
当日は赤れんが郷土館。民俗芸能伝承館・旧金子家住宅・秋田城跡

歴史資料館に無料で入館いただけます。下記イベントも全て無料

です。ぜひ羽州街道を歩き、複数の会場を巡つてみてください。
×会場は駐車場が無い、または台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関等をご利用ください。

※イベントの開催時間等については、諸事情により変更となる場合があります。

【開催日時】
主催 秋田市

Akita City

※旧金子家住宅は19:30ま で(同住宅の観覧は15:00ま で)

区工1曳山展示ホール 匠間1011:00～ ②13:00～ 015:00～

禦1月 4日0
9:30～16:30

⑥な機&ぬ勝製唾m‐
〈観覧時間9:30～ 16:30〉

Gし,赤れんが郷土館《i)1土崎みなと

c):民俗芸能伝承館 
‐
歴史伝承館

ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無形民俗文化財
「土崎神明社祭の曳山行事」のお囃子「港ばやし」を披露。

曳山行事を始めとする土崎地区の歴史をお囃子とともに
ご堪能ください。各回とも20分程度です。【出演】港ばやし保存会

※各回の1時間前から

整理券を配布します。

●多ブ湾室とミニコンサート
匿コ]1階 1日営業室
匠固 010:30～ 012:30～ 016:00～
明治期の貴重な洋風建築の空間にふさわしいヴァイオリンとピアノによる

ミニコンサー トで、当時の雰囲気を感じていただきます。

各回とも20分程度です。【出演】ヴァイオリン:預幡さち子、ピアノ:石丼英里

匿亘Ь階第3練習室 匠固 011:00～ ②13:00～ 4:30～
和室の本格的な舞台を活用した伝統的な日本舞踊をご堪能ください。
各回とも20分程度です。【出演】綾ふじ会:永澤優子

外町の総鎮守・日吉八幡神社 (県指定文化財)の 境内での民謡をご堪能ください。

各回とも20分程度です。【出演】梅若流梅若会

魏颯jl範咆躙:黎蝙‐
●特別公開匝瑠|::38=

修復整備工事中の県指定文化財を特別公開します。

各国とも30分程度でご案内します。

鰊1饗到1賊皿瞳襄攣鶉鸞|〈

鰊

観覧時間
9:00-‐ 16:30 〉

観覧時間
9:30～ 15:00 )

※15:00以 降、建物の観覧はできません。

◎藪豊製醐】燃‐    f霧犠
●民謡演奏 渕喘 :30～ 013:30～ 軍譲謬‐‐

機り盟ユスだんすのじかん
匡固 015:30～ 018:30～
国内外で活躍するアーティスト達によるダンス作品集。大きなホールで鑑賞するのとは違う、

江戸時代の雰囲気を残す商家・1曰 金子家住宅 (市 指定文化財 )を 舞台に、

日の前で繰り広げられるダンスの世界。芸術と文化財のコラボをお楽しみください。

各回とも1時間程度です。【出演】川村真奈、力0賀谷葵、後藤仁、四家卯大、他

オリジナル

グッズ
プレゼントl!
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鍵:).日 吉八幡神社 饉鬱,秋田城跡歴史資料館 ※個数限定無くなり次第終了となります。※詳しくはスタッフにお尋ねください.
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江戸時代に描かれた「秋田街道絵巻」を手がかりに羽州

街道を歩く「秋田式街道ウオーキング」を紹介しています。

まつり開催中、各会場で配布しています。散策にご活用

ください。

ウォーキングガイドを片手にイベントやスタンプラリーを楽しみながら羽州街道をご探訪ください。

■

日

日

要事前日目申込
書20名 (先着)
詳細は裏面をご覧ください。

【要事前電話申込】ガイド付きで歩く羽州街道

●
一

要事前
E獲口圏目申込
0……・50名 (抽選)

②・o各30名 (抽選)

詳細は裏面をご覧ください 要事前
礎獲□圏目申込
書20名 (抽選)

詳細 |ま裏面をご覧ください

※各回の1時間前から

整理券を配布します
`

要事前
E獲日圏目申込
書20名 (抽選)

詳細 Iま裏面をご覧ください

1ロロロ■■
|ミ

|ル企画 あきた羽州街道ガイドブック

当たる抽選に参加できます!!

