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報道関係者各位 プレスリリース 

2017年 10月 3 日 

新・秋田の行事実行委員会 

伝統芸能の祭典「新・秋田の行事 in大仙２０１７」 

出演団体のタイムテーブルを発表！ 

～フィナーレ花火の打上も決定！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新・秋田の行事実行委員会では、2017年 10 月 14日（土）及び 10 月 15 日（日）、秋田県大仙市

の「大曲駅前・花火通り商店街周辺」及び「大曲市民会館」の２会場において開催する伝統芸能の

祭典「新・秋田の行事 in 大仙２０１７」の演目及びタイムテーブルのほか、本祭典のフィナーレ

を飾る「大曲の花火～新・秋田の行事 特別打上～」を決定しましたのでお知らせします。 

また、秋田の伝統芸能や文化を体験する「ふれあい体験ブース」や、県内各地のご当地グルメを

楽しむ「大仙グルメストリート」、交通情報の詳細についてもご案内いたします。 

なお、当日の取材を希望される場合は、添付の FAX返信用紙にて 10月 11日（水）17時までにお

知らせください。 

 

オフィシャルホームページ（最新情報を更新）  https://shinakitanogyouji.jp/ 

 
 
＜新・秋田の行事 in大仙２０１７ 概要＞ 

○会期  ：2017年 10月 14日（土）10:00～17:00 

2017年 10月 15日（日）10:00～18:00 

○会場 ：①大曲駅前・花火通り商店街周辺 ：秋田県大仙市大曲通町周辺 

②大曲市民会館         ：秋田県大仙市大曲日の出町二丁目６-５０ 

※会場①と②を結ぶ無料シャトルバスを運行します。 

※会場周辺は駐車スペースが限られております。特に大曲駅前周辺は混雑が予想されま

すので、公共交通機関又はシャトルバス用駐車場（福田町駐車場・仙北ふれあい文化

センター・仙北球場）をご利用ください。 

○入場料 ：①大曲駅前・花火通り商店街周辺 ：無料  

②大曲市民会館         ：各日 前売り券 1,000円（税込） 

当日券  1,500円（税込） 

○主催 ：新・秋田の行事実行委員会、秋田県、大仙市 

○同時開催 ：大曲の花火 秋の章「花火劇場～あき○た満開～」 

10月 14日（土）18:00～19:00 

（主催：全国花火競技大会実行委員会） 

 

 

 

 

 

 

●お問い合わせ： 新・秋田の行事実行委員会事務局 
秋田県 文化振興課 （長崎） 
〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目１－１ 
TEL：018-860-1530 FAX：018-860-3880 
大仙市 観光交流課（中川） 
〒014-8601秋田県大仙市大曲花園町 1 番 1号 
TEL：0187-63-1111（代表） FAX： 0187-63-1119 
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■演目及びタイムテーブル 

 ２日間で全 27団体が公演します。「大曲市民会館」では、あきた郷土芸能推進協議会事務局長の麻生

正秋氏が民俗文化財の時代背景や行事について両日解説を行います。 

 

