
第２９回国民文化祭・あきた２０１４県民参加事業候補事業一覧 ※事業名称や予定地、事業内容は変更になる場合があります。

1
能代オペラ音楽祭実行委
員会

能代オペラ「椿姫」全幕 能代市

　市民自らの企画、開催、出演によるイタリアオペラ「椿姫　LA　Traviata」
全幕を原語上演します。
　前回実演しえなかったプロオーケストラとの共演や舞台装置のレベル
アップを行い、１９世紀フランス社交界に近い舞台としていきます。

2
一般社団法人・全日本児
童舞踊協会　秋田県支部

第1回　秋田に集まれ！児
童舞踊の仲間

能代市
又は秋田市

　全国的に注目を集めている、優れた児童舞踊作品や分かり易さ、親しみ
やすさ、子供の成長に欠かせない情操を育てていく音楽と一体化した作品
などを発表します。
　秋田が生んだ作曲家・成田為三の曲の中から必ず1曲を参加する団体
に振り付けし、発表してもらう企画を組み入れていきます。

3
安藤昌益を世界に発信す
る会

安藤昌益をみんなのもの
に！

秋田市
大館市

　秋田生まれの思想家「安藤昌益」に光をあて、安藤昌益に関する展示や
講演会、シンポジウム、講談などを実施するとともに、安藤昌益の墓があ
る大館市で墓参と史跡巡り、トークショーなどを展開します。

4 華道家元池坊秋田支部
華道家元池坊秋田支部花
展・花の甲子園東北大会

秋田市
　華道家元池坊秋田支部の花展と東北6県からの高校生が3人1組となり、
作品を活けてプレゼンテーションを行い、東北地区代表を決定する花の甲
子園を実施します。

5
勝平神社地口絵とうろう
国民文化祭実行委員会

地口絵とうろう祭 秋田市

　江戸中期に始まって290年続いている地口絵とうろう祭りを伝統文化とし
て継承する為、全国でも独創的な地口絵と東京の地口絵と比較展示しま
す。
　また小学生から大人まで２０名の地口絵講習会を平成２４年から実施し
ており、その作品も展示します。

6
全国ラジオ歌謡連盟
日本ラジオ歌謡研究会

第８回全国ラジオ歌謡音楽
祭

秋田市

　　戦後の国民の情操を安定させた｢NHKラジオ歌謡｣を、｢ラジオ歌謡を歌
う会｣を秋田から立ち上げ、全国的な広がりをみせている｢ラジオ歌謡音楽
祭｣を、「全国ラジオ歌謡音楽祭｣として秋田から発信します。
　1000人を越す参加者たちが、ラジオ歌謡の代表的な名曲をステージの
合唱団やオーケストラと一体となって会場全体で歌い上げます。

7 秋田県連句協会
国民文化祭２０１４・あきた
文芸祭｢連句の祭典｣

秋田市

　古来より座の文学として広く親しまれていた連句の楽しさや面白さを国民
文化祭を通じて、全国の仲間に呼びかけ、愛好者の輪を広げます。
　参加者全員による連句実作会や地元の初心者の方や子供さんも含めて
の一般参加によるワークショップなどを開催します。

8 日本民謡梅若流梅若会 秋田のこゝろ 秋田市
　文化の創造として民話と民謡のコラボによる作品発表と秋田の民謡を
じっくり聞いていただき秋田の文化を感じていただくステージを実施しま
す。

9
秋田国際美術家協会
(AIAA)

第1回秋田国際美術家協会
展(日韓交流)

秋田市
　韓国の美術団体所属の美術作家を招聘し、日韓美術家の交流を図る
「第1回秋田国際美術家協会展」を開催し、日韓交流ギャラリー・トークや
パネルディスカッションなどを実施します。

10
秋田県クラシックバレエ連
盟

藤田嗣治(レオナ-ルフジタ)
へのオマージュ

秋田市
　「藤田嗣治(レオナ-ルフジタ)へのオマージュ」として、藤田嗣治にちなん
だ創作バレエと近代バレエの組み合わせによる新たな視点からの舞台を
構成し、披露します。

11 秋田・風情を楽しむ会

CGを活用した絵巻と踊りの
融合舞台
秋田県文化財｢秋田風俗絵
巻｣を踊る(仮)

秋田市
　県文化財｢絵本着色秋田風俗絵巻｣をＣＧを活用し、映像化して舞台背景
に投影し、日本舞踊と融合した、まるで絵巻を見るようにスクロール展開す
る舞台を実施します。
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12 ハンズクラフト秋田
Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ　－　ぷろむ
なーど　－　手仕事の散歩
道

