

お囃子合戦（秋田市）

          Joelle（ジョエル）

生け花とバイオリンの
コラボレーション

14：10～  

■司会：桜庭　みさお（フリーアナウンサー）

◆県内小中学生による邦舞と邦楽の披露

出演者・団体紹介

出演者・団体紹介

特別
ゲスト

■八沢木獅子舞保存会

　八沢木獅子舞は、またの名を本木神楽と言って、横手市大森町本木地
区に古くから伝わる芸能です。悪疫退散と豊作祈願のもので、ご幣舞、
剣の舞、狂い獅子舞から構成されており、毎年 8 月のお盆の時期に行
われます。県指定無形民俗文化財です。

■文化を旅する

You raise up me
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にぎわい交流館（AU）・にぎわい広場

10月12日（土） ■鳥海山伝承芸能の祭典  鳥海山小滝番楽保存会
　日本海から聳え立つ東北一の名山、鳥海山の麓小滝集落には鳥海山
の山岳信仰による修験者によって伝えられたと言われる「鳥海山小滝
番楽舞」が保存伝承されており、鳥海山の御神事として奉納し、天下
泰平、国家安穩、武運長久、五穀豊穣を祈願するものです。舞や神歌
に極めて古い形が残されており、鳥海山麓に分布する番楽の中で秋田・
山形両県の接点に位置する重要な民俗芸能です。20 代から 60 代の番
楽連中 30 名ほどがその伝承に取り組んでいます。

■大地に学ぼうジオパークの祭典 
　　男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会
　男鹿半島・大潟ジオパークの魅力の一つは、約 7000 万年前から現在
までの大地の歴史をほぼ連続して観察できることです。入道崎で観察で
きる約 7000 万年前の地層に始まり、約 3000 万年前の火山活動でで
きた潮瀬崎のゴジラ岩、そして約 50 年前、かつて日本第 2 位の面積を
誇った八郎潟を干拓し、誕生した大潟村などがあります。現地を訪れる
ことで、タイムスリップしたように昔の様子を知ることができます。こ
れらの魅力を、「バーチャルジオツアー」で皆様に楽しんで頂きます。

■ＪＯＭＯＮ ＡＲＴ フェスタ
　秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室
　縄文文化を代表する出土品に土偶があります。東北地方でたくさん出
土している土偶は、秋田県内では、およそ 150 か所の遺跡から 800
点ほど見つかっています。土偶は完全な形で出土するものが少なく、体
の一部分を欠くことから、まじないに関係するとも考えられています。
時空を超えて、今もなお人々を惹き付ける力を持ち続ける土偶。イギリ
スのセインズベリー日本芸術研究所共同研究員である中村大さんによる
「土偶の魅力」と題した講演の後、実際に土偶を制作します。縄文人が
土偶に託した願いに思いを馳せてみてください。

■日本で最も美しい村昔っこの祭典
 　第29回国民文化祭東成瀬村実行委員会
　東成瀬村の伝承の語り部による、昔話の世界にどっぷりと浸って、
方言が醸し出す豊かな時間を堪能してください。

■小倉百人一首かるた競技全国大会  秋田県かるた協会
　日本伝統文化「和歌」の中で、古来より最も愛されてきた小倉百人一首…
　都道府県対抗かるた競技大会や、かるたに関係がある資料の展示を行
い、かるたの魅力を全国に発信します。
　なぜ小倉百人一首と言われているのか？　歌人はどんな気持ちで歌を
詠んでいたのか？　優雅な印象がある競技かるたの実態は？…　プレイ
ベントでは、そんなかるたの魅力の一つ「競技かるた」について紹介し
ていきます !!　お楽しみに !! 

