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新屋鹿嶋祭保存会

第７回定期総会

「秋田市指定無形民俗文化財」を記念して日吉神社に建植した「新屋の鹿嶋祭」大型

看板

日 時 平成２９年 ５月１４日（日）１８ ：００～

会 場 西部市民サービスセンター３階 洋６．７室
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《 総 会 次 第 》

開会のあいさつ（鈴木富夫副会長）

会長あいさつ（富田漣会長）

議長選出（平成２９年度鹿嶋祭当番町）

議 題

１、 平成２８年度事業報告について

・平成２８年度各部活動報告

２、平成２８年度収支決算報告について

３、会計監査報告

４、平成２９年度事業計画案について

・平成２９年度各部活動計画案

５、平成２９年度予算案について

６、役員改選について

７、その他

各部報告

閉会の挨拶（鈴木富夫副会長）

「新屋の鹿嶋祭」の幟が鹿嶋船を飾る

～～～～ 懇親会に準備にご協力下さい。～～～～
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はじめに

昨年８月２８日、新屋鹿嶋祭保存会は西部市民サービスセンターにおいて第

６回定期総会を開催し、（１）秋田市無形民俗文化財指定までの経過、（２）

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について、（３）「文

化財指定報告集」の製作について、（４）鹿嶋祭と保存会活動の宣伝・広報活

動の強化、（５）保存会発足の意義と目的を再確認し、役員会と部会活動の強

化などについて提案し、決定された事業計画に基づき活動を進めてきました。

平成２８年度の鹿嶋祭は、６月 12 日、愛宕町を当番町に催行され、２０町
内会、１支援学校が参加し盛大に行われました。「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をお祝いする慶事の取り組みとしてのぼり

旗、短冊、掲示物など鹿嶋船と行列を飾りました。

また、はじめての取り組みとして各町内の鹿嶋船の製作に対し、美大生が協

力隊としてした参加し、ひときわ鮮やかな絵柄と色彩の看板、搭載人形に仕上

がっていました。制作過程で培われた町内会と美大生との交流は、その後の新

屋地域の様々な交流イベントにも活かされています。

さて、数年開催してきた新政酒造跡地での「鹿嶋祭ＰＲイベント」は、同地

は、「新屋ガラス工房」建設途中であることから、イベント開催は見送ること

にしますが、新しい賑わい拠点施設として、ガラス工芸の普及と拠点施設をア

ートと観光資源として活用し、市民交流の機会をいかに創出、展開していける

のか期待されます。

「新屋の鹿嶋祭」が秋田市指定の無形民俗文化財として歴史的価値を高め、

市民の文化的向上に資する保存および活用をはかりつつ、やがては「秋田県文

化財指定」を目標に、新屋鹿嶋祭保存会の活動の活性化が問われています。

そのためにも、鹿嶋祭保存会の発足した目標と課題について会員相互の意思

疎通を図り、保存会の会員拡大を含む組織の将来性を展望する取り組みが求め

られています。

親と子、家族と町内会、町内会と新屋地域の絆を祭りで結びつけてきた、か

けがいのない伝統的文化遺産である「新屋の鹿嶋祭」を地域の文化的誇りとし

て大切にしながら、「新屋の鹿嶋祭」を後世に伝える保存会活動を全力で邁進

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。
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議 題 １、平成２８年度事業報告について

