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ふりがな かわをわたるぼんでん（おおまがりはなだてちく）

地図 http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2013111300257/

名称 川を渡るぼんでん（大曲花館地区）

写真添付

場所 大仙市大曲地域花館地区　雄物川～伊豆山

紹介文
県内でも各地で行われているぼんでん行事。数あるぼんでんの中でも川を舟で渡るぼんで
んは大曲だけです。花館地区を出発したぼんでんは川を渡り対岸の伊豆山神社へと奉納
されます。
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ふりがな ぜんこくはなびきょうぎたいかい

地図 http://goo.gl/maps/dDs77

名称 全国花火競技大会

写真添付

場所 大仙市大曲　河川敷運動公園地内

紹介文
全国から花火師たちが集まり、技術を競い合う全国花火競技大会。中でも大会提供スター
マインは見るものを圧倒させる迫力があります。
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ふりがな くにしていめいしょう　いけだしていえん（ほったぶんけていえん）

地図 http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2013110600129/

名称 国指定名勝　池田氏庭園（払田分家庭園）

写真添付

場所 大仙市払田字真山１番地地内

紹介文
秋田県で一番の大地主であった池田氏の払田分家庭園。平成２０年に国の名勝に追加指
定された。公園として常時公開されており、新緑と紅葉が特にきれいです。紅葉時には庭園
が真っ赤に彩られ、黄色いモミジがアクセントになり、訪れる人を魅了します。
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ふりがな くにしていめいしょう　いけだしていえん

地図 http://goo.gl/maps/aH84F

名称 国指定名勝　池田氏庭園

写真添付

場所 大仙市高梨字大嶋１地内

紹介文
秋田県で一番の大地主であった池田氏の庭園。平成１６年に国の名勝に指定された。毎年
６月と１１月の２回行われる特別公開では一日あたり数千人の人が訪れます。大人の背丈
の倍もある高さ４m、傘の径が４mある雪見灯籠が圧巻です。秋の紅葉時には庭園が真っ
赤に染まり、訪れる人が感嘆の声を上げています。農業を基幹産業とした秋田県を語る上
で欠かせない景観だと思います。



種別 ⑤歴史・文化 データＮＯ 75

ふりがな かりわののおおつなひき

地図 http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2013110800314/

名称 刈和野の大綱引き

写真添付

場所 大仙市字刈和野１９０－１付近

紹介文
昭和５９年１月２１日国指定重要無形民俗文化財として指定された刈和野の大綱引きは、
市神様の神事として５００年以上の伝統をもち、毎年２月１０日（旧暦１月１５日）の満月の
夜、刈和野を上町（二日町）、下町（五日町）に二分して刈和野大町通りを会場に開催され
る国内でも最大級の大綱引きです。
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ふりがな にしもないぼんおどり

地図 http://goo.gl/maps/SQ3ax

名称 西馬音内盆踊り

写真添付

場所 雄勝郡羽後町西馬音内本町地内

紹介文
約７００年の歴史をもつといわれる羽後町の伝統的な送り盆行事。日本三大盆踊りの一つ
であり、国の重要無形民族文化財にも指定されている。藍染めや端縫いの衣装に編笠・彦
三頭巾を合わせ優雅に踊る様が幻想的である。



種別 ⑤歴史・文化 データＮＯ 171

ふりがな ほったのさくあといせき

地図 http://goo.gl/maps/41nSc

名称 払田柵跡遺跡

写真添付

場所 大仙市高梨上払田地内

紹介文
　払田柵跡遺跡は「律令国家が本州北部を統括するために設置した、政治や軍事を司る地方
官庁の役割を担った平安時代(西暦812)の城柵官衙遺跡(じょうさくかんがいせき)」とのことで
す。西側に真山丘陵、東側に長森丘陵があり政庁は長森側にあります。選定理由は、地域の
歴史を伝える遺跡景観。
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ふりがな たかなしじんじゃ

地図 http://goo.gl/maps/QELIO

名称 高梨神社

写真添付

場所 秋田県大仙市高梨払田

紹介文
　 高梨神社は大正5年(1916)旧高梨村に散在していた神社8社を合祀建立したとされ、大仙
市の文化財(建3)になっている。選定理由は、古くから地域住民に親しまれ地域の歴史を伝
える歴史性景観。
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ふりがな まがりや「みずほのいえ」

地図 http://goo.gl/maps/hbnWJ

名称 まがり家「みずほの家」

写真添付

場所 大仙市板見内字一ツ森96地内　(仙北地域)

紹介文
　　大仙市仙北地区にある、まがり家「みずほの家」は別名「餅の館」とよばれ、「柵の湯」と
いう温泉に訪れた方が立ち寄る付帯施設とのこと。この建屋は秋田自動車道建設に伴い
解体せず、平成元年に移転したものとのことです。選定理由は、地域に伝わる古民家建築
の歴史およびその文化を伝える、歴史文化的景観。