■囲碁サミット 2014 in 大仙  大仙市子ども囲碁普及指導者会
　大仙市では、囲碁に取り組む子どもや若者の活動を応援しています。
テレビでおなじみの女流囲碁棋士　巻幡多栄子三段を講師にお迎えし、
ミニ碁盤を使った囲碁の体験コーナーや、指導対局などを行います。
　この機会にぜひ囲碁をやってみましょう。 

■願人坊主が伝えた民俗芸能の祭典  一日市郷土芸術研究会
   八郎潟町では、来年 10月 25 日（土）・26 日（日）の 2日間、国文
祭の八郎潟町主催事業として「願人坊主が伝えた民俗芸能の祭典」を開
催します。この祭典では、県内外の願人坊主が伝えたとされる民俗芸能
などの保存団体が集い、競演を繰り広げる計画です。本日は、国文祭本
番でも出演する秋田県指定無形民俗文化財「願人踊」を一日市郷土芸術
研究会の皆さんが披露します。

プレ国文祭　イベント案内 会場

一日市郷土芸術研究会（八郎潟町）
今から 260 年前の江戸時代から伝わるユーモラスな
願人踊を披露します。

ha- j（はーじぇい）　　　　　　　　　プロデュース、作曲・編曲／ベース
藤田ゆうみん（ふじた・ゆうみん）　ボーカル
渡部絢也（わたなべ・じゅんや）　　ギターボーカル
臼井 博明（うすい・ひろあき）　　　ドラム
YUKIE MyoRe （ゆきえ）　　　　キーボード

宮田陽・昇による国文祭オリジナル漫才を披露します。

にぎわい広場　13：00～15：30

13：00～
13：45 

プログラム 出演者（団体）

AKITA smile-face
ライブ

14：00～
14：20 

宮田陽・昇
国民文化祭寄席

15：00～
15：30  

鳥海山小滝番楽
保存会 

男鹿半島・大潟
ジオパーク
推進協議会
秋田県教育庁
生涯学習課
文化財保護室

多目的ホール　13：00～16 ：40

13：00～
13：30

三拍子で動きの早い狂言舞で笑いを誘う
（品ごき太郎）の他「番楽」「翁」などの
舞を披露します。
約 7,000 万年前の地層に始まり、約 50 年前の
八郎潟干拓による大潟村の誕生までの歴史を紹介
します。

☆講演：「土偶の魅力」
）員究研同共 所究研術芸本日ーリベズンイセ　氏大村中（  

☆土偶制作

プログラム 出演者（団体） 内　容

鳥海山伝承芸能の祭典
鳥海山小滝番楽

大地に学ぼう
ジオパークの祭典

14：00～
15：00

ＪＯＭＯＮ ＡＲＴ フェスタ15：30～ 
16：40

3 F

まち発見・発信ステーション　11：30～15 ：00
プログラム 出演者（団体） 内　容

第29回国民文化祭
東成瀬村実行委員会

11：30～
12：30

☆藤原晴子　　「一重二日の初夢」「へっぴり嫁」
☆備前ムツ　　「うるしめんこ」「金の母」
☆本間智佐子   「ばばの皮をかぶった嫁」「ねずみのもちつき」

「日本で最も美しい村」
昔っこの祭典

秋田県かるた協会
14：00～
15：00 

☆A級選手・小学生による模範演技
☆競技かるた体験教室 

小倉百人一首
かるた競技全国大会

1F

アート工房 2 　13：00～16 ：00

大仙市子ども囲碁
普及指導者会

13：00～
16：00

☆囲碁体験　☆まっきー先生と対戦 
☆囲碁カードバトル

◆グッズ交換場所
　にぎわい交流館前、イベント実施本部の特設ブース

プログラム 出演者（団体） 内　容

囲碁サミット
2014 in 大仙

2F

出演者・団体紹介

秋田県指定無形民俗文化財
「願人踊」

がんにん

ひといち願人坊主が伝えた民俗芸能の祭典

国民文化祭あきた 2014 のフェイスブックページで
　　　　　を押してる方に国文祭オリジナルグッズを
プレゼント！！
　　　　　を押して、国文祭情報とグッズを GET
しよう！！
ＵＲＬ：http://www.facebook.com/kokubunsai.akita2014

いいね!

いいね!

