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議  題  １、平成２７年度事業報告について 

議 題  ２、平成２７年度収支決算報告について 

        ・平成２７年度各部活動報告参照   

議 題  ３、会計監査報告 

 

議 題  ４、平成２８年度事業計画案について 

        ・平成２８年度各部活動計画案参照 

議 題  ５、平成２８年度予算案について 

議 題  ６、役員改選について 

議 題  ７、会則の改正について 

議 題  ８、その他 

 

閉会の挨拶（鈴木富夫副会長） 

 

 

秋田市指定無形民俗文化財祝賀会で鹿嶋太鼓が披露される 

 

～～～～ 懇親会に準備にご協力下さい。～～～～ 



はじめに 

 私たちは、昨年８月８日日吉神社会館において第５回定期総会を開催し、（１）「模範的な

鹿嶋船の製作」の成果と今後の展示及び資料整理と保管について、（２）「鹿嶋船の大集合」

を実現させた「鹿嶋祭ＰＲイベント」の成功と新屋のにぎわいづくり、（３）鹿嶋祭と保存

会活動の宣伝・広報活動の強化、（４）「鹿嶋祭ルーツ」の研究と鹿嶋祭の継承・発展を目的

とした活動の在り方、（５）鹿嶋祭「唄と太鼓」の実技指導について、（６）秋田市指定無形

民俗文化財を展望した取り組みと展望についてなどを協議し、今後の事業計画について協議、

決定しながら一年間の活動を行ってきました。 

 平成２８年３月３０日、秋田市は「新屋の鹿嶋祭り」を秋田市民俗無形文化財に指定した。

これは、平成１４年３月の「川尻の鹿嶋祭」「楢山の鹿嶋祭」に次ぐものであり、新屋のま

ちにとっては大きな慶事である。 

 「新屋の鹿嶋祭調査報告書」（秋田市教育委員会文化振興室 2016.2）には、「新屋の鹿嶋

祭は、秋田県域の鹿嶋流し行事と共通する要素が多く残っているほか、宵節句、露踏みなど、

他地域にない端午の節句行事と融合が認められる。現在は見返し人形が現代風に作られるこ

とが多く、天龍寺東側の古川で行われていた流しの行事が簡略化されるなどの変化は認めら

れるが、行事の意義や願い、一連の流れや鹿嶋船の基本的な構造、日吉神社との関りなど、

重要な部分は変更されることなく続いている。以上のように、新屋の鹿嶋祭は時代の変化に

対応しながら継承してきた新屋地区の地域的特色を知る上で貴重な民族行事である。」と結

んでいます。 

 鹿嶋祭保存会では、文化財指定を慶事と捉え、新屋町に広く周知させる取り組みとして日

吉神社境内に大型看板を掲示しましたが、その両側には秋田公立美術大学生が描いた鹿嶋祭

の人形と鹿嶋船をみることが出来ます。 

 こうした中で、愛宕町を当番町に今年も鹿嶋祭が行われ、栗田支援学校と２０町内会の鹿

嶋船が参加し、初夏の爽やかな日差しと清々した風そよぐ天候のもと鹿嶋祭が催行されまし

た。お祈りを終えた鹿嶋船は第３回「鹿嶋祭ＰＲイベント」会場の新政酒造跡地に集結し、

「鹿嶋船の大集合」が実現し、一斉に鳴り響く鹿嶋太鼓が参加者の気持ちを熱くしました。 

 さて、鹿嶋祭保存会は平成２３年１１月２０日に発足し、約５年の歳月を経てきましたが、

事業部、製作部、調査研究部、実技部、広報部の５つの部会が掲げる活動目標にそって活動

を進めてき 

ました。今後とも新屋鹿嶋祭保存会の活動目標と計画案に基づき、当番町との協力と連携を

深めながら、参加町内会及び子供会などの「新屋の鹿嶋祭り」の伝統を守ろうとする精神と

願いを共有しながら、事業を展開していくこととします。 

 ３５０年以上も前から引き継がれた「新屋の鹿嶋祭り」は「鹿嶋流し」とも呼ばれ、人と

人、親と子の心の絆を結ぶ、かけがいのない伝統的文化遺産です。祭りに込められた思いと

精神を生かしながら、新屋の歴史と共に歩んできた鹿嶋祭を後生に伝える活動に邁進します。 

 今定期総会で大いに意見を交わし、会員相互の親睦を図りながら、有意義な総会になるこ

とを期待します。 

 