大森山動物園0
年間パスポ‥卜や

‐マスクの着用をお願いします。

・ 体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。
_・ 受付で検温・手指消毒をお願いする会場があります。
●会場ではソーシャルデイスタンスの確保をお願いします.

■・状況に応じて入場を制限する場合があります。

【お問合せ先】秋 田市 観 光 文化 スポーツ部文化振 興 課

|口国■018‐ 888… 5607(平日8:30～ 17:15)1日ロロ1018‐ 888-5608
目目岡田ro… edcl@city.akita.lg.ip

秋田市の羽州街道
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鰊熔響:鸞笏|×高嘔4‐

スタンプ押印チェックポイント(5か所)

新 型 コロナウィルス感 染滞 対策 のため

ホームページはこちらから
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額麗から8婆髪瞭ン2町ガイド付き】
参加事前E萎劃申込方法

事前に参加申込が必要な【イベント】
躍履口圏目による申込方法

の

■領肛E臓ス
9:30～受付開始

秋田市役所正面入□

10:00秋田市役所
スタート
1徒歩:通町経由

10:300民俗芸能
伝承館

O旧金子家住宅
※館内見学

11:00出 発
↓徒歩 :那波紙店経由

11:1501日松倉家住宅
X修復整備工事現場を見学

11:45 出発
.徒歩 :刈穂橋～

新政酒造経由

12:150赤れんが
郷土館

Xミニコンサート鑑賞～

解散

日GttEロス
13:00～受付開始

南都市民サービスセンター別館前

13:30南 部市民SC別館
スタート
↓徒歩

13:40御茶橋
↓徒歩

14:00三 皇熊野神社
里宮
×獅子舞鑑賞

14:30出 発
↓徒歩:楢山経由

15:00鼈 1購 松倉家住宅
※修復整備工事現場を見学

15:30出 発
↓徒歩:刈穂橋～

新政酒造経由

16:000赤れんが
郷土鑢

※ミニコンサート鑑賞～

解散

9:30～ 受付開始

日吉八幡神社社務所前

10:000日 吉八幡神社
スタート

1徒歩

10:20不 動院
↓徒歩

10:40菅原神社
↓徒歩

11:00宝 塔寺五重塔
l徒歩

11:250日吉八幡神社
到着

民謡鑑貸～解散

日Л酵>ヌ Q〉製量ん藝1製陸』麟||り出
とミニコンサート

010:30´V。・・50名 (抽選)

012:30へ 0́16:00´V・・・各30名 (抽選)

o轟盤自叡鰹ゃ特別公開
010:00～・・・20名 (抽選) 013:30´ν。・・20名 (抽選)

C,旦菫覇1塞鰹●‐り眠ユスだんすのじかん
015:30～・・・20名 (抽選) 018:30´ V・・・20名 (抽選)

X各ウォーキングのルートや時間
については、諸事情により変更と

なる場合があります。

文i塀夏課TEL.018-888‐5607
9月9日 (水)8:30～電話受付開始!書コース先着20名 !!

【必要事項】・代表者氏名・申込人数(2名まで)。 郵便番号・住所
。年齢・性別・電話番号・申込イベント名。希望時間

【宛  先]〒 010-8560秋田市山王一丁目1番 1号

秋田市文化振興課 行

●令和2年9月 16日 (水)必着

●後日、受付票 (返信ハガキ)を送付しますので、当日必ずご持参ください。

`ヤ詢

代

表

者

の

氏

名

[IT EII

秋
田
市
文
化
振
興
課

行

|■遇圧Iコ

【返信宛名面】記入箇所 【往信宛名面】記入箇所

往復ハガキに必要事項を記入のうえ

脅イベントことにお申し込みください。

1枚のはがきで
2名まで受付。
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羽州街道

街道推定部分

‐‐‐|1外田丁コース(探訪ウォーキング)

‐‐・■牛島コース(探訪ウォーキング)

―‐・■八橋コース(探訪ウォーキング)

0～Oイベント会場
00●0当日は観覧無料
0通常どおり観覧無料

センター

羽州街重歴史まつり■■