で
を押して

国文祭オリジナルグッズをもらおう！
いいね !
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10月13日（日） ■後三年合戦絵詞の世界  金沢八幡宮奉納伝統掛唄保存会
　掛唄は、金沢八幡宮の宵宮に奉納する行事である。 
　9 月 14 日午後 9 時より金沢八幡宮長床において、掛唄の元歌であ
る「仙北荷方節」のメロディーに、７・７・７・５調の歌詞を即興でつけ、
二人一組で対決する行事である。

■人形劇フェスティバル ～人形劇と音楽と～
　 秋田県人形劇人の会・アンサンブルそら・オカリナフモーレス

人形劇と音楽と！「お話ししましょ夢のおはなしを」「お芝居観てね、
すげぐオモシェど！」
●Ａプロ【入口フロア、多目的ホール～オカリナの演奏】
●Ｂプロ【人形たちとぬいぐるみ人形ポンポン・おしゃべ人形おじさん
　チクタクと遊ぶイントロ当てクイズ」
●Ｃプロ【すてきな歌の花束を「歌のゆりかご」】
●Ｄプロ【人形劇の昔ばなしっこ…村の地蔵（人間役）さんの持ってい
　る如意袋の秘密とお地蔵さんの念力が観られます、不思議な不思議な
　民話の世界に誘います】

■アクアJAZZフェスティバル in MISATO
　 美郷ジャズオーケストラ (lafestaMTS)

　団発足 6 年となります。
　地元美郷町のイベントの他、大仙市・秋田市・仙台市と広域にて活
動しています。
　来年開催の「アクア JAZZ フェスティバル in MISATO」に向けて、バ
ンドも勿論ですが、町を挙げて全力で盛り上げています。

■太鼓の祭典  羽川剣ばやし保存会下浜太鼓
　下浜を拠点に活動している和太鼓集団です。
昨年、結成 20 年を機に地元下浜をアピールしようと下浜太鼓に団体名
を変更致しました。
　小学校 2 年生から社会人・母親チームまで約 50 名のメンバーが週
１回の練習で腕を磨いております。

■太鼓の祭典  いずみ太鼓の会
　秋田市泉に生まれ育つ子供たちに「故郷」をつくろうという想いから
平成元年に始まった「泉の夏まつり」。その祭りを盛り上げるために誕
生したのが「いずみ太鼓の会」です。
　支えてくださる方々への感謝を忘れず、明るく・楽しく・心ひとつに
演奏します。

■太鼓の祭典  やまばと太鼓
　「こころのふるさと　やまばと太鼓」
　秋田市にあるやまばと保育園の園児を中心に活動している団体です。

「ふるさとを大切にしてほしい」そんな思いから、 地域の子ども達の健
全育成を願いながら、日々この子達と共に歩んでおります。

■舞踏・舞踊フェスティバル  大駱駝艦
　大駱駝艦は 1972 年に麿赤児 ( まろあかじ ) により創立されました。
その様式を天賦典式 ( てんぷてんしき：この世に生まれ入ったことこそ
大いなる才能とす ) と名付け、常に忘れ去られた「身振り手振り」を採集・
構築して数多くの作品を生み出し、世界各国で公演を行い「Butoh」を
浸透させています。
　現在、吉祥寺を拠点とする大駱駝艦スタジオ「壺中天 ( こちゅうてん )」
において所属メンバーによる様々なユニットの作品を上演しています。

■太鼓の祭典  河辺太鼓保存会
1987 年 9 月、町内の若者が集まって「河辺を活かす若者の会」を発足。
そして 1993 年 4 月「河辺太鼓保存会」として独立し、秋田県太鼓フェ
スティバルや音楽祭などに出演し太鼓を通じて身近な国際交流も行っ
ています。本会のメンバーは小学生が多いですが、技術的には一人の
アーティストとして見ていただければ幸いです。