一般経過報告

平成２８年

８月２８日 第６回新屋鹿嶋祭保存会総会

９月１５日 鹿嶋祭保存会三役・各部長副部長合同会議

１０月 ６日 ウェスター祭り展示物搬入

１０月 ７日 ウェスター祭り（～９日）

１０月１１日 秋田銀行新屋支店鹿嶋祭展示物開始

（パネル・鹿嶋船搭載物ツチノコ）

１０月１１日 第１８回鹿嶋祭保存会事業部会

１０月２５日 「秋田市無形民俗文化財報告集」編集委員会

１０月２９日 新屋町内会長研修会（財政問題聞き取り）

１１月 ７日 「秋田市無形民俗文化財報告集」編集委員会

１１月１１日 秋田銀行新屋支店鹿嶋祭展示物撤収作業

平成２９年

１月 ７日 新屋町新年会（鹿嶋祭保存会参加）

１月 ６日 鹿嶋祭保存会事業部会・新年会

２月２７日 「秋田市無形民俗文化財報告集」編集委員会

３月 ８日 「秋田市無形民俗文化財報告集」編集委員会

３月２１日 「秋田市無形民俗文化財報告集」完成

３月２４日 「秋田市無形民俗文化財報告集」編集委員会

３月２９日 「秋田市無形民俗文化財報告集」仕訳作業

３月２９日 鹿嶋祭美大登載物制作協力隊打ち合わせ会議

４月 １日 「秋田市無形民俗文化財報告集」配布行動（～１０日）

４月１４日 鹿嶋祭ポスター制作第１回会議（広報部・美大生）

４月１７日 第５回鹿嶋祭保存会理事会

４月２８日 鹿嶋祭ポスター制作第２回会議（広報部・美大生）

５月 ８日 会計監査

５月 ８日 事業部会会議

５月１３日 鹿嶋祭参加町内会打ち合わせ会議

５月１４日 第７回鹿嶋祭保存会定期総会

「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を受けて以降の慶事の取り組み

保存会は、平成２８年３月３０日「新屋の鹿嶋祭」が秋田市無形民俗文化財を受け

たのち、平成２８年５月９日 第３回理事会を開催し、①「新屋の鹿嶋祭」大型看板

の製作と日吉神社に設置、②のぼり旗、手ぬぐい、「報告集」の編集発行などを確認

し、参加町内会、会員に財政的な協力を呼びかけました。その活動においては秋田市

「地域づくり交付金」活用を図っていくこととし、不足分は一般財政より手当するこ

ととしました。
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（２） 「新屋の鹿嶋祭」報告集の編集制作について

鹿嶋祭保存会は、平成２８年９月１５日に三役、各部長副部長会議を開催し、「報

告集」編集会議を設置することとし、１２名の編集委員を選考しました。その後、５

名の執筆構成委員を選抜して編纂にあたってきました。

秋田市教育委員会文化振興室がまとめられた「報告集」をもとに、新屋鹿嶋祭保存

会の活動概要を合わせて編集しました。

（３） 「文化財指定報告集」（新屋の鹿嶋祭調査報告書）は、保存会会員をはじめ

新屋町内会、行政機関、図書館、博物館、市民センター、学校、大学、銀行等々に配

布してきました。この小冊子の発行について地元紙さきがけ新聞に紹介されて以降、

各方面から反響があり、県内各地の鹿嶋祭に携わる関係者、民俗学会、郷土文化研究

者などから問い合わせがあり、小冊子の配布、普及に努めてきました。

部会活動の再強化

（１） 新屋鹿嶋祭保存会は、会の運営を円滑に進め、より専門的な課題に向けた取

り組みをはかるために「事業部」「広報部」「調査研究部」「製作部」「実技部」とい

う５つの専門部会を設置し活動をはかってきました。

「事業部」は、総会で決定した事業方針に基づき、研究発表会、実技発表会、講演

会など企画運営を担当します。「広報部」は、保存会活動の宣伝、広報活動を担当し

ます。「調査研究部」は、鹿嶋祭の歴史、慣習、神事などについて調査研究し、保存、

開示などを担当します。「製作部」は、鹿嶋祭の船、人形、登載物などに関する調査、

研究を行い、製作に関する実技指導を行います。「実技部」は、鹿嶋祭の歌、太鼓な

どに関する調査、研究を行い、参加町内会に実技指導を行います。

（２） これまで取り組んできた具体的活動として、（ 1）鹿嶋祭の歴史的な文献、資

料、写真等の収集と鹿嶋祭のルーツを探る活動、②新屋の鹿嶋祭の今昔を語った座談

会等を開き、昭和の鹿嶋祭から現在及び未来に伝える祭りの意義と目的を明確化する

活動、③保存会組織運営と伝承活動を担う会員募集と人材育成、④「模範的な鹿嶋船」

の制作を通じて、祭りの神髄と伝統を継承し、各町内会への製作指導を図る、⑤会報

誌「鹿嶋さん」等の広報活動を通じて、保存会の活動やイベント等の紹介、広報活動

の普及、⑥鹿嶋祭りの「唄と太鼓」デモテープを作製し、日新小学校体育館での「唄

と太鼓」のお囃子の実技指導を実施しながら、後世に正しく継承する活動、⑦新屋地

域の既存組織との連携をはかり、鹿嶋祭と活動を通した地域のにぎわい交流とまちづ

くり活性化を図る実践活動を行ってきました。

（３） 保存会結成から６年間の活動を経ての課題は、会員の所属する部会の再整備

です。発足当初の各会員の町内会における立場や役職の変更によって、おかれた立ち

位置も変化し、鹿嶋祭保存会から求められる役職も変化しています。また、町内会長

から保存会会員になられた理事の方々も保存会活動や各部会へのかかわり方も一様で

はありません。

したがって、今後の活動を担っていただくための所属部会の再認識と再整備が必要

な時期にあるのではないでしょうか。来年度の課題として取り組んでまいります。
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議題 ２．平成28年度 決算報告について