（一般経過報告） 

平成２７年 

  ８月 ８日  第５回定期総会 

  ９月２５日  三役・各部長副部長会議 

  ９月２８日  第１７回事業部会（秋美生と鹿嶋祭、ウェスター祭り他） 

 １０月 ３日  製作部部会会議 

 １０月 ７日  ウェスター祭り展示物準備作業 

 １０月 ８日  ウェスター祭り展示物会場へ搬入 

 １０月９日～１１日 ウェスター祭り２階展示場（鹿嶋船、写真展、その他資料》 

 １０月１２日  ウェスター祭り展示物撤去・搬出作業 

 １１月 ２日  秋田銀行新屋支店登載人形、写真展展示作業 

 １１月３０日  秋田銀行新屋支店登載人形、写真展撤去作業 

         登載人形（沖田町トーマス君）を手形幼稚園に運搬・寄贈。 

 １２月 ２日  故伊藤富美雄さんを偲ぶ会 

 １２月２１日  第１８回事業部会 

平成２８年 

  １月 ８日  美大学生との打ち合わせ会議 

  ２月 ９日  第１９回事業部会   

  ２月２１日  鹿嶋祭保存会全体会議 

  ３月 ７日  新政酒造跡地活用推進協議会役員会 

  ３月２３日  新政酒造跡地活用推進協議会役員会 

  ３月２６日  鹿嶋祭保存会太鼓練習日 

  ３月３０日  「新屋の鹿嶋祭」秋田市指定無形民俗文化財交付式 

         三役・各部長副部長合同会議 

  ３月３１日  鹿嶋祭保存会三役部長会議 

  ４月 ５日  新政酒造跡地活用推進協議会第３回総会 

  ４月１１日  新屋鹿嶋祭保存会事業部会 

         新屋鹿嶋祭保存会広報部会 

  ４月１３日  平成２８年度秋田市地域づくり交付金説明会 

  ４月２８日  「新屋の鹿嶋祭り」看板除幕式 

         秋田市指定無形民俗文化財祝賀会 

  ５月 ９日  鹿嶋祭保存会第３回理事会 

  ６月１２日  新屋鹿嶋祭 

  ６月１５日  あらや水祭り役員会 

  ７月 ４日  あらや水祭り役員会 

  ７月１１日  鹿嶋祭保存会事業部会 

  ７月１３日  秋田公立美術大学生鹿嶋船制作協力意見交換会（慰労会） 

  ８月 ３日  鹿嶋祭保存会三役部会長合同会議 

  ８月２８日  第６回定期総会 



議  題 １、平成２７年度事業報告について 

Ⅰ 「新屋の鹿嶋祭り」秋田市指定無形民俗文化財について 

1、秋田市指定無形民俗文化財指定までの経過 

（１）秋田市内では複数の地域で鹿嶋祭が実施されていることが知られており、中でも、楢

山・川尻の鹿嶋祭は現地の調査による文化財的価値の評価と、それを継承する保存会等の体

制が整っていたことから、他の地域に先立ち、平成１３年度に市指定無形民俗文化財となっ

た。 

（２）一方、新屋の鹿嶋祭は一定の評価はされていたものの、文献、書物の少なさから起源

が明確でないことや、鹿嶋船の見返し人形が現代風に代わっていること、保存会組織の不在

などから、指定候補物件に挙げることが見送られていた。 

 平成２３年１１月に保存・継承を目的とした新屋鹿嶋祭保存会の設置を機に、秋田市教育

委員会文化振興室は、文化財としての評価を改めて行うこととし、平成２６年から現地及び

聞き取り調査を開始した。 

（３）新屋の鹿嶋祭は、祭りの当番町が持ち回りで運営されてきたことから、行事に関わる

課題や問題があったとしても継続的に議論する場がなかった。平成２２年１０月に十條団地

・下表町・笹町・緑町・大川町の５町内会と、日吉神社宮司・日吉神社責任役員などが準備

委員となり、「鹿嶋祭りを考える会」(準備会)を立ちあげ、保存会の結成に向けて準備を始

めた。そして、平成２３年１１月２０日に、「新屋鹿嶋祭保存会」が結成された。保存会は、

「文化財愛護精神に基づき、新屋の伝統行事である新屋鹿嶋祭の調査研究、保存顕彰ならび

に継承者の育成、永く正しくこれを後生に伝承すること」を目的としている。 

（４）保存会は、各町内会の代表者や日吉神社関係者を中心に、事業部・広報部・調査研究

部・制作部・実技部の５部会を設けて活動し、祭の運営にあたっている。具体的な取り組み

として、平成２４年１月１０日から保存会の会報「鹿嶋さん」を発行し、保存会の活動等を

周知している。また、平成２４年度には参加町内会と栗田養護学校に向けて調査アンケート

を実施し、各町内における行事の実態などを調査した。 

（５）市の地域づくり交付金制度を活用して、「新屋鹿嶋祭の模範的な鹿嶋船」を制作し、

平成２６年９月２６日から秋田市西部市民サービスセンターに展示している。この鹿嶋船は

昭和５９年から国立歴史民俗博物館で展示されていた新屋地区の鹿嶋船を参考に、年長者の

指導に基づいて作られたものである。 

（６）平成２７年１２月、秋田市教育委員会文化振興室と新屋鹿嶋祭保存会との２回におよ

ぶ協議会が開かれ、「鹿嶋祭」に関する関係資料の提出、保存会活動に関連した資料を提出

し、「調査報告書」作成における基本的データ資料の提供に尽力した。（調査研究部発行の

経過報告書を参照） 

 このように、保存会が発足して以降の活動が、文化振興室から一定の評価を得て、このた

びの文化財指定保持団体に新屋鹿嶋祭保存会が指定された。 

 