■盆踊りフェスティバル in うご  西馬音内盆踊保存会
　七百年余り前の正応年間に源親という修行僧が神社の境内で豊年祈
願として人々に踊らせたのが起源とされています。
　関ヶ原の戦いの翌年 (1601) 西馬音内城主小野寺一族が滅び、土着
した遣臣や領民たちが主君を偲んで盆供養の踊りを行いました。この
二つの踊りが合体し今の形となったと伝えられています。
西馬音内盆踊りは、毎年 8 月 16 日から 18 日までの 3 日間の中心街
本町通りで行われています。( 国の重要無形民俗文化財 )

■科学フェスティバル  秋田県立大学（ストロー笛をつくろう）
　ビンやペットボトルの口に息を吹き込むとボーっと音が鳴ることを経験
されたことがあると思います。
　ストローでもビンと同じように一方をしっかり閉じて息を吹き込むと音
がなります．さらに，ストローの長さを変えると音階（ド，レ，ミ，．．．）
を変えることができます．ストローの長さを上手に調節して，自分だけの
ストロー笛を一緒に作りましょう。

■科学フェスティバル  由利本荘市立出羽中学校 科学部
　第 56 回日本学生科学賞読売理工学院賞受賞である「マヨネーズのとぐ
ろの秘密｣についての中学生による発表です。
　きっかけは、先輩たちがマヨネーズ真珠をつくろうと薬品さじにマヨ
ネーズを乗せようとしたことでした。どうして回してもいないのにマヨ
ネーズが美しいラセンを描くのかを解明した研究発表です。
実験装置から、粘土がきれいにラセンを描くように出す実験もできます。

プレ国文祭　イベント案内 会場

金沢八幡宮奉納
伝統掛唄保存会

秋田県人形劇人の会
アンサンブルそら
オカリナフモーレス

多目的ホール　11：00～15：20

11：00～
11：30 

☆掛唄の説明　他　

☆開演前ロービングパフォーマンス 
☆プログラム１「わいわいあそび」
☆絵日傘人形劇場　
　愛宕坂（由利本荘市）怪奇伝説より「おふくろ地蔵」、他

プログラム 出演者（団体） 内　容

後三年合戦絵詞の世界

人形劇フェスティバル
～人形劇と音楽と～

14：00～
15：20

西馬音内盆踊保存会

大駱駝艦

羽川剣ばやし保存会
下浜太鼓

にぎわい広場　13：00～16：45
プログラム

アクア
JAZZフェスティバル
in MISATO

盆踊りフェスティバル 
in うご

14：00～
14：15

太鼓の祭典14：45～
15：45

舞踏・舞踊
フェスティバル in AKITA

16：15～
16：45

まち発見・発信ステーション　13：00～16：00

秋田県立大学
（ストロー笛をつくろう）13：00～

16：00

13：00～
13：30

☆ストローで笛づくり体験

由利本荘市立
出羽中学校　科学部

美郷ジャズ
オーケストラ
(lafestaMTS)

☆マヨネーズのとぐろの秘密について

☆ロッキーのテーマ　
☆Ｍｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｔｈｉｎｇｓ
☆Ｓｐａｉｎ　☆ＴＨＲＯＧＨ ＴＨＥ ＦＩＲＥ
☆ＧＯ ＴＯ ＢＥ ＲＥＡＬ　☆Ｎｕｔｖｉｌｅ

プログラム 出演者（団体） 内　容

科学フェスティバル

3F

1F

☆西馬音内盆踊り

☆はばたき

☆金粉ショー
　舞踏カンパニー大駱駝艦の舞踏手 3名による
　金粉ショーをお届けします。

☆追風（はやて）

☆抒音（Join）

☆和～ハーモニー～　☆飛天

河辺太鼓保存会

いずみ太鼓の会
やまばと太鼓

出演者・団体紹介
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10月14日（月・体育の日）

■ＫＡＭＩＫＯＡＮＩプロジェクト秋田
　上小阿仁村の最も奥にある八木沢集落を主会場として 8 月 10 日から
開催されている KAMIKOANI プロジェクト秋田。 
　現代アート作品の展示や音楽、伝統芸能などにより、現代アートと自
然、地域が一体となった新たな文化空間を展開しています。2回目の開
催となる今年は、新たな試みとしてレジデンス作家が滞在し、地域と交
流しながら作品制作に取り組みました。KAMIKOANI プロジェクト秋田
は 10 月 14 日までの開催です。写真ではお伝えきれないアートと自然
との融合は八木沢集落でお楽しみください。

