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市制120周年をみんなで祝おう！

記念事業年間スケジュール
保
存
版

４
月

５
月

６
月

６日(水)
西部市民サービスセンター
オープニングセレモニー

５月７日(木)の開館に先立ち、市主催の式典と、指定
管理者である「西部地域住民自治協議会」による祝賀
会を開催します。

地域振興課
☎(866)2037

事業名 事業内容

24日(日)・31日(日)
明徳館館長講座
「秋田のことばと国語教育」

明徳館の北条常久館長が、北方教育と標準語教育の実
態、実践者の取り組みなどを紹介します。

中央図書館明徳館
☎(832)9220

羽生善治名人と郷田真隆九段が対局する第67期将棋
名人戦の第５局。２日(火)・３日(水)、秋田キャッスル
ホテルで開催。詳しくは、21ページをご覧ください。

商業観光課
☎(866)2112

６日(土)・７日(日)
県ラグビーフットボール
協会招待試合

八橋運動公園球技場を会場に、サントリー対NEC、
地元・秋田ノーザンブレッツ対日野自動車の対戦のほ
か、ちびっ子ラグビー交流戦も行われます。

秋田県ラグビー
フットボール協会
☎(847)6061

７月12日(日)まで　赤れん
が郷土館「歴史探訪・写真
で見る地域の文化遺産」

赤れんが郷土館
☎(864)6851

明治天皇行在所跡(大町)、八橋一里塚跡など、地域に
残る貴重な文化遺産を写真パネルで紹介します。
詳しくは、21ページをご覧ください。

６月21日(日)まで　千秋美
術館「美術館に行こう!」

ミッフィーちゃんの家族と一緒に、さまざまなモダン
アートを紹介します。

千秋美術館
☎(836)7860

７日(日) 第31回千秋茶会
千秋公園本丸で、県内の茶道８流派による野点茶会を
開催します。

文化振興室
☎(866)2246

下旬～７月 市立図書館巡回
講座「子どもの世界・あの頃」

文学研究家の井上隆明さんを講師に、市民が書き残し
た文書から明治～昭和の子どもの生活を考えます。

中央図書館明徳館
☎(832)9220

27日(土)・28日(日)
第12回ヤートセ秋田祭

県内外から多くの人が参加し、大
町・通町を舞台に個性豊かな踊り
が繰り広げられます。

商業観光課
☎(866)2112

1889(明治22)年に誕生した秋田市。今年、市制施行120周年を迎えます。市では、この

記念すべき節目を市民のみなさんとともに祝うため、さまざまな記念事業を展開します。

記念事業のメインテーマは「絆」。記念事業をとおして、一人ひとりが「絆」の大切さを

感じるとともに、秋田市がもっと元気になるような取り組みを進めます。毎年恒例のイベン

トも今年はボリュームアップ！　年間スケジュールを参考に多くの記

念事業に参加して、みんなでいっしょに120周年を祝い、盛り上げま

しょう。

市制120周年記念事業の年間スケジュール
問い合わせ

１日(月)～３日(水)
第67期 将棋名人戦
※１日は前夜祭

※各事業の開催日時は変更することがあります。
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事業名 問い合わせ事業内容

12日(日)～９月13日(日)
佐竹史料館
「藩祖義宣とその時代展」

秋田藩の基礎を築いた佐竹義宣に関する資料を紹介し
ます。

佐竹史料館
☎(832)7892

12日(日)
市制120周年記念式典
(会場：文化会館)