２、秋田市秋田市指定無形民俗文化財を受けて以降の慶事の取り組み 

 保存会は、文化財指定を受けたのち、平成２８年５月９日 第３回理事会を開催し、以下



の内容を決定した。（議事録より） 

（１）お祝いの看板設置 

  場所 日吉神社境内（道路側のり面） 

  期間 ４月２７日～当分の間 

  製作に携わった関係者 

    ・ 武藤建設、山王看板 

    ・ 秋田公立美術大学２年生 看板両側に鹿嶋祭の絵（４名） 

  製作費用  

    ・看板 180,000円 

    ・看板の絵 絵具代 8500円 、謝礼金 20,000円 

      合計 208,500円  

（２）のぼり旗（桃太郎旗 ５０枚） 

    ・利用方法は、６月１２日鹿嶋祭において、各町内鹿嶋船周辺に掲揚する。 

    ・鹿嶋祭参加町内会 （町内会２枚×２０町内会＝４０枚） 

・栗田支援学校   （支援学校２枚× １学校＝２枚） 

・鹿嶋祭保存会   （保存会 ＝８枚） 

・鹿嶋祭保存会では、神社境内及び新政酒造跡地（鹿嶋船集結場所）に掲揚。 

 費用 ＠1600円 × 50枚 ＝80,000円 

（３）手ぬぐい（シルク印刷 捺染）＠500円×100枚＝50,000円 

・祝賀会出席者 鹿嶋祭保存会会員（35名）及び来賓（5枚）に贈呈 

・その他、会員（38名）に 1枚贈呈。 

・各町内会 20枚、支援学校 1枚 

・新屋郷土会 3枚贈呈。 （寄付金 5000円） 

（４）「文化財指定報告集」の作成（新屋の鹿嶋祭調査報告書） 

    内容 1、鹿嶋祭保存会会長挨拶 

       2、文化財指定までの経過（調査研究部） 

       3、祝辞 

          秋田市長 穂積 志  

          新屋振興会会長 小島初男  

       4.秋田市教育委員会文化振興室「報告書」    

       5、鹿嶋祭の写真（保存会保管） 

     部数（見積） 

  1、参加町内会 ２０町内会 × １冊 ＝20 冊 

  2、栗田支援学校 １学校  ×  １冊 ＝ 1 冊 

  3、鹿嶋祭保存会会員 ７３人 ×  １冊 ＝ ７３ 冊 

  4、日吉神社 １神社 × １冊 ＝1 冊 

  5、西部市民センター １冊  ＝ 1 冊 

  6、鹿嶋祭保存会保管   ４ 

合計 １００冊（＠200円 × 100冊 ＝ 20,000円） 



支出合計 

  看板、謝礼   208,500円 

  のぼり旗     80,000円 

  手ぬぐい     50,000円 

  報告書      20,000円（＠200円見積もりは要再考） 

           358500円 

（５）資金づくりについて 

       1、地域づくり交付金 5月末申請期限 

       ２、参加町内会 

        １口 1,000円×３口＝3,000円 目標×２０町内会＝60,000円 

       ３、保存会会員 

        １口 1,000円×２口＝2,000円 目標×７３人＝146,000円 

         納入方法 

       〇 第 6回鹿嶋祭保存会定期総会まで、会員は 28年度保存会年会費 

         1,000円と寄付金 2000円納入すること。 

       ○ 町内会は、28年度年会費 3000円と寄付金 3000円を納入すること。 

       〇振り込み先 

         現金 大塚正一会計  

         振込 ゆうちょ銀行「新屋鹿嶋祭保存会」 

         口座番号 １８６２０―５１７９２７１ 

       ４、地域づくり交付金の活用 

         目標 152,500円（あくまでも町内会、会員寄附後の概算見積りで算出） 

         （収支概算） 

          支出   358,500円 

          収入 町内会・会員寄附 206,000円 

             地域づくり交付金 152,500円 

       5、鹿嶋祭保存会一般会計より補助       円 

       