2017 年 10 月 14 日（土） 

（１）大曲駅前・花火通り商店街周辺 （無料） 

＜中通会場＞ 

時間 演目 

11：30～11：55 刈和野の大綱引き（大仙市） ※ミニ綱による再現 

12：00～12：45 大曲農業高等学校 仮装行列パフォーマンス 

12：50～13：00 大曲太鼓道場（大仙市） 

13：00～ 開会宣言 

13：30～15：30 「山・鉾・屋台行事」の共演 

 角館祭りのやま行事（仙北市） 

 土崎神明社祭の曳山行事（秋田市） 

 花輪祭の屋台行事（鹿角市） 

15：40～16：00 秋田の竿燈（秋田市） 

16：00～ 「山・鉾・屋台行事」 

 
＜花火通り商店街＞ 

時間 演目 

10：00～16：00 大仙グルメストリート  

※秋田のご当地グルメや地酒などをお楽しみいただけます 

10：00～16：30 ふれあい体験ブース 

・刈和野の大綱引き「綱作り体験」 

 ①10：00～10：40 ②13：30～14：10 

・花火講座「花火鑑賞士による花火セミナー」 

 ①15:00～15:30 ②16：00～16：30 

11：00～11：15 石川駒踊り（八峰町） 

13：40～14：00 長野ささら（大仙市） 

14：20～14：40 羽立大神楽（能代市） 
 
 
（２）大曲市民会館 （前売り券 1,000円 、当日券 1,500円（税込）） 

時間 演目 

10：00～10：25 開会セレモニー 

大曲高等学校 書道部（大仙市） 

10：30～10：55 高梨神社正神楽（大仙市） 

11：00～11：25 長野ささら（大仙市） 

11：30～11：50 羽立大神楽（能代市） 

12：00～12：25 鳥海山小滝番楽（にかほ市） 

13：30～13：55 根子番楽（北秋田市） 

14：10～14：20 関口作佐楽舞（湯沢市） 

14：30～14：50 毛馬内の盆踊（鹿角市） 

15：00～15：20 石川駒踊り（八峰町） 

15：30～15：45 盛岡さんさ踊り（岩手県盛岡市） 
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（３）同時開催 「大曲の花火 秋の章 花火劇場～あき○た満開～」 

・会期：2017 年 10 月 14 日（土）１８：００～１９：００ 

・会場：大曲花火大橋下流河川敷(全国花火競技大会が開催される雄物川河畔) 

・主催：全国花火競技大会実行委員会 

・お問い合せ：大曲商工会議所花火振興事業部 TEL：0187-62-1262 

http://www.oomagari-hanabi.com/autumn2017/index.html 

 

2017 年 10 月 15 日（日） 

（１）大曲駅前・花火通り商店街周辺 （無料） 

＜中通会場＞ 

時間 演目 

11：30～11：50 男鹿なまはげ太鼓（男鹿市） 

12：00～12：15 盛岡さんさ踊り（岩手県盛岡市） 

13：30～15：30 「山・鉾・屋台行事」の共演 

 角館祭りのやま行事（仙北市） 

 土崎神明社祭の曳山行事（秋田市） 

 花輪祭の屋台行事（鹿角市） 

15：40～16：00 秋田の竿燈（秋田市） 

16：00～ 「山・鉾・屋台行事」 
 
＜花火通り商店街＞ 

時間 演目 

10：00～16：00 大仙グルメストリート  

※秋田のご当地グルメや地酒などをお楽しみいただけます 

10：00～16：00 ふれあい体験ブース 

・六郷のカマクラ行事「天筆書き体験」 

11：00～11：20 横沢ささら（大仙市） 

13：40～13：55 盛岡さんさ踊り（岩手県盛岡市） 

14：20～14：40 願人踊（八郎潟町） 

 

（２）大曲市民会館 （前売り券 1,000円 、当日券 1,500円（税込）） 

時間 演目 

10：00～10：25 大曲農業高等学校太田分校 郷土芸能部（大仙市） 

10：30～10：55 仙道番楽（羽後町） 

11：00～11：20 タイ王国民族舞踊 （タイ王国） 

11：30～11：50 角間川盆踊り（大仙市） 

12：00～12：20 願人踊（八郎潟町） 

13：30～13：50 屋敷番楽（由利本荘市） 

14：00～14：20 横沢ささら（大仙市） 

14：30～14：50 横手ばやし（横手市） 

15：00～15：25 本海獅子舞番楽（由利本荘市） 

15：30～16：00 西馬音内の盆踊（羽後町） 

 

（３）大曲の花火「新・秋田の行事特別打上」 

・会期：2017 年 10 月 15 日（日） １7：5０～１8：0 

・会場：丸子橋付近（秋田県大仙市大曲須和町 丸子川遊水地内にて打上） 

 

 
※タイムテーブル及び演目等は都合により変更となる場合があります。また、屋外において強風又

は荒天の場合は中止する場合があります。 
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■ふれあい体験ブース 

秋田の伝統芸能や伝統文化を体験する「ふれあい体験ブース」を設けます。 

花火通り商店街内の「花火庵」において、14日（土）は刈和野の大綱引きの「綱作り体験」と花火講

座「花火鑑賞士による花火セミナー」の体験を、15 日（日）は六郷のカマクラ行事の「天筆書き体験」

を行います。 

また、大曲駅前では両日「秋田犬のふれあい展示」を行います。 

 

 