紹介文
　久保田城下へ橫手盆地の物資輸送手段として鉄道が開通するまでの間、雄物川および
その支川利用による内陸水運が栄えました。特に角間川の川港は港運の要所として栄華
をほこり、そのときの物資貯蔵庫として「浜倉」が建てられたが、現存の「浜倉」は老朽によ
り大仙市によって改築されたものです。選定理由は、地域の歴史を伝える歴史建造物とし
ての景観。

地図 http://goo.gl/maps/pDHQc

名称 浜倉

写真添付

場所
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ふりがな はまぐら

大仙市角間川町字西本町地内



地図 http://goo.gl/maps/lUZqy

名称 「御前井」跡

写真添付

場所 大仙市大曲中通町1丁目地内

紹介文
　御前井(ごぜんい)とは藩主への献上水をくみ上げる井戸のことで、参勤交代で立ち寄った
佐竹藩主への献上水井戸。選定理由は、地域の歴史を伝える史跡景観。
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ふりがな 「ごぜんい」あと



地図 http://goo.gl/maps/jrq6x

名称 大曲花火競技大会会場準備

写真添付

場所 秋田県大仙市船場町１丁目地内

紹介文
　夏も終わりに近づく8月下旬、大仙市大曲の西側を流れる雄物川、その河川敷で恒例の
全国花火競技大会が今年も行われようとしている。周辺は会場準備で規制がかかり中に
は入れない。川の右岸は観覧席の桟敷、川を挟んで左岸は花火の打上げ場である。選定
理由は、花火を通じて地域の伝承や風土・風習が結びついているコミュニティ性景観。
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ふりがな おおまがりはなびきょうぎたいかいかいじょうじゅんび
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ふりがな よこてこうえん　はる

地図 http://goo.gl/maps/9fRZ3

名称 横手公園（春）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
慶応4年（1868年）戊辰の役で、砲火によって城は炎上し、明治元年8月11日の夕暮、つい
に本丸、二の丸とも落城し、城士21名は壮烈な討死をとげました。
昭和40年（1965年）に横手城二の丸跡に三層の天守閣様式の展望台が立ち、内部は現
在、郷土資料館となっています。横手盆地が一望のもとに眺められ、とくに鳥海山の姿はす
ばらしいです。
本丸跡には秋田神社、城址南東の一角に本多上野介正純の墓碑があり、北側には平和
観音像、さらに横手バラ園、赤土広場などがあり、「お城山」として親しまれ、市民憩いの場
となっております。
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ふりがな よこてこうえん　なつ

地図 http://goo.gl/maps/9fRZ3

名称 横手公園（夏）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
慶応4年（1868年）戊辰の役で、砲火によって城は炎上し、明治元年8月11日の夕暮、つい
に本丸、二の丸とも落城し、城士21名は壮烈な討死をとげました。
昭和40年（1965年）に横手城二の丸跡に三層の天守閣様式の展望台が立ち、内部は現
在、郷土資料館となっています。横手盆地が一望のもとに眺められ、とくに鳥海山の姿はす
ばらしいです。
本丸跡には秋田神社、城址南東の一角に本多上野介正純の墓碑があり、北側には平和
観音像、さらに横手バラ園、赤土広場などがあり、「お城山」として親しまれ、市民憩いの場
となっております。
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ふりがな よこてこうえん　あき

地図 http://goo.gl/maps/9fRZ3

名称 横手公園（秋）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
慶応4年（1868年）戊辰の役で、砲火によって城は炎上し、明治元年8月11日の夕暮、つい
に本丸、二の丸とも落城し、城士21名は壮烈な討死をとげました。
昭和40年（1965年）に横手城二の丸跡に三層の天守閣様式の展望台が立ち、内部は現
在、郷土資料館となっています。横手盆地が一望のもとに眺められ、とくに鳥海山の姿はす
ばらしいです。
本丸跡には秋田神社、城址南東の一角に本多上野介正純の墓碑があり、北側には平和
観音像、さらに横手バラ園、赤土広場などがあり、「お城山」として親しまれ、市民憩いの場
となっております。
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ふりがな よこてこうえん　ふゆ

地図 http://goo.gl/maps/9fRZ3

名称 横手公園（冬）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
慶応4年（1868年）戊辰の役で、砲火によって城は炎上し、明治元年8月11日の夕暮、つい
に本丸、二の丸とも落城し、城士21名は壮烈な討死をとげました。
昭和40年（1965年）に横手城二の丸跡に三層の天守閣様式の展望台が立ち、内部は現
在、郷土資料館となっています。横手盆地が一望のもとに眺められ、とくに鳥海山の姿はす
ばらしいです。
本丸跡には秋田神社、城址南東の一角に本多上野介正純の墓碑があり、北側には平和
観音像、さらに横手バラ園、赤土広場などがあり、「お城山」として親しまれ、市民憩いの場
となっております。
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ふりがな よこてこうえん　うしぬま　なつ