■キルトフェスティバルｉｎみたね
　来年開催される「キルトフェスティバル in みたね」では、町民有志が
制作したパッチワーク緞帳がある三種町を舞台に、パッチワーク・キル
トに親しむ人々の作品を全国から公募し、優秀作品を表彰します。
 布が織りなす新たな出会いは、地域や世代間を越えた愛好者相互の交流
を図り、布文化の力が東北復興の大きな役割を果たすことに期待します。

■彫刻フェスティバル
　2000 ～ 2009 年に開催された桜の森彫刻コンクールにより選ばれた
41 点の彫刻が日本国花苑に設置されています。今回の国文祭での彫刻
フェスティバルをきっかけに「彫刻のまち」を再認識してもらうととも
に、「日本国花苑と彫刻」の融合を心で感じ取ってもらい、新たなの彫
刻選びや実製作に触れたイベントを行い町内外へアピールします。

■奥の細道全国俳句大会
　にかほ市で開催された国民文化祭プレイベント「第 30 回奥の細道象
潟全国俳句大会」の入選句を展示します。

■全国ナマハゲの祭典
　「男鹿のナマハゲ」は12 月 31 日に男鹿市一円で行われている民俗行事
で、昭和 53 年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。平成23
年度から 3 年間、文化庁の文化遺産を活かした地域活性化事業の採択を受
け、各地域の現状を記録したり、「男鹿のナマハゲ」を紹介する映像やパン
フレット、冊子を作成しています。本日はその一部を紹介します。

■ゼロダテ美術展
　「アートの力で大館を活気づけたい」という想いで、大館出身のクリエ
イターが立ち上げたゼロダテ。会期中は商店街店舗の空きスペースなどを
会場に、国内外で活躍するアーティストや秋田県内のアーティストらによる
展示のほか、大館の食や文化と連携した「街を楽しむ」美術館を開催します。

■うるし・うるわし 湯沢、漆の祭典  秋田県漆器工業協同組合
　  漆器に華を添える加飾の一つに沈金があります。
　漆器の表面に、鈎針のような形をした沈金カンナを手前に引いて、点
や線、模様を彫ります。彫った部分に接着剤となる“漆”を摺り込み、
金粉や金箔を沈めるもの。
　川連漆器は昭和 52 年に国の、平成 8 年には秋田県の伝統的工芸品に
認定をうけ、普段使いの器として親しまれています。

■現代詩フェスティバル  秋田県現代詩人協会
来年の国民文化祭では、全国の児童生徒・一般から広く自由なテーマで
現代詩を募集し、“あきた”を舞台に現代詩を通して詩作活動の高揚を
図ります。プレイベントでは、ギター（演奏・伊藤よしお）をバックに
現代詩人協会員 3 名が自作詩を朗読します。

■ご当地ヒーロー文化祭（株）正義の味方
　戦う秋田名物超神ネイガー
　農業青年アキタ・ケンが、歳神ナモミハギ（ナマハゲ）の力 を借り
てヒーローに変身し、きりたんぽ型の剣やハタハタ型の銃などで、秋田
をダメにしようと企む悪の組織「だじゃく組合」のホジナシ怪人たちか
ら、秋田の自然や平和を守るために戦うご当地ヒーロー。

■ゴスペル音楽祭ｉｎ大館
    Ｔｈｅ Ｓｕｐｅｒ Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ ＆ Ｗｉｓｈ
　来年の国文祭では、はじめてゴスペルがとりあげられることになりま
した。
　ゴスペルとは『God Spell』の略で「神の言葉」「福音」という意味で、
神・生命への感謝と賛美、魂の解放と自由を願う歌です。1997 年頃か
ら秋田でもゴスペルが歌われるようになりました。
　今日は県内のクワイアの中から代表で、秋田市のたかせ・みゅーじっ
くスクールゴスペル科の生徒で結成された The Super Impression と由
利本荘市のＷish の有志によるステージです。
　これらはシンガーでありヴォーカルトレーナーである高瀬ちせと、ピ
アニスト佐々木久美子が率いるクワイアです。

