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８月３日(金) ６日(月)
会場　竿燈大通り

◆妙技会は、雨天の場合、市立体育館で開催する予
定です。詳しくは当日、秋田市竿燈まつり実行委
員会事務局へ。

８月４日(土) ６日(月)
会場　千秋公園中土橋

妙技会 夜本番

４・５日　予選

６日　決勝

大若(規定・自由・個人) 囃子方
竿燈チャレンジコーナー
大若(規定・自由・個人) 囃子方

小若
囃子方
大若(自由演技)
大若(個人)
大若(規定演技)
閉会式

交通規制開始(竿燈大通り)
観覧席入場
５日は18:40から秋田わか杉国体の炬火リレー( p5)
６日は18:40から民謡手踊り

竿燈入場
３日は18:55から
５日･６日は19:10から

竿燈演技開始
３日は19:25から
５日･６日は19:40から

ふれあい竿燈
(約10分間)
竿燈にふれたり、
記念撮影ができます

交通規制解除

9:50
12:00
13:00

10:00
10:30
13:00
13:50
14:25
14:30

18:30
18:35

19:00

19:30

20:40

21:30

約１万個の提灯で彩られた光の稲穂は、我先にと真
夏の夜空を焦がします。江戸時代から受け継がれて
きた伝統と技が光ります。

８月３日(金) ６日(月)
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秋田市竿燈まつり実行委員会事務局(商業観光課内)
tel(８６６)２１１２ ファクス(８６６)２４２５

問い合わせ

※時間は変更になる場合があります。
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車いす用自動車の駐車場…秋田市竿燈まつり実行委員会事務局へお問い合わせください。tel(866)2112

路線バスのう回運行…竿燈期間中、竿燈まつり主会場(二丁目橋～竿燈大通り～山王大通り県庁西交差点)を通過
する路線バスは、時間帯により、う回運行しますのでご了承ください。秋田中央交通(株)tel(823)4413

竿燈まつり関連イベントは次のページ
８月５日の炬火リレーは５ページに

会場案内図

妙技会場が中土橋に

伝統ある竿燈の技をぜ
ひ目の前で見てくださ
い。かさや扇子を持った
り、げたを履いたり、さ
まざまなパフォーマンス
もみどころ。ふれあい竿
燈では、一緒に写真を撮
ったり、演技者と話をし
たりできます。
竿燈には約250年の歴史があります。町内で
ひとつの目的のもとに集まり、今度はこうし
たい、こんな演技をしたいと技を磨き合うこ
とで結束力も強まります。そうして受け継が
れてきた伝統を、これからもしっかり守って
いきたい。

妙技会は練習の成果が点
数に表れます。うれしいと
きも、悔しいときもあるけ
れど、それもまた竿燈の魅
力。来年こそはと思い続け
て、優勝したときはうれし
かったです。
５本６本と竹を足してい

った時の、折れそうで折れ
ない、迫力ある竹のしなりぐあいを、ぜひ見て
ください。今年は団体で、５人力を合わせて上
をめざします！

竿燈にかける竿燈にかける
熱い想い熱い想い

18年大若個人優勝
川尻本町

斉藤直人さん

秋田市竿燈会会長
藤田勝さん

中土橋の道路が、午前９時30分～午後４時30分、車両
通行止めとなります。佐竹小路(一方通行)から脳血管セン
ター方面へは通行できます。
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昨年の妙技会決勝で安定した技を魅せる斉藤さん



今年の竿燈まつり期間中(妙
技会、アゴラ広場サマーフェ
スタなども含む)に撮影した作
品で、未発表のものに限りま
す。入賞作品の賞金は推薦(１
人)５万円、特選(２人)２万円。
細かな応募規定がありますので、詳しくは秋

田市竿燈まつり実行委員会事務局(商業観光課
内)へお問い合わせください。tel(866)2112
竿燈まつり公式HP http://www.kantou.gr.jp/

募集内容

１人５枚まで。未発表のものに限ります。カラ
ープリント四つ切(254㍉×305㍉)または、四つ
切ワイド(254㍉×365㍉)

写真の題名、住所、氏名、電話番号、年齢、職業
(学生は学校名と学年)を書いた用紙を作品の裏
面に貼って、８月31日(金)(必着)まで、〒010-
8560秋田市山王一丁目１-１ 秋田市竿燈まつり
実行委員会事務局

軽食・飲み物・特産品のほか、市役所前では、
はんてんの古着でつくった巾着に竿燈のろう
そくを入れた安産のご利益があるお守りを、
１個1,000円で販売します。

◆竿燈まつり期間中(８月３日～６日)、赤れんが郷土館、民俗芸能伝承館、旧金子家住宅、
久保田城御隅櫓は午後７時まで開館時間を延長します。

申込方法

あきた特産市

竿燈まつり
フォトコンテスト

●市役所前(午後２時～９時30分)
●旧産業会館跡地(正午～９時30分)
●千秋公園中土橋(午前10時～午後４時)