地図 http://goo.gl/maps/9fRZ3

名称 横手公園（牛沼：夏）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
360度木々に囲まれた牛沼は釣りや散歩、ショギングを楽しむ人たちが毎日訪れています。
小高い丘の上にはバラ園があり赤や白、黄色など約40種1,200本のバラが訪れた人たちの
目を楽しませています。
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ふりがな よこてこうえん　うしぬま　はる

地図 http://goo.gl/maps/9fRZ3

名称 横手公園（牛沼：春）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
360度木々に囲まれた牛沼は釣りや散歩、ショギングを楽しむ人たちが毎日訪れています。
小高い丘の上にはバラ園があり赤や白、黄色など約40種1,200本のバラが訪れた人たちの
目を楽しませています。
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ふりがな へいあんのかぜわたるこうえん　なつ

地図 http://goo.gl/maps/z5Vp3

名称 平安の風わたる公園（夏）

写真添付

場所 秋田県横手市金沢中野字三貫堰地内

紹介文
後三年合戦の際の古戦場である西沼を中心に平成3年に作られた歴史公園です。
 　源義家が金沢の柵に向かう途中、この沼を通った際に、飛んでいた雁が突然列を乱した
ことから、敵の伏兵がいることを察知し、難を逃れたといわれる場所です。
 　この公園には、合戦の様子を描写した壁画レリーフ、登場する人物のブロンズ像等があ
ります。
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ふりがな へいあんのかぜわたるこうえん　あき

地図 http://goo.gl/maps/z5Vp3

名称 平安の風わたる公園（秋）

写真添付

場所 秋田県横手市金沢中野字三貫堰地内

紹介文
後三年合戦の際の古戦場である西沼を中心に平成3年に作られた歴史公園です。
 　源義家が金沢の柵に向かう途中、この沼を通った際に、飛んでいた雁が突然列を乱した
ことから、敵の伏兵がいることを察知し、難を逃れたといわれる場所です。
 　この公園には、合戦の様子を描写した壁画レリーフ、登場する人物のブロンズ像等があ
ります。
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ふりがな へいあんのかぜわたるこうえん　あき

地図 http://goo.gl/maps/z5Vp3

名称 平安の風わたる公園（秋）

写真添付

場所 秋田県横手市金沢中野字三貫堰地内

紹介文
後三年合戦の際の古戦場である西沼を中心に平成3年に作られた歴史公園です。
 　源義家が金沢の柵に向かう途中、この沼を通った際に、飛んでいた雁が突然列を乱した
ことから、敵の伏兵がいることを察知し、難を逃れたといわれる場所です。
 　この公園には、合戦の様子を描写した壁画レリーフ、登場する人物のブロンズ像等があ
ります。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　きどごろうべえむら

地図 http://goo.gl/maps/JxYC0

名称 横手の雪まつり　かまくら　（木戸五郎兵衛村）

写真添付

場所 秋田県横手市雄物川町沼館字高畑315

紹介文
古民家が移設されている雄物川民家苑・木戸五郎兵衛村では、今年も秋田を代表する冬
の風物詩かまくらが作られ、かまくら撮影会とかまくらin木戸五郎兵衛村が開催されます。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　はぐろちょう

地図 http://goo.gl/maps/rqiv4

名称 横手の雪まつり　かまくら　（羽黒町）

写真添付

場所 秋田県横手市羽黒町

紹介文
　横手の城下町は、横手川を境に城に近い東側に「内町」といわれる武士の居住地があり
がしたが戊辰の役で、庄内・仙台連合軍の攻撃を受けた横手城は炎上し、横手城下の内
町は大半が焼失してしまいました。
　地区内に現存する武家屋敷はありませんが、板塀や生け垣、屋敷内の樹木と愛宕山の
緑が織りなす風情ある景観はかつての武家町の面影を残しています。
　特に秋の紅葉時の彩りは格別です。横手の冬の代表的な行事である「かまくら」の会場に
もなっています。
　平成２４年に策定された横手市景観計画において、羽黒町・上内町は「景観重点地区」に
指定されています。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　ふたばちょう

地図 http://goo.gl/maps/rqiv4

名称 横手の雪まつり　かまくら　（二葉町）

写真添付

場所 秋田県横手市羽黒町

紹介文
地元二葉町の皆さんが中心となり盛り上げている会場です。子どもたちの「あがってたん
せ」、「甘酒飲んでたんせ」の声が、観光客をあたたかくお迎えします。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　よこてこうえん