■高橋宏幸賞感想文・感想画全国コンクール
　童話は、読む人の心を想像の世界へ誘い、夢を育て、人々の心の中に生
き続けていきます。
　本コンクールは、秋田県由利本荘市（東由利）出身の童話作家である高
橋宏幸先生の業績を顕彰して平成 4 年に創設されました。毎年、沢山の素
晴らしい作品が寄せられ、21 回目を迎えた平成 24 年度で、延べ 6 万点
以上の応募があります。本イベントでは、子供たちが本や絵本を読んで感
じたままを、自由にのびのびと表した、素晴らしい作品の一部を展示いた
します。

■チェンソーアートフェスティバル
　全国からアーティストを選抜して行うチェンソーアートの公開制作や体
験教室を通して、チェンソーアートの認知度向上を目指します。　
　また木のアート展、木に親しむ体験イベントなどを通して、未来を担う
子供たちへ木の素晴らしさや森の大切さを伝え、郷土の森林を守り育てる
機運を醸成します。

■自然と暮らす・日本の原風景写真コンテスト
　全国各地の農村・漁村・里山・里湖・里海の風景や、そこに暮らす人々
の生活・文化・行事等、生き生きとした営みをとらえた写真を募集し、応
募作品の中から入賞作を選出、展示します。
　また農聖・石川理紀之助翁ゆかりの地「山田・草木谷」での撮影会参加
者を対象に、草木谷フォトコンテストも開催します。

■秋田白神子どもの俳句フェスタ
　「秋田白神子どもの俳句フェスタ」プレイベント「子どもの俳画大会」
入選作の展示を致します。

■大地に学ぼうジオパークの祭典
　ジオパークとは地球を学び、楽しむことができる「大地の公園」のこと
をいいます。この公園には地質に関することだけでなく、食や自然、文化
など興味深い要素が満載です。約 7000 万年前の地層から現在までの大
地を連続して観察できる男鹿半島・大潟ジオパークで、その魅力に触れて
ください。体験、交流イベントもあります。

■川柳の祭典
　八郎潟干拓事業により昭和 39 年に誕生した大潟村は、平成 26 年度
に創立 50 周年を迎えます。この記念すべき年に、全国から大潟村に集
まった川柳愛好家と村民が、地域や世代を超えて交流を深め合います。
　川柳の祭典では小・中学生の部と高校生・一般の部において、投句の
審査、発表、表彰を行ないます。

出演者・団体紹介

プレ国文祭　イベント案内 会場

Ｔｈｅ  Ｓｕｐｅｒ  
Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ＆
Ｗｉｓｈ

にぎわい広場　11：15～14：50

11：15～
11：45  

プログラム

なまはげ郷神楽
なまはげ郷神楽

ゴスペル音楽祭
ｉｎ 大館

13：00～
13：30 

ご当地ヒーロー文化祭14：00～
14：50

まち発見・発信ステーション　11：00～11：30

11：00～
11：30 

☆ギター演奏　☆詩の朗読
　伊藤よしおさんのギター演奏、現代詩人協会会員
　による詩の朗読をお届けします。

プログラム 出演者（団体） 内　容

現代詩フェスティバル

1F

秋田県現代詩人協会

アート工房2　13：00～16：00

秋田県漆器
工業協同組合    

13：00～
16：00  

☆沈金の体験教室
　川連漆器の美しさを際立たせる沈金体験ができます。

プログラム 出演者（団体） 内　容

うるし・うるわし
湯沢、漆の祭典

2F

ゴスペルとは「God Spell」の略で「神の言葉」「福音」と
いう意味で黒人教会から生まれた歌です。
トラディショナルなものからニュースタイルのゴスペル
ソングまで愛と慈しみに溢れた魂の歌をお届けします。
☆Oh，Happy Day
☆Jesus，what a wonderful child  ほか