Ⅱ 平成２８年度鹿嶋祭における取り組みについて 

１、保存会は平成２８年１月８日、秋田公立美術大学生と協議し、以下の内容を話し合った。 

  （１） 鹿嶋船、登載物製作に関する取り組み 

    ・鹿嶋祭保存会の呼びかけにより秋田公立美術大学生が鹿嶋船、登載        

      物の製作に携わり、地域との結び付きを深める機会としたい。 

    ・各町内会に美大生 2、３名が参加する。 

      ・「美大生製作参加計画書」により共同作業を進める。 

（２）新政酒造跡地活用推進協議会「鹿嶋祭ＰＲイベント」について 

    ・各町内会は、鹿嶋船の巡航路に「新政酒造跡地」を組み入れる。 

    ・巡行路は５月１４日全町代表者会議に提出する。 

    ・鹿嶋祭には、日吉神社参拝の前後に新政跡地に鹿嶋船を集結させる。 



    ・新政酒造跡地では、栗田支援学校飲料水（ジュース）、大森山移動動物 

      園開設、その他イベントを企画中。 

（３）鹿嶋祭保存会制作のポスター、チラシの配布、活用について 

    ・美大生製作の「鹿嶋祭ＰＲイベント」ポスター、チラシの配布 

    ・具体的には、鹿嶋祭保存会広報部から説明。 

 

２、鹿嶋祭全町代表者会議での鹿嶋祭保存会から次の要請を行った。 

     日時 平成２８年５月１４日（土）１８時 

     場所 ウェスター 

     内容 1、文化財指定に対する慶事を表す取り組み 

        2、新政酒造跡地活用推進協議会のＰＲイベントへの参加 

        3、鹿嶋船写真提供とアンケートへの協力 

     要請内容 

        １、ＰＲイベントのポスター、チラシ配布 

        ２，鹿嶋祭ＰＲイベントへの協力（跡地鹿嶋船の結集のお願い）巡航図 

        ３、のぼり旗の掲揚 

        ４、短冊または看板等への「祝・無形民俗文化財」等掲出 

        ５、慶事の取り組みへの協力金へのお願い 

 

３、平成２８年度鹿嶋祭りについて 

 ６月 12 日、平成２８年度鹿嶋祭が愛宕町町内会が当番町となって行われ、２０町内会、

１支援学校が参加した。「新屋の鹿嶋祭り」が秋田市無形民俗文化財に指定されたことから、

保存会では慶事の取り組みを要請して来た。具体的には、文化財指定をお祝するのぼり旗、

短冊、看板、登載物への掲示、掲出等であるがほとんどの町内会で創意工夫してお祝いを表

していた。鹿嶋船の製作に美大生が協力した町内会ではひときわ鮮やかな絵柄と色彩の看板

や登載人形となっていた。製作過程で町内会と美大生の交流が図られた。 

 「鹿嶋祭ＰＲイベント」会場の新政跡地への鹿嶋船立ち寄り町内会は１４町内会、１支援

学校であった。イベントには、大森山動物園が移動動物園が開設され訪れた親子連れを楽し

ませた。栗田支援学校が飲食カフェを出店し、新屋商店会の振舞いジュースや野菜即売場も

設けられた。 

 

Ⅲ 「模範的な鹿嶋船」の展示活動について 

 1、「模範的は鹿嶋船」の展示活動は、平成２６年９月２６日ウェスター祭りから始まり、

今日までウェスター２階に展示されている。会員の努力により修繕が加えられながらも、 

今日まで大きなトラブルはなくご来場者の目を楽しませている。平成２７年度ウェスター祭

りでも同会場で展示活動を継続した。 

 展示物は以下の通り。 

  ① 「鹿嶋祭の由来」の解説パネル 

  ② 「模範的な鹿嶋船」の設計図書 



  ③ 「模範的な鹿嶋船」の製作中の写真 

 2、展示場の改善策として、鹿嶋祭及び鹿嶋船に関する解説モニター、デッキ（ＤＶＤ放

映）を準備し、「地域づくり交付金」の活用を協議したが、高額な設備投資になることから、

他の方法について今後検討していくこととした。 

 3、鹿嶋船に関する資料の整理として、鹿嶋船製作に関する会議資料、設計図書、設計図

書の整理保管をはじめ、博物館、図書館などへの寄贈保存について。 

 

Ⅳ 第５回全体会議について 

 日時  平成 28年 2月 21日（日）１６時～ 

 場所  ウェスター・３階洋６．７会議室 

 議題 １、新屋鹿嶋祭保存会の足跡について 

     新屋鹿嶋祭保存会の発足と今日までの活動の足跡をプロジェクターにまとめ振   

     り返った。 

    ２、美大生を巻き込んだ鹿嶋祭の具体化について 

     ・鹿嶋祭りにおいて各町内会に学生２～３名が登載物製作に関りながら、新屋の       

      鹿嶋祭を通じて地域との結び付きを深める機会とする。 

     ・４月下旬まで鹿嶋祭参加町内会で受け入れ準備を整える。 

     ・今年、当番町愛宕町となるが、全町代表者会議で正式に要請する。 

    ３、愛宕町藁人形製作について 

     ・鹿嶋祭保存会より愛宕町に対して「鹿嶋の面」を使用した藁人形を制作し、交  

      番駐車場もしくは交番玄関に建立する計画を打診した。 

     ・製作者の都合、藁の手配が困難などから愛宕町町内会の意見調整不調。 

    ４、各部から活動の経過と今後の取り組み 

       ① 事業部会 

       ② 制作部会  

       ③ 調査研究部会 

       ④ 実技部会 

       ⑤ 広報部会  

 