地図 http://goo.gl/maps/IdDCN

名称 横手の雪まつり　かまくら　（横手公園）

写真添付

場所 秋田県横手市城山町

紹介文
横手地域を一望できる展望台（横手城）のある会場です。ライトアップされた横手城と「かま
くら」が幻想的な世界へいざないます。展望台からの夜景も素晴らしい会場です。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　よこてちいききょくまえどうろこうえん

地図 http://goo.gl/maps/o0il0

名称 横手の雪まつり　かまくら　（横手地域局前道路公園）

写真添付

場所 秋田県横手市中央町8番2号

紹介文
かまくらの数が最も多く、また物産展や屋台など、飲食会場などもある大きな会場です。
シャトルバスの発着所や総合案内所（かまくら館）も設置されています。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　じゃのさきかわら

地図 http://goo.gl/maps/dBEAi

名称 横手の雪まつり　かまくら　（蛇の崎川原）

写真添付

場所 秋田県横手市蛇の崎町

紹介文
蛇の崎橋から見る無数のミニかまくらは、毎年、観光客の目をひきつけます。地元の中高
生の手によって製作と点灯が行われる会場で、川原にも降りることができます。
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ふりがな よこてのゆきまつり　かまくら　よこてみなみしょうがっこう

地図 http://goo.gl/maps/OqbVi

名称 横手の雪まつり　かまくら　（横手南小学校）

写真添付

場所 秋田県横手市羽黒町４−３６

紹介文
地元の子どもたちが、最も楽しみにしている「かまくら」。学校の校庭には、子どもたち手作
りの無数のミニかまくらがつくられ、その一つひとつに願いが込められています。
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ふりがな よこてのゆきまつり　ぼんでんこんくーる

地図 http://goo.gl/maps/82rpE

名称 横手の雪まつり　梵天コンクール

写真添付

場所 秋田県横手市中央町

紹介文
「ぼんでん（梵天）」は、豪華な頭飾りが特徴的な横手の小正月行事です。約300年の歴史
を誇り、毎年2月17日に旭岡山神社へ奉納されます。また前日の2月16日には、頭飾りの出
来栄えを競う「ぼんでんコンクール」が開催されます。雪国横手では、「ぼんでんが終わると
春がやってくる」と言われています。
 
横手のぼんでんの特徴は、他に類を見ないほど大型であることと、豪華絢爛な頭飾りにあ
ります。各町内や職場の若者たちによって奉納されるぼんでんには「五穀豊穣」「町内安
全」「商売繁盛」など様々な願いが込められ、先陣を競って押し合う様子は壮観です。本殿
を目がけてぼんでんが勢いよく突っ込み、さらに激しくもみ合って熱気は最高潮に達しま
す。
 
ぼんでんはかつて旧暦1月17日に奉納されていましたが、昭和27年より新暦2月17日に改
められ、「かまくら」とともに雪まつりとして観光行事になりました。昭和34年より、奉納前日
の2月16日に頭飾りの出来栄えを競う「ぼんでんコンクール」も行われています。昭和55年
からは、主に地元の小学生が奉納する「小若ぼんでん」も参加するようになりました。
 
そろいの半てんを着た若者たちがほら貝を吹きならし、“ジョヤサ、ジョヤサ”のかけ声ととも
に進む様は、「静」のかまくらと対照的な「動」のまつりを感じさせます。
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ふりがな よこてのゆきまつり　ぼんでんほうのう　いち

地図 http://goo.gl/maps/82rpE

名称 横手の雪まつり　梵天奉納①

写真添付

場所 秋田県横手市中央町

紹介文
「ぼんでん（梵天）」は、豪華な頭飾りが特徴的な横手の小正月行事です。約300年の歴史
を誇り、毎年2月17日に旭岡山神社へ奉納されます。また前日の2月16日には、頭飾りの出
来栄えを競う「ぼんでんコンクール」が開催されます。雪国横手では、「ぼんでんが終わると
春がやってくる」と言われています。
 
横手のぼんでんの特徴は、他に類を見ないほど大型であることと、豪華絢爛な頭飾りにあ
ります。各町内や職場の若者たちによって奉納されるぼんでんには「五穀豊穣」「町内安
全」「商売繁盛」など様々な願いが込められ、先陣を競って押し合う様子は壮観です。本殿
を目がけてぼんでんが勢いよく突っ込み、さらに激しくもみ合って熱気は最高潮に達しま
す。
 
ぼんでんはかつて旧暦1月17日に奉納されていましたが、昭和27年より新暦2月17日に改
められ、「かまくら」とともに雪まつりとして観光行事になりました。昭和34年より、奉納前日
の2月16日に頭飾りの出来栄えを競う「ぼんでんコンクール」も行われています。昭和55年
からは、主に地元の小学生が奉納する「小若ぼんでん」も参加するようになりました。
 