☆超神ネイガーショー

☆握手撮影会

☆門踏（かどふみ）

☆来神（らいじん）

（株）正義の味方

出演者（団体） 内　容

展示ホール（2F）3日間
常設 10月12日（土）～14日（月・祝）

【分野別フェスティバルPR】（作品展示パネル紹介）

【全事業紹介パネル展】

〇高橋宏幸賞感想文・感想画全国コンクール (由利本荘市)、 〇チェンソーアートフェスティバル ( 北秋田市 )、
〇自然と暮らす・日本の原風景写真コンテスト ( 潟上市 )、 〇秋田白神子どもの俳句フェスタ ( 八峰町 )、
〇川柳の祭典 ( 大潟村 )、 〇ＫＡＭＩＫＯＡＮＩプロジェクト秋田 (上小阿仁村 )、  
〇キルトフェスティバルｉｎみたね ( 三種町 )、 〇彫刻フェスティバル ( 井川町 )、 〇奥の細道全国俳句大会 ( にかほ市 )、 
〇全国ナマハゲの祭典 ( 男鹿市 )、 〇ゼロダテ美術展 ( 大館市 )、 〇大地に学ぼうジオパークの祭典 ( 男鹿市・大潟村 )

〇分野別フェスティバルの各事業をパネルで紹介します。



1985 年秋田県由利本荘市生まれ　14 歳の時、テレビドラマのヒロイン役でデ

ビュー。以降、実力派女優として数多くの映画、ドラマへの出演や CM、バラエティ

番組など幅広く活躍中。また、ファッションショーのトップモデルであるとともに、

ファッションアイテムのプロデュースを手掛けるなど、若い女性の人気を集めてい

る。秋田美の国大使、第 29 回国民文化祭・あきた 2014 応援大使。

田代　友美

田代　友美

息吹、そして感動 !
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チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院

【日露交歓コンサート2013】
■日時 10月12日（土）
■会場 アトリオン音楽ホール（4F） 開演 18：30   （開場18：00）終演 20：30

茶道フェスティバル

【茶道裏千家淡交会秋田支部　懸釜】
■日時 10月14日（月・体育の日）
■会場 秋田キャッスルホテル 放光の間（4F）
■時間　9：30～14：30
■会費　￥1,500

入場無料（要入場券）・全席指定

※来日アーティストは変更になる場合があります。

演　目

出演者

国際的な一流のクラシック演奏家による全国の地方都市で開催されているコンサートが、今回秋田で初開催！！

■主催：社団法人 国際音楽交流会
■後援：総務省　外務省　厚生労働省　文化庁　ロシア連邦大使館　ロシア連邦交流庁　社会福祉法人全国社会福祉協議会　財団法人自治体国際化協会
　公益財団法人日本ピアノ教育連盟　日本・ロシア音楽家協会

［秋田地区］
■共催：秋田県　■後援：秋田県教育委員会　■協力：あきたロシア音楽祭組織委員会　■お問い合わせ：秋田アトリオン事業部　TEL018-836-7803