記念式典の第一部は功労者表彰、
第二部は女優の浅利香津代さん
による朗読劇の上演などです。

企画調整課
☎(866)2032

12日(日)
市制施行時公文書等展示会

市の記念日式典が行われる文化会館で、市制施行当時
の公文書などを展示します。

文書法制課
☎(866)8913

18日(土)～10月18日(日)
赤れんが郷土館
「木柵で囲まれた弥生ムラ」

赤れんが郷土館
☎(864)6851

国指定史跡「地蔵田遺跡」と｢弥生っこ村｣
について紹介します。

８
月

９
月

18日(土)～26日(日)
アルヴェSummerSummer
フェスタ2009

秋田市民交流プラザ管理室、アルヴェ管理組合、移転
１周年を迎えるＮＨＫ秋田放送局などが連携して、さ
まざまな夏休みイベントを開催します。

秋田市民交流
プラザ管理室
☎(887)5310

下旬　
2009雄物川フェア

茨島河川公園を会場に、カヌー体験
教室や雄物川のクリーンアップのほ
か、フリーマーケットや流域物産販
売も行います。

商業観光課
☎(866)2112

市内の民俗芸能を保存・伝承している各団体の発表会
を開催します。黒川番楽、秋田万歳など。

民俗芸能伝承館
☎(866)7091

３日(月)～６日(木)
秋田竿燈まつり

夜本番のほか、千秋公園中土橋での
竿燈妙技会、アゴラ広場でのサマー
フェスタなども開催されます。

商業観光課
☎(866)2112

20日(月)
「開運！なんでも鑑定団」
出張鑑定 in あきた

企画調整課
☎(866)2032

市制120周年、アルヴェオープン５周年を記念してテレ
ビ番組「開運なんでも鑑定団」の出張鑑定をアルヴェ多
目的ホールで開催。詳しくは14ページをご覧ください。

20日(月)・21日(火)
土崎港曳山まつり

メインの曳山行事のほか、花火などの協賛行事も行わ
れます。

商業観光課
☎(866)2112

10日(月) 秋田市夏まつり
雄物川花火大会

約7,500発の花火が夜空を彩り、打ち上げ前にはヤー
トセ踊りや民謡ショーなども行われます。

商業観光課
☎(866)2112

11日(金)～10月25日(日)
千秋美術館「近代日本画に
みる女性の美」

福富太郎氏の所蔵品から、鏑
かぶら

木
き

清
きよ

方
かた

、上
うえ

村
むら

松
しょう

園
えん

らの近
代日本画の名作約70点を紹介します。

千秋美術館
☎(836)7860

５日(土)・６日(日)
児童生徒作品展覧会

文化会館を会場に、市内の小・中学生が夏休みなどに
制作した作品を展示します。

学校教育課
☎(866)2244

23日(水) 秋田国際
ファミリーマラソン

同大会実行委員会が主催し、ボランティア
スタッフにより運営される大会です。

スポーツ振興課
☎(866)2247

26日(日)
民俗芸能合同発表会

23日(日)
大正寺おけさまつり

新波商店街を会場に、大正寺おけさ総踊りのほか、土
崎港囃子や県外団体も参加します。夜には花火大会も。

商業観光課
☎(866)2112

20日(日) 劇団はちのす
15周年記念公演

文化会館で、演劇「絢
けん

爛
らん

とか爛
らん

漫
まん

とか」(作：飯島早苗、
演出：加藤正志)を上演します。

企画調整課
☎(866)2032

※各事業の開催日時は変更することがあります。
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事業名 事業内容

下旬 パッサウ姉妹都市
提携25周年記念事業

パッサウ市やドイツに関する講演会と資料展示を行
います。

中央図書館明徳館
☎(832)9220

３日(土)
市民企画イベント

千秋公園を主会場に、秋田の魅力を再発見できるイベ
ントを開催。イベントを企画・運営してくれるメンバ
ーを募集。詳しくは14ページをご覧ください。

企画調整課
☎(866)2032

４日(日)
赤れんが館コンサート

出演予定者は、秋田市出身の日本を代表するクラリ
ネット奏者・佐川聖二さんです。

赤れんが郷土館
☎(864)6851

23日(金)～25日(日)
中学校文化フェスティバル

学校教育課
☎(866)2244

文化会館を会場に市内の全中学校(26校)が、日ごろ
取り組んでいる文化的な活動をステージで発表し、
作品も展示します。

10
月

12日(月)・13日(火)
パッサウ市提携25周年記念
友好交流事業

公式訪問団、市民交流団がドイツ
パッサウ市を訪問し、記念式典、
市民交流行事などを行います。

企画調整課
☎(866)2032

24日(土)～１月17日(日)
赤れんが郷土館「故郷への
まなざし・勝平得之の世界」

郷土秋田の自然や風俗を温かなま
なざしで描き続けた木版画家・勝
平得之の作品を紹介します。

赤れんが郷土館
☎(864)6851

８日(日)～21日(土)
ハートフル絆映画上映会

人と人とのつながりや家族・地域の絆を感じさせて
くれる映画を市内４地域で上映します。

企画調整課
☎(866)2032

30日(金)～11月５日(木)
第132回秋田県種苗交換会

優れた米・野菜・果物・花きなどの農産物出品展示
や農業機械化ショーなどが開催されます。

農林総務課
☎(866)2115

15日(日)
家族・地域の
絆づくりフォーラム

企画調整課
☎(866)2032

アルヴェを会場に、講演な
どを行い、絆の大切さを見
つめ直す機会にします。11

月

12
月

１
月

文化会館を会場に、秋田市出身で東京文化財研究所
近・現代視覚芸術研究室長の山梨絵美子さんが、平
野コレクションの魅力について話します。

文化振興室
☎(866)2246

４日(金)
NHK全国公開放送
「冬・北国からのコンサート」

NHK秋田放送局との共催。歌謡番組の公開放送を市
民に無料で公開し、全国放送を通じて秋田市を全国
にPRします。

文化会館
☎(865)1191

23日(土)～２月21日(日)
赤れんが郷土館
「明日のクリエーターたち」

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の
生徒による作品展を開催します。

赤れんが郷土館
☎(864)6851

中旬　移動図書館「イソッ
プ号」がやってくる

イソップ号が新しく生まれ変わります。市庁舎前広場
や小学校などで一般公開(お披露目)を行います。

29日(日) 第31回市民文化
のつどい・第７回郷土秋田
を考える文化講演会

４日(月)から
千秋美術館「市民と選んだ
ベストコレクション」

千秋美術館の所蔵品の中から、市民がアンケートで選
んだ作品を展示します。前期１月４日(月)～２月14日
(日)、後期２月18日(木)～４月４日(日)。

千秋美術館
☎(836)7860

２
月

27日(土)～４月18日(日)
赤れんが郷土館
「館蔵品さまざま展」

新収蔵品や勝平コレクションなどを、テーマごとに
紹介します。

赤れんが郷土館
☎(864)6851

中央図書館明徳館
☎(832)9220

問い合わせ

平成20年度優秀作品

※各事業の開催日時は変更することがあります。