そろいの半てんを着た若者たちがほら貝を吹きならし、“ジョヤサ、ジョヤサ”のかけ声ととも
に進む様は、「静」のかまくらと対照的な「動」のまつりを感じさせます。



地図 http://goo.gl/maps/IeGXz

名称 横手の雪まつり　梵天奉納②

写真添付

場所 秋田県横手市大沢字上庭当田地内

紹介文
「ぼんでん（梵天）」は、豪華な頭飾りが特徴的な横手の小正月行事です。約300年の歴史
を誇り、毎年2月17日に旭岡山神社へ奉納されます。また前日の2月16日には、頭飾りの出
来栄えを競う「ぼんでんコンクール」が開催されます。雪国横手では、「ぼんでんが終わると
春がやってくる」と言われています。
 
横手のぼんでんの特徴は、他に類を見ないほど大型であることと、豪華絢爛な頭飾りにあ
ります。各町内や職場の若者たちによって奉納されるぼんでんには「五穀豊穣」「町内安
全」「商売繁盛」など様々な願いが込められ、先陣を競って押し合う様子は壮観です。本殿
を目がけてぼんでんが勢いよく突っ込み、さらに激しくもみ合って熱気は最高潮に達しま
す。
 
ぼんでんはかつて旧暦1月17日に奉納されていましたが、昭和27年より新暦2月17日に改
められ、「かまくら」とともに雪まつりとして観光行事になりました。昭和34年より、奉納前日
の2月16日に頭飾りの出来栄えを競う「ぼんでんコンクール」も行われています。昭和55年
からは、主に地元の小学生が奉納する「小若ぼんでん」も参加するようになりました。
 
そろいの半てんを着た若者たちがほら貝を吹きならし、“ジョヤサ、ジョヤサ”のかけ声ととも
に進む様は、「静」のかまくらと対照的な「動」のまつりを感じさせます。
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ふりがな よこてのゆきまつり　ぼんでんほうのう　に



地図 http://goo.gl/maps/LEzlr

名称 よこて菊まつり

写真添付

場所 秋田県横手市赤坂字富ヶ沢62-46（秋田ふるさと村）

紹介文
横手は古くから観賞菊の栽培が盛んな地域で、昭和44年より「菊まつり」が始まりました。
 同時開催される「菊花展示大会」では、全県の愛好者が丹精こめて育てた菊が一堂に会し
ます。また、会期中は様々な催し物が開催されます。菊花の世界の奥深さを感じるイベント
です。
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ふりがな よこてきくまつり



地図 http://goo.gl/maps/LEzlr

名称 よこて菊まつり

写真添付

場所 秋田県横手市赤坂字富ヶ沢62-46（秋田ふるさと村）

紹介文
横手は古くから観賞菊の栽培が盛んな地域で、昭和44年より「菊まつり」が始まりました。
 同時開催される「菊花展示大会」では、全県の愛好者が丹精こめて育てた菊が一堂に会し
ます。また、会期中は様々な催し物が開催されます。菊花の世界の奥深さを感じるイベント
です。
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ふりがな よこてきくまつり



地図 http://goo.gl/maps/E0bSG

名称 沼入りぼんでん

写真添付

場所 秋田県横手市醍醐字荒処地内

紹介文
醍醐地区荒処集落の厳島神社、弁才天沼に奉納する梵天で清水祭とも呼ばれています。
文政年間（1818-29）以前の起源があり、『雪の出羽路』にも記録が見られます。県内梵天
行事の原形に近いともいわれています。
江戸時代初めから祀っている弁才天に願をかけることから始まったとされ、かつては旧暦3
月18日に行われていました。
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ふりがな ぬまいりぼんでん



地図 http://goo.gl/maps/Rn2ug

名称 浅舞八幡神社祭典

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞地内

紹介文
豪華な飾りと人形を築山に配した「飾り山車（かざりやま）」が10台、お囃子に併せて踊る通
称「踊り山車（おどりやま）」が1台。笛や太鼓、摺り鐘などで奏でるお囃子に合わせて浅舞
町内を練り歩くお祭りです。
土曜の夜は宵祭りを開催し、ライトアップされた「飾り山車」10台が平鹿地域局前の目抜き
通りに揃って「山車とお囃子の共演」を観光客に披露します。浅舞の山車は毎年その絢爛
雄大さが有名であり地域住民はもとより遠く県外からも観光客が足を運びます。
平鹿地域局駐車場では、地元出店や街商、フリーマーケットによる「手作り村」が開かれ、
賑わいを創出しています。お囃子が祭りを一層盛り上げる中、フィナーレでは200発を超え
る花火が夜空を彩ります。
翌日曜日の本祭りでは各町内から出る山車11台を子どもたちが曳き、浅舞町内を練り歩き
ます。
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ふりがな あさまいはちまんじんじゃさいてん