秋田市
　キルト・織物・染色・刺繍・人形などを商店に展示するなどして、大規模な
手仕事ストリートを実現させ、街全体での催しを企画。街にある施設や屋
外を利用し、音楽や他のアート・文化とコラボさせる事業を展開します。

13
室内楽フェスティバル実行
委員会

室内楽フェスティバル（ハー
プ・ギター・フルート）

秋田市

　本格的なグランドハープ演奏を鑑賞していただき、ハープ音楽の魅力を
秋田から全国に発信します。また、新作劇とハープ、ギター、フルート、オ
カリナのコラボレーションのステージや秋田出身の作曲家成田為三の名
曲を会場一体となって大合唱などを実施します。

14 秋田県国際俳句協会
国民文化祭記念・国際俳句
大会

秋田市

　日本語部門、ロシア語部門、英語部門を設けた俳句コンテストを開催し
ます。
　日本のさきがけとしての活動を広く国民に知っていただき、より多くの俳
句ファンが秋田での活動に様々な形で参加する契機にします。

15
一般社団法人
秋田県造園協会

秋田の美しい景観と街並み
づくり推進事業

秋田市
　市街地において、秋田のイメージにこだわった庭を設置し、その製作工
程を観光客や県民に見せながら、秋田の庭への理解と緑豊かな秋田県の
イメージを創出します。

16
ＡＫＩＴＡアマチュアＤＥナイ
ツ実行委員会

アマチュアＤＥナイツｉｎＡＫＩＴ
Ａ

秋田市

　優れたパフォーマーの才能を発掘・育成するため、平成２４年４月から
行っている予選大会の成績優秀者及び技術の優れた者が参加するグラン
ド大会を開催します。
　グランド大会では、各予選会を勝ち抜いたパフォーマーが一堂に会し、
各々のパフォーマンスを披露します。

17
ドルチェ・マンドリーノ・ディ
あきた

マンドリンと秋田の文化の祭
典

秋田市

　マンドリンオーケストラと秋田県の芸術家やアマチュアの愛好家との共
演により、様々な曲を演奏し、県内外に秋田の魅力をアピールする文化の
祭典を開催します。
　また、秋田県内外より参加者を募集し、フェスティバルオーケストラを結
成して、演奏します。

18
秋田県ダンススポーツ連
盟

2014国民文化祭ダンスス
ポーツin秋田

秋田市
　ダンススポーツのジュニアからシニアまで世界を目指す競技選手の技、
芸術性を間近に感じていただくとともに、子供ダンス運動やリズム体操の
発表と体験、ダンス関連品展示（ダンス衣装の歴史等）を実施します。

19
秋田市大町商店街振興組
合

Art Seed AKITA・アートおお
まち

秋田市

　秋田美術大学ビジュアルアーツ専攻に所属する研究者・美術家7名を中
心に、学生の活力をも取り込みながら、大町商店街の特徴的で伝統的な
商業集積地の景観・風土等を背景とする現代の美術作品を制作、展示し
ます。

20
であいのこんさぁと実行委
員会

2014年であいのこんさぁと 秋田市

　身体にハンディのある人もない人も～同じ空の下に生きている仲間たち
～そんな想いで始められた「であいのこんさぁと」は、国際障がい者年を
きっかけに始められました。公募作品の紹介や国民文化祭テーマソング、
「大いなる秋田」の演奏などを実施します。

21 長信田の森心療クリニック

不登校・引きこもり経験者の
メッセージ
～伝えたい！僕らの思い・
可能性！！～

秋田市

　不登校・ひきこもり経験者による文化活動として、少子・高齢化、過疎化
問題をテーマにした演劇「限界集落なんて言うんじゃね～」（「限界集落株
式会社」黒野伸一著）を公演、オリジナル曲を含む太鼓公演を実施しま
す。

22
秋田ゆかりの映画祭実行
委員会

秋田ゆかりの映画祭 秋田市

　秋田県にゆかりのある映画をロケ地編、俳優編、監督・脚本家編などに
分類して上映し、秋田の映画文化を広く県内、そして全国に発信します。
　上映と同時に「秋田ゆかりの映画」を一冊にまとめたガイドブックやロケ
地マップの発行も行う。さらに映像文化に詳しい有識者や本県出身の俳優
など映画関係者によるトークショーなどを実施します。
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23
NPO法人白瀬南極探検１
００周年記念会

探検家、冒険家を育んだ秋
田魂（スピリット）と南極探検
に挑んだ白瀬矗

秋田市
にかほ市

　南極を探検した　「白瀬矗」を中心に、秋田出身の探検・冒険家に光をあ
てたシンポジウム（探検・冒険家サミット）や講演会、展示会などを実施し、
秋田魂（スピリット）を全国にアピールします。