       

Ⅴ 第３回「あらや水祭り」について 

   日時 平成２８年７月３０日（土）１３時～ 

   場所 日吉神社境内及び表町通り（渡邊幸四郎邸） 

   内容 1、水神様に関するお祭りイベント 

      2、日吉神社境内における歌とバンド、踊り等パフォーマンス 

      3、表町通りにおける青空店舗 

 昨年までの開催地であった新政酒造跡地は「新屋まちづくり拠点施設」着工により使用で

きないため、日吉神社境内と表町通りを会場に行われた。新屋の湧き水にちなんだイベント

を中心に、日吉神社では地元アーティストによるライブアートパフォーマンスが行われ、飲



食ブース、フリマ等が行われた。表町通りでは打ち水、カフェ、クラフトマーケット、手ぬ

ぐいスタンプラリー、美術ライブアート等が実施された。鹿嶋祭保存会も協賛団体として新

政酒造跡地活用推進協議会に参画してきたが、拠点施設が平成２９年６月オープンすること

から一定の目的と成果は評価される。今後は、拠点施設を基軸とした新しいまちづくりがス

タートする。 

 

 Ⅵ 各部活動報告について 

   （1） 事業部 

    

   （2） 広報部 

        

   （3） 調査研究部 

       

   （4） 制作部 

        

   （5） 実技部 

        

 

 

 









議 題 ６、役員改選について 

（１）会則に基づく改選期 

平成２３年１１月２３日 第１回総会 役員選出 

平成２４年７年     第２回総会 任期中 

平成２５年８月     第３回総会 役員改選 

平成２６年８月     第４回総会 任期中 

           ※ 伊藤富美雄氏死去により海風敏夫氏を会長代行として選出した。 

平成２７年８月     第５回総会 役員改選 

           ※伊藤富美雄氏死去に伴い海風敏夫氏を会長に正式に選出した。  

平成２８年８月     第６回総会 任期中 

平成２９年  月    第７回総会 役員改選 

（２）理事の変更について 

１、会則５条 「役員」（４）理事 若干名とある。 

２、鹿嶋祭保存会では、日吉神社責任総代、町内会会長（鹿嶋祭参加町内会）ならびに栗田養護（支援）

学校から代表者１名を理事として選任してきた。 

３、各組織・団体は、総会等で役員が選出される。新しい役員となった場合、申し出により鹿嶋祭保存会

理事として、前任者の残余期間を引き継ぐこととした。直近の総会で承認を得ることとした。   

4、会則の改正は特に行わない。 

（３）会長及び副会長の代行及び変更について  

 平成２６年１２月１日、前伊藤富美雄会長の死去に伴い平成２６年１２月１８日開催の「緊急三役会議」で

以下の内容を確認してきた。 

1. 鹿嶋祭保存会副会長海風敏夫氏を会長代行に決定する。 

2. 海風敏夫副会長が会長代行となり、副会長に欠員が生じたことから鈴木富夫氏を（実技部長）を副会

長に選出した。 

3. 平成２７年１月１９日事業部会会議、１月２３日三役・部長副部長合同会議及び平成２７年２月１５

日全体会議で、会長代行及び副会長に関する内容について説明し、承認を得た。 

4. 平成２７年度第５回定期総会で、海風敏夫氏会長代行を会長として、鈴木富夫氏を副会長にそれぞれ

正式に決定した。 

5. 「地域づくり交付金」（鹿嶋船制作）の代表者を「海風敏夫」で届出し、秋田市は受理した。 

     

（４）第６回定期総会で、次の役員の交代を提案する。 

  １、会長 海風敏夫は、健康上の理由から会長の任務を辞する。 

  ２、副会長 富田漣を、会長代行とする。副会長の補充はしない。 

  ３、総務会計 大塚正一は、他の組織団体との役職上の理由から会計の任務を辞する。 

  ４、理事 高橋伸を、総務会計とする。上表町の理事について申し出があればこれを認める。 

 