平成28年7月1日～平成29年3月31日

《収入》

項目 予算額 決算額 比較増減 備考

繰越金 ¥121,078 ¥121,078 ¥0
負担金 ¥66,000 ¥66,000 ¥0
会費 ¥70,000 ¥58,000 ¥-12,000 千円X58名
寄付金 ¥246,000 ¥180,000 ¥-66,000 慶事協力金等
交付金 ¥320,000 ¥320,000 ¥0 秋田市からの補助

金

雑収入 ¥170,000 ¥94,001 ¥-75,999 利子、懇親会費等
合計 ¥993,078 ¥839,079 ¥-153,999

《支出》

項目 予算額 決算額 比較増減 備考

会議費 ¥280,000 ¥73,363 ¥-206,637 総会費、理事会等
事務費 ¥60,000 ¥10,170 ¥-49,830 印刷、通信等
部会活動費 ¥130,000 ¥33,632 ¥-96,368 講演会、ウエスター

祭、会報等

文化財指定事業 ¥416,000 ¥351,140 ¥-64,860 文化財指定に伴う
事業費

予備費 ¥107,078 ¥16,659 ¥-90,419 懇親会等
合計 ¥993,078 ¥484,964 ¥-508,114

総収入 総支出 繰越金

¥839,079 ¥484,964 ¥354,115

通帳残高 手持ち現金 残高

¥348,115 ¥6,000 ¥354,115
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議題 ３．平成28年度 会計監査報告について

平成２９年５月８日、新屋鹿嶋祭保存会の関係諸帳簿及び預金通帳等

証拠書類について監査の結果、いずれも適正に処理されていることを認

めます。

新屋鹿嶋祭保存会

会計幹事

印

印

平成29年5月8日

新屋鹿嶋祭保存会

会長 富田 漣 殿
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議 題 ４、平成２９年度事業計画（案）について
５月中下旬～・関町後当番長打ち合わせ会議（５ /１３）への要請行動

（ポスター配布、「文化財指定報告集」配付、その他）

・秋田公立美術大学学生（１年～３年生）が各町内会に「搭載物製作協

力隊」（美大学生）として鹿嶋祭に参加する。

・祭り当日も巡行に参加し交流を深める。

６月３日（土）鹿嶋祭「唄と太鼓」の練習会（日新小学校）

・実技部が参加町内会子供会に呼びかけて鹿嶋祭の「唄と太鼓」の練習

会を行う。（実技部）

６月１１日（日） 平成２９年度新屋の鹿嶋祭 新屋全町～日吉神社

・２０町内会、栗田支援学校が参加

・鹿嶋祭町内会アンケートの実施、鹿嶋船の写真提供（広報部、調査部）

・「新屋の鹿嶋祭」ポスター全町内会、関係個所への配付と掲示（広報部）

・「鹿嶋人形の提供」（事業部、調査研究部）

８月 「会員全体会議」

・鹿嶋祭参加町内会アンケート集約

・鹿嶋船写真（前方、後方、側面から撮影）の集約（広報部、調査部）

・「鹿嶋祭」伝承活動～鹿嶋人形の顔、首の統一性～（事業部、製作部）

・会員「部会再登録」と部会別の分科会の開催について

・「鹿嶋さん」ニュースの発行、HP 更新（広報部）
９月 第６回理事会

・役員及び理事の任務と役割

・秋田県民族文化財指定に向けて

・「新屋ガラス工房」拠点施設の活用について

・今後の日程、行事について

・ウェスタ―祭りの準備について

１０月上旬 「ウェスタ―祭り」鹿嶋祭関連資料の収集及び写真展示

・「鹿嶋船」「搭載人形」写真、資料展示物の準備

・ウェスタ―祭り以降、秋田銀行新屋支店搭載人形と資料展示

１１月～１２月 「鹿嶋祭講演会」

・講演会 講師、演題

・県内鹿嶋祭保存会との交流（事業部）

・「鹿嶋さん」ニュース新年号制作、発行。HP 更新（広報部）
平成３０年２月～３月 第 7 回理事会

・２９年度総括と３０年活動に向けて

・会計監査

・第 8 回総会の準備
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議 題 ５、平成２９年度予算案について

平成29年度 新屋鹿嶋祭保存会 予算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

《収入》

項目 予算額 実績 比較増減 備考

繰越金 ¥354,11 ¥121,07 ¥233,037
5 8

負担金 ¥66,000 ¥66,000 ¥0
会費 ¥70,000 ¥58,000 ¥12,000 千円X70名
寄付金 ¥10,000 ¥180,00 ¥-170,000 慶事協力金等