24 あきた民話の会
第２９回国民文化祭inあきた
２０１４民話の祭典

由利本荘市
　長い歴史に育まれた秋田の民話と秋田弁の素朴なあたたかさ、自然と
調和した生活様式や言語文化を、“語り”を通して全国に発信するとともに
秋田の若い世代に「語り文化」を継承していく祭典を開催します。

25
特定非営利活動法人　浦
城の歴史を伝える会

浦の虎子踊り伝承 八郎潟町
　地域の高校生に、浦城周辺集落で踊られていた「浦の虎子踊り」の踊り
や太鼓を継承し、戦国時代の山城｢浦城趾｣を会場として、来城者に公演
を披露していきます。

26 八郎潟文化村協議会
「雨ニモマケズ」朗読秋田大
会イン八郎潟

八郎潟町
　「雨ニモマケズ」の朗読を通して、宮沢賢治の精神を味わうと共に現代社
会に生きる我々の「生き方の方向性」を考える機会とするため、「雨ニモマ
ケズ」の朗読、暗唱、群読をする個人、団体を募集し大会を開催します。

27
全国花火競技大会実行委
員会

伝統×挑戦　日本の花火
大曲の花火

大仙市

　文化の祭典『国民文化祭』開催の機運を醸成しつつ、今後の文化振興に
資する企画として、花火の街・大仙市ならではの花火大会を開催します。
大会では「『花火の魅力再発見』～花火の今昔～」、「『新たな花火文化の
創造』～花火の未来～」の２つのテーマを柱に、花火の「過去・現在・未来」
について、解説付きで花火を打ち上げます。

28 民謡継承祭典実行委員会
民謡継承祭典～民謡を次世
代へ唄い踊り継ぐ～

大仙市

　地域に根ざした多くの民謡や手踊りを、ベテランが中堅に、中堅が若手
にと、それぞれが指導者としてお手本を見せながら、次世代の担い手であ
る若者を指導・育成していき、舞台上でその成果を披露していく祭典を実
施します。

29
音楽でつながろうプロジェ
クト

音楽でつながろう２０１４
みんなの校歌コンテスト in
あきた国民文化祭
（仮）

大仙市
　思い出の母校の校歌や、先輩たちが残した伝統ある校歌を風化させず
歌い継いでいくために、秋田県内に現存、または過去に存在した学校の校
歌を、形にとらわれずに歌い、発表するコンテストを開催します。

30
夜の国文祭かくのだて実
行委員会

夜の国文祭inかくのだて 仙北市

　国文祭仙北市主催事業の講師やパネラーさらには角館出身の文化人の
方々を交え、往時の酒席を再現し、秋田の「夜の文化」について議論を深
めます。
　また、民間に伝承されてきた別バージョンの歌詞による民謡、また、市内
の円熟した踊り子による手踊りの披露も合わせて行います。

31
夢・たざわこ制作実行委員
会

詩と語りで綴る交響叙事詩
「愛・クニマス」未来を受け継
ぐ子ども達へ・ガラコンサー
ト（仮称）田沢湖音楽祭

仙北市
　「クニマス」をテーマの中心に据え、昔ばなし講演と語り部による三湖物
語・クニマスなどに因む昔ばなしと詩を地域の言葉で上演するとともに、県
内・地元アーティスト中心によるガラコンサートなどを開催します。

32 了翁禅師研究会
図書館の開創者並びに社
会事業家　秋田の生んだ名
僧　了翁禅師を現代に

湯沢市
　歴史に埋もれた了翁禅師を演劇や講談などで紹介しながら、了翁文化を
秋田から全国に発信します。

33 湯沢凧同好会
湯沢市全国凧あげ大会（仮
称）
湯沢凧展示会（仮称）

湯沢市

　国民文化祭の開催を機に、全国規模の凧あげ大会を開催し、凧あげを
通じてつながる全国の仲間たちが交流し、湯沢市の文化に触れてもらう機
会とします。
　また、湯沢市の伝承文化である湯沢凧の歴史や魅力を伝えるため、貴
重な資料も含めた湯沢凧の展示会を開催します。

34 読書推進活動委員会
本と一緒に　～読書は人生
の羅針盤～

秋田市
大館市
横手市

　県民が読書に関心を持ち、生涯を通じて読書に親しむ機運を醸成するた
め、「語りのコンサート」や多様な方々による「読み聞かせ」の事業を展開し
ます。
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