地図 http://goo.gl/maps/S9NKy

名称 赤レンガ蔵

写真添付

場所 秋田県横手市大森町字大森176

紹介文
赤レンガ蔵(赤川家住宅蔵）は、県内のレンガ造りの建築物として有名な旧秋田銀行本店
（現在の赤レンガ郷土館・国重文）と同時期の建設物です。
土蔵造2階建、鉄板葺、建築面積67平方メートル。明治18年の建築で、明治後期に改造し
ています。桁行6間、梁間3間、切妻造、鉄板葺の2階建土蔵で、後に外壁に煉瓦を積みま
す。創建時の棟梁は大沼冨吉。切石基礎上に立ち、軒の鉢巻は漆喰塗、鉢巻下端と胴蛇
腹に煉瓦の歯飾りを廻してます。また、北面に黒漆喰塗の戸口があり、南面にも煉瓦で額
縁を飾った戸口があります。
多目的ホール・ギャラリーなどを設置し、各種教室、展示会、コンサートなど年間10～20程
度の催事が開催されています。
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ふりがな あかれんがぐら



地図 http://goo.gl/maps/S9NKy

名称 赤レンガ蔵

写真添付

場所 秋田県横手市大森町字大森176

紹介文
赤レンガ蔵(赤川家住宅蔵）は、県内のレンガ造りの建築物として有名な旧秋田銀行本店
（現在の赤レンガ郷土館・国重文）と同時期の建設物です。
土蔵造2階建、鉄板葺、建築面積67平方メートル。明治18年の建築で、明治後期に改造し
ています。桁行6間、梁間3間、切妻造、鉄板葺の2階建土蔵で、後に外壁に煉瓦を積みま
す。創建時の棟梁は大沼冨吉。切石基礎上に立ち、軒の鉢巻は漆喰塗、鉢巻下端と胴蛇
腹に煉瓦の歯飾りを廻してます。また、北面に黒漆喰塗の戸口があり、南面にも煉瓦で額
縁を飾った戸口があります。
多目的ホール・ギャラリーなどを設置し、各種教室、展示会、コンサートなど年間10～20程
度の催事が開催されています。
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ふりがな あかれんがぐら



地図 http://goo.gl/maps/82rpE

名称 横手送り盆まつり　市民盆踊り・屋形舟鑑賞会

写真添付

場所 秋田県横手市中央町

紹介文
横手の送り盆まつりは、江戸時代の『享保の大飢饉』で亡くなった人々を供養するために、
わらで作った舟を川原に繰り出したのが始まりといわれています。ねむり流しを皮切りに、
市民盆踊り、屋形舟の繰り出しが行われ、迫力あるぶつかり合いが繰り広げられます。
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ふりがな よこておくりぼんまつり　しみんぼんおどり　やかたぶねかんしょうかい



地図 http://goo.gl/maps/82rpE

名称 横手送り盆まつり　市民盆踊り・屋形舟鑑賞会

写真添付

場所 秋田県横手市中央町

紹介文
横手の送り盆まつりは、江戸時代の『享保の大飢饉』で亡くなった人々を供養するために、
わらで作った舟を川原に繰り出したのが始まりといわれています。ねむり流しを皮切りに、
市民盆踊り、屋形舟の繰り出しが行われ、迫力あるぶつかり合いが繰り広げられます。
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ふりがな よこておくりぼんまつり　しみんぼんおどり　やかたぶねかんしょうかい



地図 http://goo.gl/maps/dBEAi

名称 横手送り盆まつり　協賛花火打ち上げ

写真添付

場所 秋田県横手市蛇の崎町

紹介文
横手の送り盆まつりは、江戸時代の『享保の大飢饉』で亡くなった人々を供養するために、
わらで作った舟を川原に繰り出したのが始まりといわれています。ねむり流しを皮切りに、
市民盆踊り、屋形舟の繰り出しが行われ、迫力あるぶつかり合いが繰り広げられます。
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ふりがな よこておくりぼんまつり　きょうさんはなびうちあげ
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ふりがな よこておくりぼんまつり　やかたぶねくりだし

地図 http://goo.gl/maps/dBEAi

名称 横手送り盆まつり　屋形舟繰り出し

写真添付

場所 秋田県横手市蛇の崎町

紹介文
横手の送り盆まつりは、江戸時代の『享保の大飢饉』で亡くなった人々を供養するために、
わらで作った舟を川原に繰り出したのが始まりといわれています。ねむり流しを皮切りに、
市民盆踊り、屋形舟の繰り出しが行われ、迫力あるぶつかり合いが繰り広げられます。
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ふりがな ますだのぼんおどり