議 題  ７、その他 



鹿嶋祭保存会事業部 「平成２７年度まとめ」 

平成２８年８月 １日 

事業部長 

小島 初男 

活動報告： 

・平成２７年 ８月 ８日 第５回定期総会に出席 

・平成２７年 ９月２５日 三役・各部長副部長合同会議に出席 

・平成２７年 ９月２８日 第１７回事業部会議開催 

             ・文化財指定現況について 

             ・秋美大生を巻き込んだ鹿嶋祭について 

             ・ウエスター祭展示について 

・平成２７年１０月 ３日 制作部会会議に出席 

・平成２７年１０月 ５日 ウエスター２Ｆ鹿島船展示物等準備作業 

・平成２７年１０月 ８日 ウエスター２Ｆ展示物搬入・会場作り作業 

・平成２７年１０月 ９日～１１日 ウエスター祭出展２Ｆ当番   

・平成２７年１０月１２日 ウエスター２Ｆより展示物撤去・搬出作業 

・平成２７年１１月 ２日 秋田銀行新屋支店展示物搬入・展示作業 

・平成２７年１１月３０日 秋田銀行新屋支店展示物撤去・他運搬作業 

・平成２７年１２月 ２日 故伊藤富雄氏「偲ぶ会」出席 

・平成２７年１２月２１日 第１８回事業部会議開催 

             ・文化財指定現況について 

             ・秋美大生を巻き込んだ鹿嶋祭について（秋美大生打診） 

             ・愛宕町藁人形の制作について（制作指導者卒業） 

・平成２８年 ２月 ９日 第１９回事業部会議開催 

             ・文化財指定現況について 

             ・秋美大生を巻き込んだ鹿嶋祭について（秋美大生打診報告） 

             ・愛宕町藁人形の制作について（制作指導者打診・設置場所） 

・平成２８年 ２月２１日 会員全体会議に出席 

・平成２８年 ４月１１日 第１９回事業部会議開催 

             ・秋田市指定文化財登録後の諸行事について 

             ・美大生を巻き込んだ子供会事業促進の具体化について 

・平成２８年 ４月２７日 「新屋の鹿嶋祭」秋田市指定無形民俗文化財登録祝賀会出席 

・平成２８年 ５月 ９日 第４回理事会に出席 

－１－ 



・平成２８年 ７月１１日 第２０回事業部会議開催  

             ・美大生の参加とＰＲイベントの結果について 

             ・ウエスター祭りの出展について          

・平成２８年 ７月１３日 鹿島船製作協力美大生との意見交換会に出席 

             ・各町内会と参加した美大生ともに最高感度良好だった。 

             ・美大生の感想文を依頼中、一部素晴らしい内記を披露。 

  

平成２８年度活動計画（案） 

・新屋鹿嶋祭の秋田市指定無形民俗文化財登録後の行事等進路について 

・美大生を巻き込んだ子ども会事業の継続的具体化について 

 



平成 27年度 調査研究部 活動報告 

「新屋鹿嶋祭」秋田市指定文化財 指定の流れについて 

     調査研究部  金澤國太郎 

 

◎ 秋田市教育委員会文化振興室と新屋鹿嶋祭保存会の協議経緯 

平成 27年 8月 28日(金) 

秋田市教育委員会 文化振興室 参事 安田忠市 氏 

       〃       〃   主事 小野隆志 氏 

・お二人がご来訪され、新屋の無形文化財として「鹿嶋祭」が文化財指定登録の

候補物件の対象となった旨のご通知を頂き、今後の取り組み方のご説明を受け、

現状の「鹿嶋祭」についての関係資料の開示・提出を求められる。 

・保存会側の当面の参考資料として、調査研究部が纏めた調査資料「新屋鹿嶋祭

のルーツ」及び保存会会員名簿を提出、当面のご検討を頂くこととする。 

・以後の進め方として、保存会側の協議委員を選任し、協議会にて鹿嶋行事の中

身を精査していくこととなった。 

 

平成 27年 12月  7日(月) 第 1回 協議会開催 

平成 27年 12月 14日(月) 第 2回 協議会開催 

秋田市教育委員会出席者  

 文化振興室 文化財担当  主事 小野隆志  氏 

             〃     〃    主事 猿田祐樹  氏 

鹿嶋祭保存会側出席者  

                 海風敏夫会長 日吉神社石澤千秋宮司  

                 齋藤政雄理事 渡辺一義 金澤國太郎 

    

・第 1、2回の会議で文化振興室より文化財登録の流れについてご説明され、目下 

登録申請のための提案書「新屋の鹿嶋祭調査報告書」の作成整備中である。 

次いで鹿嶋祭の行事につき 40項目に及ぶ不明・疑問点につてのご指摘とご下問

があり、逐一回答の傍ら、参考資料として順次以下の資料を提出に至った。 

 