竿燈や伝統芸能の実演、工芸品の実演販売な
どを行います。

市内で採れた安全・安心・新鮮な品物がたくさん！
売り切れ次第終了します。

農畜産物直売

サマーフェスタ2007

●市役所前(午後３時～)

●アゴラ広場(午前10時～午後５時)

2006年推薦作品

竿燈期間中毎日やってます！
８月３日(金) ６日(月)

竿燈まつりをテーマに詠んだ俳句、優秀作品
100点を展示します。表彰式は８月６日(月)午後
３時から同会場で行います。

８月４日(土)～６日(月)
中央図書館明徳館前

竿燈祭り俳句大会

８月３日(金)～５日(日)午後１時～３時
旧金子家住宅(民俗芸能伝承館隣り)

古くから唄い継がれている秋田民謡の数々を、
秋田市民謡連盟のかたがたが披露します。直接
会場へどうぞ。入館料100円。中学生以下無料。

民俗芸能伝承館tel(866)7091問い合わせ

秋田市俳句人連盟事務局の中村榮一
さんtel(834)7403

問い合わせ

ふるさとの心、民謡をどうぞ
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８月５日(日)12:30開場 13:00開演
秋田県民会館
「秋田追分」「秋田長持唄」などの全国大会チャ
ンピオンのみなさんによる、秋田民謡の競演会
です。特別ゲストは歌手の和田青児さん。
入場券販売所…秋田駅「トピコ」、秋田ニューシ
ティ、細川レコード店、秋田市文化団体連盟

(社)秋田市文化団体連盟tel(866)4026問い合わせ

◆秋田民謡全国大会◆

チャンピオン競演会

入場料 1,500円

※中土橋会場は8/4～8/6



竿燈まつり会場で！

協賛ありがとう
ございました

秋田県広告美術協同組合が、秋
田駅西口前に国体ＰＲ看板を設置
してくれました。駅側の面には
「ようこそ！あきたへ」、商店街側
には「みなさん、いよいよ本番で
す！」のメッセージでお出迎え！

選手のみなさんに
手作りのスギッチマスコット！

「１人１役で国体に参加できれば」
…そんな思いから、将軍野にお住まい
の渡部�子さんたちご近所の10人グル
ープが、スギッチマスコットを手作り
しています。このマスコットに、作っ
た人の名前と秋田弁のメッセージを添
えて、秋田を訪れる選手のみなさんに
プレゼントします。

炬火の部分に染色した脱脂綿を使うなど、独自の工夫
もあれこれ。市内の高校やシルバー人材センターなどか
ら作り方を教えて欲しいという声もあります。国体を盛
り上げようという気持ち、うれしいですね！

竿燈まつりの会場を、オリンピックの聖
火にあたる「炬火」や国体旗、障害者スポー
ツ大会旗を持ったリレー隊(総勢78人)が走
ります。二丁目橋を出発し、市役所までの
約1.5㌔。佐竹市長や秋田市出身のプロボク
サーで東洋太平洋チャンピオン・榎洋之さ
んも走者として参加！
なお、当日はリレー会場付近の混雑が予

想されますので、警備スタッフなどの誘導
にご協力ください。

公募による走者…鶴田訓、田村翔太、三浦夏穂、伊藤純子、市川一幸、花田徹、
石塚美樹、菅谷律子、大柳浩通、佐藤俊誉、綱島淑子、菅原妙子、鈴木浩一、
三浦司、谷口敦子、佐々木育子、伊藤正文、吉川隆三、奥山潔子、久米昭子、
太田広治、伊藤隆夫、豊嶋弘子、折野幸子
競技団体などからの推薦走者…伊藤喜造、佐藤冨佐子、川口房男、中川心、熊
谷邦夫、坂内志礼、板倉恵、淀川幹夫、福原桂子、北林■、保坂忠、国枝あつ
子、星野美香、小木田喜美雄、小沢秀史、伊藤政昭、阿部秀一、石塚三雄、村
上龍希、宇佐美直美、原田一雄、�橋幸雄、梅津守、岩見しのぶ、五十嵐由美
子、佐藤早苗
中学校推薦走者…新屋敷元、松尾遥、小坂啓輔、立花渉、佐々木佳美、澤田石凌
輔、渡辺唯宇真、山内洋佑、野口飛香留、黒澤優仁、小林拳士、田口翔夢、佐々
木夏海、鎌田智成、安宅志織、藤沢佑、長谷川基起、加賀谷吉孝、水澤拓哉、志
戸田徹、天野達紀、小野泰輔、三浦広樹、二木崇寿、足利基気、深井新太郎

８月５日(日)午後６時40分スタート！

●●●炬火リレー走者のみなさん●●● ＝敬称略＝

15年ほど前からマラソンを
始め、年10回くらいはマラソ
ン大会に参加してきました。
国体の炬火リレーでもぜひ走
ってみたいと思い応募。８月
５日は私の誕生日でもあるの
で、一生のいい記念になりま
す。当日はふだんの練習どお
りの走りをしたいと思います。
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問い合わせ
秋田わか杉国体秋田市実行委員会
tel(866)2830

現在は約1,500個完成
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