0
交付金 ¥0 ¥320,00 ¥-320,000 秋田市からの補助金

0
雑収入 ¥100 ¥94,001 ¥-93,901 利子等
合計 ¥500,21 ¥839,07 ¥-338,864

5 9

《支出》

項目 予算額 実績 比較増減 備考

会議費 ¥10,000 ¥73,363 ¥-63,363 総会費、理事会等
事務費 ¥10,000 ¥10,170 ¥-170 印刷、通信等
部会活動費 ¥90,000 ¥33,632 ¥56,368 講演会、ウエスター祭、会

報等

文 化 財 指 定 ¥0 ¥351,14 ¥-351,140 文化財指定に伴う事業費
事業 0
予備費 ¥390,21 ¥16,659 ¥373,556

5
合計 ¥500,21 ¥484,96 ¥15,251

5 4

＊懇親会費は、独立会計とし

た。

新屋鹿嶋祭保存会

会計 高橋 伸
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議 題 ６、役員改選について

～発足から今日までの役員選出に関わる経過（参考）～

（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（２年目）

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（２年目）

※ 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（２年目） 会長代行 富田漣 選出

（２）理事の変更について（第６回総会決定内容）

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（町内会長）となった場合、

前任者の残余期間をその役職を引き継ぐこととした。

４、退任した理事（町内会長）は、個人会員として鹿嶋祭保存会に席をおくよう努めるこ

とした。

５、新理事は前任者の部会所属を引き継ぐこととする。

６、会則の改正（字句修正）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し、承認された。

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。

（５）第７回定期総会に向けて、役員会で協議した結果を総会に提案することとした。
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新屋鹿嶋祭保存会役員体制（案）

会 長 富田 漣（十條団地）

副会長 鈴木 富夫（愛宕町）

副会長 狩野 紀男（大川町）

事務局長 藤枝 隆博（大川町）

会 計 高橋 伸（上表町）

監 事 小野 良治（愛宕町）

監 事 渡辺 憲一（笹 町）

理 事 赤坂 光一（日吉神社責任総代）

理 事 齊藤 政雄（日吉神社責任総代）

理 事 川田 直政（北新町）

理 事 阿部 民樹（関町後）

理 事 佐藤 勇吉（比内町）

理 事 佐々木忠善（笹 町）

理 事 木内 惣一（高美町）

理 事 高橋 真人（大川町）

理 事 岡田 徳美（沖田町）

理 事 大塚 正一（緑 町）

理 事 石黒 博美（駅前町）

理 事 横山 誠治（愛宕町）

理 事 八島 功（南団地）

理 事 高橋 伸（上新町）

理 事 遠藤 一紀（田尻沢）

理 事 高橋 大和（関 町）

理 事 大門 金美（日の出町）

理 事 子吉 弘光（中表町）

理 事 高橋 勝（十條団地）

理 事 君川 誠一（南新町）

理 事 赤沼 侃（下表町）

理 事 藤田 友好（市営住宅）

（任期２年間 平成２９年５月１４日 第７回総会 ～ 平成３１年４月 第９回総会）

議 題 ７、その他
・「鹿嶋祭搭載物製作協力隊受け入れ計画」状況

下表町（美大２人）、愛宕町（２人）、田尻沢（２人）、南新町（３人）、関町後（２人）、

関町（５人）、大川町（３人）、

・「新屋の鹿嶋祭」ポスター町内会５枚

・「文化財指定報告集」町内会５冊
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◆広報部会 平成２８年度 活動報告

▼ホームページの運用

・会議やイベントが行われる度に更新。

▼新政酒造跡地活用推進協議会の広報班として、「新屋鹿嶋祭」のポスター

を作成する。

＊秋美の学生さんに製作してもらう。

《広報班 予定》(変更)

・４月１１日：美大ポスター打ち合わせ

《4/11(月) 18:00 ウエスター 洋室２》

・４月２１日：部会開催／ポスター検討 18:00 洋室 3
・４月２８日：部会開催／ポスター発注 18:00 洋室 2
・５月 ９日：ポスターの掲示開始（保存会理事会）

・５月１０日：広報班 部会開催

＊何度か開催してチラシ発注

・５月１５日：チラシの配布開始（全町打合会）

▼「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

＊県庁記者クラブに投げ込み

・発注先：秋美のあらら家プロジェクトを通じて、オンラインで発注

・今年は、新政酒造跡地活用推進協議会の交付金で作成

◆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。

▼「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、チラシを作って県庁記者クラブに投げ

込む

▼「新屋鹿嶋祭」のポスターを作成

＊秋美の学生さんに製作してもらう。

～～ 以上 ～～
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新屋鹿嶋祭保存会会則

（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。



- 2 -

（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） 制作部

（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）