（１）刈和野の大綱引き「綱作り体験」 

国指定重要無形民俗文化財の「刈和野の大綱引き（大仙市）」で使われる「綱作り体験」を、保存

会の役員や行事実施の責任者である建元（たてもと）の指導のもとで行います。大綱引きの綱は、３

つの藁の小束を交互に組みながら切れにくく固く締まるように編んで作られ、「グミ組み（又はグミ

編み）」と呼ばれます。この体験で作った綱は、2018年 2月 10日（土）の実際の大綱引きの際に引き

合われる大綱の一部となります。 

体験料金：無料 

参加定員：特になし 

体験時間：10月 14日(土)①10:00～10:40 ②13：30～14：10 

       （１回の体験時間目安は１０分程度です） 

体験会場：花火庵（秋田県大仙市大曲通町 3-3） 

 

（２）花火講座「花火鑑賞士による花火セミナー」 

花火鑑賞士による花火セミナーを開催します。花火の歴史や文化、種類や仕組み、評価のポイント

などを学んで、より花火を知的に楽しく鑑賞することができるようになる内容です。 

体験料金：無料 

参加定員：各回 30名程度(先着順） 

体験時間：10月 14日(土)①15:00～15:30 ②16：00～16：30 

体験会場：花火庵（秋田県大仙市大曲通町 3-3） 

 

（３）六郷のカマクラ行事 「天筆書き体験」 

 国指定重要無形民俗文化財の「六郷のカマクラ行事（美郷町）」で行われる「天筆（てんぴつ）書

き体験」を行います。緑、黄、赤、白、青の順に色紙をつなぎ合わせて作った細長い「天筆」に筆で

願い事を書いていただきます。完成した天筆は、2018 年 2 月 11 日（日）から行われる行事に奉納し

ます。 

体験料金：無料 

参加定員：100名(先着順) 

体験時間：10月 15日(日)10:00～16:00(天筆が無くなり次第終了します。) 

体験会場：花火庵（秋田県大仙市大曲通町 3-3） 

 

（４）秋田犬ふれあい展示 

 JR大曲駅前で秋田犬（あきたいぬ）がご来場の皆様をお出迎えします。 

料金  ：無料 

参加定員：特になし 

時間  ：10月 14日及び 15日(日)14:00～16:00 

※秋田犬の体調等により時間の変更や中止となる場合があります。 

また、開催中に休憩時間がありますので予めご了承ください。 

体験会場：JR大曲駅 西口 特設テント 

 

 
名称：TEAM CNA Akita Dog 所在地：秋田市八橋南一丁目 1-3 種別：展示 登録番号：動-2-39 

登録年月日：平成 29 年 9 月 11 日 有効期限の末日：平成 34 年 9 月 10 日  

動物取扱責任者：鈴木 明子 
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■大仙グルメストリート・秋田うまいものスクエア 

秋田のご当地グルメを楽しむ「大仙グルメストリート」と「秋田うまいものスクエア」の２エリアを

設けます。秋田の地酒のほか、横手やきそばや男鹿しょっつる焼きそば、ご当地大仙市の「大曲納豆汁」

や「大曲カレー旨麺」などをお楽しみいただけます。 

 

＜大仙グルメストリート＞ 

・会期：両日１0：００～１6：００ 

・会場：大曲花火通り商店街 

＜秋田うまいものスクエア＞ 

・会期：両日１0：００～１8：００ 

・会場：大曲花火通り商店街 

 

■交通案内 

大曲駅前の「花火通り商店街」は両日 8時から 18時まで、「中通会場」は 11時から 18時まで車両の

通行が禁止となります。 

また、両日「大曲駅前・花火通り商店街周辺」と「大曲市民会館」を結ぶ「市民会館シャトル」及び

「無料大型駐車場」と「大曲駅東口」を結ぶ「ふれあい文化シャトル」を約 20分間隔で運行します。 

https://shinakitanogyouji.jp/access/ 

 

○市民会館シャトル（大曲市民会館～ヒカリオ前） 

大曲市民会館 ：両日 始発 9時 30分 最終 17時 30分 

ヒカリオ前  ：両日 始発 9時 40分 最終 17時 40分 

 

○ふれあい文化シャトル（仙北ふれあい文化センター～福田町駐車場～大曲駅東口） 

仙北ふれあい文化センター ：14日（土）  始発 9時 30分 最終 17時 50分 

              15日（日） 始発 9時 30分 最終 17時 10分 

大曲駅東口        ：14日（土） 始発 9時 40分 最終 20時 30分 

              15日（日） 始発 9時 40分 最終 18時 50分 

 

 

 