地図 http://goo.gl/maps/6tZ1V

名称 増田の盆踊り

写真添付

場所 秋田県横手市増田町増田字七日町

紹介文
一説では、６４０年前の増田城築城悲話にまつわるとされる増田盆おどり。踊りが５番まで
あり、それぞれに踊りの振りも違います。秋田音頭の軽妙な地口にのって、賑やかで勇まし
いお囃子と骨太さもありながら、優雅さも併せ持った「増田盆おどり」の素朴な美しさとの不
思議な調和が特徴です。



種別 ⑤歴史・文化 データＮＯ 294

ふりがな ひらかまちぼんおどり

地図 http://goo.gl/maps/jIOjp

名称 ひらかまち盆踊り

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞

紹介文
百数十年以上前から継承されている浅舞の夏の伝統行事。櫓を中心に各地区婦人会240
名の踊り手が、「平鹿町音頭」や「秋田音頭」を情緒豊かに、風情ある踊りを披露し大勢の
観客を魅了します。
お囃子会の演奏と踊り手とが競演し、お盆の夜の賑わいを醸し出し、フィナーレでは夏の夜
空に花火が打ち上げられイベントを一層盛り上げます。
 平成22年から盆踊り会場を平鹿庁舎前目抜き通りに移し開催しています。
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ふりがな しょうじょうまつり

地図 http://goo.gl/maps/UU9EL

名称 猩々まつり

写真添付

場所 秋田県横手市十文字町 本町・通町・中央通商店街

紹介文
旧十文字町発展の礎となった「猩々の道標」を記念して開催されるお祭りで、旧十文字町発
展のシンボルであり誕生を語り継ぐお祭りとして開催されています。
当時まだ松林を主とした野原だった文化8年（1811）、増田通覚寺の住職である天瑞師が、
旅人の道しるべにと、「猩々の左は湯沢　右はよこて　うしろはます田　まえはあさ舞」の歌
を刻んだ石の猩々像を、増田街道の交差点に建立したのが「猩々の道標」の始まりです。
その後、文化14年（1817）、この辻に1件の茶屋が建てられ、さらに8年後の文政8年（1825）
には9軒となり、天保11年（1840）には十文字新田村が誕生した。この頃から、交通の要衝
として栄えるようになりました。



種別 ⑤歴史・文化 データＮＯ 307

ふりがな きゅうにっしんかん

地図 http://goo.gl/maps/d4zfb

名称 旧日新館

写真添付

場所 秋田県横手市城南町7-1

紹介文
旧日新館は明治35（1902）年、旧制横手中学校（現　横手高校）の英語教師として赴任して
きたアメリカ人チャールス・C・チャンプリンの住居として建てられたものです。（建設　小坂亀
松、大工　藤村初五郎）
 　建物は洋館にはきわめて珍しく、木肌も美しい素木造りの簡潔な住宅です。また、すぐれ
たデザインの玄関･バルコニーの柱頭飾り・窓の額縁・櫛(くし)型の庇(ひさし)など、明治期
の洋風建築の特色をよく残しており、昭和59年3月10日に秋田県指定有形文化財に指定さ
れています。
 　旧横手中学校嘱託英語教師として赴任した米人宣教師は多数いますが、マルチン・M・
スマイザ―は大正3～昭和7年まで赴任し、その後も旧日新館に住み昭和30（1955）年八十
歳で亡くなるまで、伝導生活を続けた方であり地域の人々にとっては縁の深い方でした。
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ふりがな きゅうにっしんかん

地図 http://goo.gl/maps/d4zfb

名称 旧日新館

写真添付

場所 秋田県横手市城南町7-1

紹介文
旧日新館は明治35（1902）年、旧制横手中学校（現　横手高校）の英語教師として赴任して
きたアメリカ人チャールス・C・チャンプリンの住居として建てられたものです。（建設　小坂亀
松、大工　藤村初五郎）
 　建物は洋館にはきわめて珍しく、木肌も美しい素木造りの簡潔な住宅です。また、すぐれ
たデザインの玄関･バルコニーの柱頭飾り・窓の額縁・櫛(くし)型の庇(ひさし)など、明治期
の洋風建築の特色をよく残しており、昭和59年3月10日に秋田県指定有形文化財に指定さ
れています。
 　旧横手中学校嘱託英語教師として赴任した米人宣教師は多数いますが、マルチン・M・
スマイザ―は大正3～昭和7年まで赴任し、その後も旧日新館に住み昭和30（1955）年八十
歳で亡くなるまで、伝導生活を続けた方であり地域の人々にとっては縁の深い方でした。
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ふりがな おおもりこうえん