◎ 保存会より提出の参考資料について 

1．全町内会を対象に実施した、鹿嶋祭についての問題点と展望等のアンケート

調査の集約データ (調査研究部のグラフ化データ CD版） 

2．実技部が編集した鹿嶋祭の正調「お囃子♪」と「鹿嶋さんの唄♪」CD版 

3．平成 25年 11月 16日に実施した、鹿嶋保存会の代表町内会による座談会 

「鹿嶋祭りの昔と今を大いに語る」について、パネルディスカッションした

ものを総務、広報部 が編集起稿した冊子。 

4．平成 3年 5月 日吉町の中野源一氏が記述した「新屋の鹿嶋さん」冊子 



平成 28年 1月 26日(火) 第 3回 協議会開催（調査報告資料の最終チェック） 

秋田市教育委員会出席者  

文化振興室 文化財担当  主事 小野隆志  氏 

              〃     〃    主事 猿田祐樹  氏 

保存会側出席者  

                     海風敏夫 会長、富田 漣 副会長  

                     総務 藤枝隆博、調査研究部  金澤國太郎 

 

・文化振興室より「新屋鹿嶋祭」が、市･無形文化財保護審議会に上申書の準備完

了につき、調査報告書の内容を双方にて審議確認するに至った。この後 2月中

に文化振興室に上申し、次いで 3月中に秋田市教育委員会に上申の予定。 

3月下旬を目処に、指定に漕ぎつけられる見込みとのご通知を頂く。 

 

平成 28年 3月 30日(水)「新屋の鹿嶋祭」が秋田市無形文化財指定と決定。 

 

・西部市民サービスセンターに於いて交付式を開催、文化振興室  室長 工藤 淳 

  氏より、新屋鹿嶋祭保存会 海風敏夫会長が指定書を授与の運びとなった。 

最後にご協力いただきました、関係各位の皆様方に感謝申し上げます。 

 

 

 

平成 28年度 調査研究部 活動計画（案） 

 

1．念願の文化財指定の快挙を契機に、更なる発展と伝承を「鹿嶋祭保存会」がど

のように推し進めるべきかを模索する。 

 

1）搭載人形【見返し人形】の見直し統一化（現行のキャラクタ－人形の可否） 

2）船舳先の統一化（各町内ごとに形と飾りがまちまち） 

3）ガヅキ不足の対応策（代替え品の検討等） 

 









平成２７年度 新屋鹿嶋祭保存会「実技部報告」 

1. 平成 27年度活動報告 

(1)  「唄と太鼓」の練習会 

日  時：平成 28年 3月 26日（土）10：00～ 

場  所：秋田市立日新小学校体育館 

 参加町内：十條団地・関町・下表町・田尻沢・高美町・中表町 

      計６町内 子供 12人、大人 10人 

 参加部員：実技部 4人、保存会会員 3人 

 反 省 点：年度末の為各町内の子供会世話人の交代時期にあたり連絡がスム

ーズにいかなかった。 

      

     ・学校でインフルエンザが流行し当初参加予定だった町内が参加出

来なかった。 

 

     ・出来れば２回開催したいが、日程の都合で１回で修了。 

 

(2)  秋田市無形民族文化財指定祝賀会にて太鼓披露 

日  時：平成 28年 4月 27日（水）18：00～ 

場  所：日吉神社・日吉会館 

 

 

2. 平成 28年度 活動計画(案) 

(1)  「唄と太鼓」の練習会開催 

 3月下旬又は、4月下旬にて検討中 

 

(2)  実技披露 

 

 

以上 
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★新屋鹿嶋祭保存会 第 6回総会資料
広報部報告

◇広報部長 高橋 伸

◆広報部会 平成２７年度 活動実績

▼ホームページの運用

・年度替わりにより、各部の画面を一新しました。

・各部の会議の予定や実績の議事録を随時更新。

・写真展より１００枚を限定して、デジブックで世界に公開中。

▼写真展２０１５（ウエスター祭、秋田銀行新屋支店、鹿嶋祭ＰＲイベント）

・栗田養護学校と２０の町内から提供された写真で、写真展を開催。（約

２５０枚印刷）

・約１０００枚もの写真を入れたＤＶＤを作成し、写真資料として各部と

各町内に配布した。

▼平成２８年４月１１日(火) 第１２回 広報部会 開催

＊ポスターのデザインについて協議

▼平成２８年４月２１日(金) 第１３回 広報部会 開催

＊ポスターのデザインを検証

▼「新屋鹿嶋祭」のポスターとチラシを配布

・Ａ２ポスター ２００枚 ＊４／２３の鹿嶋祭全町打合せ会で配布

・Ａ４チラシ １ ,５００枚 ＊裏は同時開催の鹿嶋祭ＰＲイベント

＊秋田県庁／秋田市役所 記者クラブに投げ

込み

・今年は、新政酒造跡地活用推進協議会の交付金で作成

＊新政酒造跡地推進協議会 広報班との共同作業

・４月２８日：部会開催／ポスター発注

・５月 ９日：ポスター仕分け作業

：ポスターの掲示開始（保存会理事会）

・５月１０日：部会開催／チラシ発注

・５月１４日：チラシ仕分け作業

：チラシの配布開始（全町打合会）
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▼保存会を代表して、地域づくり交付金を申請(５月末)