第29回国民文化祭・あきた2014「1年前プレイベント」

同時開催イベント

濃茶席　坂野　宗寿 薄茶席　新野　宗道

作詞：秋田のこどもたち
歌詞補作：大木彩乃
作曲・編曲：ｈａ－ｊ
歌唱：藤田ゆうみん、渡部絢也

テーマソング「僕たちの未来」

キラキラヒカル　雪融けの春夢を見た　この秋田で生きる未来を

稲穂の海　いつもの道　ふるさとは　僕たちの日常

きれいな水と森の　命を　深く吸い込んで

僕ら　鳥になって　羽ばたいてみせる　知らなかった風景から　種を集めよう

夢を追う力で　未来へつなぐ　君からわたしへ　僕からあなたへ

秋田の笑顔　探しに行こう

アキカゼユレル　祭りの匂い　大空に咲く花火を　君と観ていた

四季は巡る　また雪が降る　ふるさとは　よどまない日常

伝説　宿る土地の　神秘を深く吸い込んで

僕ら　風になって　旅を続ける　知らなかった風景には　種を運ぼう

夢を追う力で　未来へつなぐ　君からわたしへ　僕からあなたへ

秋田の笑顔　育てて行こう

君も　ほら見上げて　自分の空を　澄み渡った海原に　ためらわないで

僕ら　希望担って　歩いてみせる　これからの風景には　花を咲かせよう

夢を追う力で　未来へつなぐ　君からわたしへ　僕からあなたへ

秋田の笑顔　広げて行こう

新しい花　咲かせて行こう　見つけに行こう

作詞：倉田政嗣
修正：高野辰之
作曲：成田為三

秋田県民歌

1

秀麗無比なる鳥海山よ

狂乱吼えたつ男鹿半島よ

神秘の十和田は田沢と共に

世界に名を得し誇りの湖水

山水皆これ詩の国秋田
さんすい みな し くに あきた

せかい な え ほこ こすい

しんぴ とわだ たざわ とも

きょうらん おがはんとうほ

しゅうれい む　ひ ちょうかいさん

２

廻らす山々霊気をこめて

斧の音響かぬ千古の美林

地下なる鉱脈無限の宝庫

見渡す広野は渺茫霞み

黄金と実りて豊けき秋田
こがね みの ゆた あきた

みわた ひろの びょうぼうかす

ち　か こうみゃく むげん ほうこ

おの ね ひび せんこ びりん

やまやまめぐ れいき

《1部》1.　ロシアン・メドレー（ミリューティン編曲）
2.　ロマンス（ゴメス）
3.　G線上のアリア（J.S. バッハ）
4.　ツィガーヌ（ラヴェル）
5.　アヴェ・マリア（カッチーニ）
6.　7つのロマンス op.47 より～6. 昼の光が満ちようと～（チャイコフスキー）
7.　エチュード作品10第 12番「革命」（ショパン）
8.　エチュード作品10第 3番「別れの曲」（ショパン）
9.　タランテラ（ショパン）

《2部》10.　エレジー・トリオ（キクタ）
11.　歌劇「イーゴリ公」より～眠りも休息も今はなく～（ボロディン）
12.　道（ノビコフ）
13.　歌劇「ラ・ボエーム」より～私の名はミミ～（プッチーニ）
14.　ブラジル風バッハ第5番（ヴィラ＝ロボス）
15.　楽興の時（シューベルト）
16.　白鳥（サン＝サーンス）
17.　エルフ・ダンス（ポッパー）

ナターリャ・チューリナ（ドムラ）

アレキサンダー・ミリューティン（バラライカ）

アンドレイ・バスキン（ヴァイオリン）

ドミトリー・テテリン（ピアノ）

ジュンコ・フジイ（チェロ）

アナスタシア・ソゴモニャン（ソプラノ）

小野崎彰子（ソプラノ）

土崎宏人（バリトン）



「県民会館」「にぎわい交流館」「にぎわい広場」各会場にスタンプを設置し、イベント期間中スタンプを集めると抽選で県内各地の
特産品が当るスタンプラリーを実施します。

☆各会場でご鑑賞いただいた方にスタンプを捺印いたします。
☆1日ごとの抽選となりますので、下の台紙に1日4カ所のスタンプを集めて抽選場所にお持ちください。

12日（土） 13日（日） 14日（月・体育の日）

秋田県民会館

にぎわい交流館AU
3F

多目的ホール

にぎわい交流館AU
2F

展示ホール
アート工房

にぎわい交流館AU
1F

まち発見・発信
ステーション

にぎわい広場

会　場
日　時

◆抽選場所＝
◆抽選方法＝
◆景　　品＝

にぎわい交流館前、イベント実施本部の特設ブース
1日ごとに抽選を行ないます。
秋田県内の特産品（1,000円相当・1日 50個プレゼント）

入場無料

《スタンプラリー》のご案内

プログラム