地図 http://goo.gl/maps/xEa2g

名称 大森公園

写真添付

場所 秋田県横手市大森町字下高口堤

紹介文
戦国武将、大森五郎こと小野寺康道が大森合戦を戦い抜いた古城跡、大森公園は東北の
吉野山ともいわれる桜の名所です。春には千本余の桜が咲き誇り、秋田三十景のひとつに
もなっています。
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ふりがな おおもりこうえん

地図 http://goo.gl/maps/xEa2g

名称 大森公園

写真添付

場所 秋田県横手市大森町字下高口堤

紹介文
戦国武将、大森五郎こと小野寺康道が大森合戦を戦い抜いた古城跡、大森公園は東北の
吉野山ともいわれる桜の名所です。春には千本余の桜が咲き誇り、秋田三十景のひとつに
もなっています。
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ふりがな たきのさわ

地図 http://goo.gl/maps/9KbH9

名称 滝ノ沢

写真添付

場所 秋田県横手市睦成字滝の沢地内

紹介文
横手市で唯一名勝として文化財に指定されている景勝地、滝ノ沢。
 　滝の岩棚は、上部が凝灰岩質砂岩で、下部はそれよりやや古い硬質の砂質泥岩からな
る断層崖です。江戸時代から昭和の初めまでは桜の名所として知られ、昭和10年に三十三
観音、薬師如来、不動明王、五輪塔が安置されて、霊場と言われるようになりました。
 　コケに覆われた岩棚を高さ5メートル、幅10メートルの滝が白糸のように流れ落ち、滝に
垂れた樹皮が四季に趣を添えます。滝つぼを見下ろすコケの衣を着た観音像の姿が、何と
もいえない空気を漂わせています。
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ふりがな たきのさわ

地図 http://goo.gl/maps/9KbH9

名称 滝ノ沢

写真添付

場所 秋田県横手市睦成字滝の沢地内

紹介文
横手市で唯一名勝として文化財に指定されている景勝地、滝ノ沢。
 　滝の岩棚は、上部が凝灰岩質砂岩で、下部はそれよりやや古い硬質の砂質泥岩からな
る断層崖です。江戸時代から昭和の初めまでは桜の名所として知られ、昭和10年に三十三
観音、薬師如来、不動明王、五輪塔が安置されて、霊場と言われるようになりました。
 　コケに覆われた岩棚を高さ5メートル、幅10メートルの滝が白糸のように流れ落ち、滝に
垂れた樹皮が四季に趣を添えます。滝つぼを見下ろすコケの衣を着た観音像の姿が、何と
もいえない空気を漂わせています。



種別 ⑤歴史・文化 データＮＯ 336

ふりがな ひるもぬま　にっちゅう

地図 http://goo.gl/maps/TGYDk

名称 蛭藻沼（日中）

写真添付

場所 秋田県横手市杉沢字谷地中地内

紹介文
金沢柵落城の時、清原武衡が生け捕られた所で、刀の鞘の尻を切って口に当てて沈んで
いたといわれています。
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ふりがな ひるもぬま　ゆうがた

地図 http://goo.gl/maps/TGYDk

名称 蛭藻沼（夕方）

写真添付

場所 秋田県横手市杉沢字谷地中地内

紹介文
金沢柵落城の時、清原武衡が生け捕られた所で、刀の鞘の尻を切って口に当てて沈んで
いたといわれています。
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ふりがな ますだぼんでんまつり

地図 http://goo.gl/maps/EtN2w

名称 増田梵天まつり

写真添付

場所 秋田県横手市増田町増田字七日町

紹介文
無病息災や五穀豊穣を願って、三所神社へ梵天を奉納します。　寛永20年（1643）魚商たち
が市場の神を祀って奉納したのが始まりといわれています。　中七日町通りと三所神社の
境内で披露される梵天を纏に見立てた妙技が見所です。
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ふりがな ますだのはなび

地図 http://goo.gl/maps/3mtRk

名称 増田の花火

写真添付

場所 秋田県横手市増田町増田土肥館

紹介文
大正時代から始まった花火大会で、県内の花火大会の最後を飾ります。二尺玉をはじめ、
大物の花火が仲秋の夜空を焦がします。
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ふりがな おものがわかせんこうえん

地図 http://goo.gl/maps/NRxeF

名称 雄物川河川公園

写真添付

場所 秋田県横手市雄物川町深井字郷中島

紹介文
雄物川河川公園は一級河川『雄物川』の河川沿いに位置しています。
1周1.3キロ、幅10メートルの舗装路では、インラインスケートやジョギングを楽しむ人たちの
歓声が絶えず、せせらぎ水路は水遊びに興じる子供たちで賑わいます。また、芝生広場は
家族づれのバーベキューやデイキャンプに利用されています。多目的広場はグラウンドゴ
ルフ愛好者からも利用されているスポットです。
川へのこだわりから誕生した河川公園は人気を集める注目の場所となっています。