◆広報部会 平成２８年度 活動計画(案)

▼ホームページの運用

・年度替わりにより、各部の画面を一新。

・会議やイベントが行われる度に更新。

・写真展より１００枚を限定して、デジブックで世界に公開する。

▼「鹿嶋さんニュース」を発行

＊今年も、必要に応じて全町内回覧をしたい。

▼マスコミに売り込む

＊具体的なイベントが有るときに、チラシを作って秋田県庁／秋田市役所

記者クラブに投げ込む

▼来年度も「新屋鹿嶋祭」のポスターとチラシを作成

＊美大の学生さんに製作してもらう。＝昨年度は「新政酒造跡活用地推進協

議会」で地域づくり交付金を申請

～～ 以上 ～～



議題 ７ 会則の改正について 

（現行）第１３条 会計年度を次のとおりとする。  

   （１）保存会の会計年度は、７月１日から翌年６月３０日までとする。 

（改正）第１３条 会計年度を次のとおりとする。  

   （１）保存会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（改正の理由）会計年度を一般的な年度区切りとすることで、「負担金徴収」及び「地域づ

くり交付金」等との整合性をはかり、会計処理を容易にするため。 

 

新屋鹿嶋祭保存会会則（案） 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、「新屋鹿嶋祭保存会」と称し、事務所を秋田市新屋日吉神社会館（秋田市

新屋日吉町１０－６７）に置く。 

（目的及び組織） 

第２条 本会は、文化財愛護精神に基づき、新屋の伝統行事である「新屋鹿嶋祭」の調査

研究、保存顕彰並びに継承者の育成を目的とし、永く正しくこれを後世に伝承することを

目的とする。本会は、これに賛同するものをもって組織する。 

（事   業） 

第３条 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。 

 （１）「鹿嶋祭」の保存及び伝承、調査、研究に関すること。 

 （２）その他必要な事業。 

（構   成） 

第４条 本会は、次の会員をもって組織する。 

 （１）新屋地区町内会（以下「町内会」という）及び学校。 

 （２）本会の目的及び趣旨に賛同する団体及び個人。 

 （３）その他、役員会又は総会で認めた者。 

（役   員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

 （１）会 長 １名 

 （２）副会長 若干名 

 （３）総 務 ２名（会計担当１名含む） 

 （４）理 事 若干名 

 （５）監 事 ２名 

（顧   問） 

第６条 保存会に顧問を置くことができる。 

（役員等の任務） 

第７条 役員等の任務は次のとおりとする。 

 （１）会長は、保存会を代表し、会議を招集する。 

 （２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職を代行する。 



 （３）総務は、事務、会計を担当する。 

 （４）理事は、保存会の運営を企画執行する。 

 （５）監事は、年に１回以上の会務及び会計の監査を行う。 

 （６）顧問は、会長の諮問に応じ、随時指導助言をする。 

（役員等の選出） 

第８条 役員は次により選出する。 

 （１）役員は、総会において選出する。 

 （２）顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期を次のとおりとする。 

 （１）役員の任期を２年とし、再選を妨げない。 

 （２）役員の欠員が生じた場合は、補欠を選出することができる。その任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会   議） 

第１０条 保存会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。 

 （１）通常総会は、年に一回開催し、会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関する

ことを審議し、総会出席者の過半数の賛同を得て承認を得て決議する。 

 （２）必要に応じ臨時総会を開催することができる。 

 （３）役員会は、必要な都度開催し、総会に必要な資料調整及び保存会の運営、事業に

関する事項を協議する。 

（部   会） 

第１１条 保存会に次の部会を設ける。 

（１） 事業部 

（２） 広報部 

（３） 調査研究部 

（４） 実技部 

（５） 製作部 

（会   費）  

第１２条 保存会の経費は、町内会及び学校からの負担金、会費、助成金、寄付金、その

他をもって運営し、内容は次のとおりとする。 

 （１）負担金は、年間３，０００円とする。 

 （２）会費は、団体及び個人から年間１口１，０００円以上とする。 

（会計年度） 

第１３条 会計年度を次のとおりとする。 

（１）保存会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（事 務 簿） 

第１４条 保存会に、次の帳簿等を備える。 

（１）会則、会員名簿、役員名簿、会計簿、証拠票綴、議事録、備品台帳、諸文書綴 

（２）その他、保存会に関連する資料。 

附 則 この会則は、平成２３年１１月２０日より実施する。（第１回総会決定） 

附 則 この会則は、平成２８年８月２８日より実施する。（第６回総会改正）    


