


　
　
　
　
　
　
　
　

平成24年度　北秋田市芸術文化表彰

日時：平成２４年１０月２７日（土）

　　　　午前１１時３０分頃～　

会場：北秋田市文化会館ホール　

　

　　　　◆芸術文化功労賞・奨励賞　授与式　午前11時30分頃～

　　　　　　表　彰（芸術文化功労賞・芸術文化奨励賞）

　　　　　　北秋田市長あいさつ

　　　　　　受賞者代表あいさつ

　　　　◆記念公演　≪田中まさよし太鼓ライブ≫　午前11時50分～

・田中まさよしプロフィール

　秋田県上小阿仁村生まれ、鷹巣高校出身。

１２歳からモダン／クラシックパーカッションを

学び、ドラムに傾倒。様々な音楽を吸収する中、

和太鼓と衝撃的な出会いをする。

　以後、和太鼓／ドラム／パーカッションプレイ

ヤーとしてプロ活動開始。

　ダイナミックなプレイを信条とし、幾多の場数

により育まれた対応力と伴奏能力で共演者等から

高い評価を得ている。

　現在セッション・スタジオワークを中心に、Ｔ

Ｖ、ラジオ、芝居出演、幼稚園～学校施設での芸

術鑑賞教室、作・編曲、ワークショップと幅広く

全国規模で活躍中。ベリーダンス、コンテンポラ

リーダンスとの共演も多く、既存のジャンルに捕

われないボーダレスな活動を続ける中、ホーメ

イ・イギル等の尾引浩志氏、ダンスの花火氏らと

ともに、ボーダレスセッション【Ｌｏｖｅ　Ｓｈ

ｏｗｅｒｓ】を主宰。

“Love showers 「坩堝」in 北秋田市”“Love showers 「坩堝」in 北秋田市”
るつぼ

鷹巣高校出身

ホーメイ・イギル、口琴

尾引　浩志
ダンス

花　　火



平成24年度北秋田市芸術文化功労賞

【団体】

　●生田流筝曲日本当道会秋田支部琴秋会碇谷社中

功績：４０数年前に碇谷あゑ氏らにより創設、平成１０年碇谷あゑ氏没後は三沢香氏が後継者となって、

社中内では「和と技」を心がけ初春ひき初め会、ゆかた弾いなど、永年にわたり伝統芸術の継承活動

を引き継ぎ現在に至る。また、日本当道会主催「全国大会」、鷹巣芸術文化協会主催「邦楽祭・文化

祭」、地元商工会婦人部主催「新春交流会」への出演に加え、社会福祉施設や地元各施設等へのボラ

ンティアで出演するなど芸術文化活動に加えて社会活動にも貢献は多大である。

【個人】

　●奥田　実里

功績：旧森吉町の陶芸同好会会長を務め、陶芸の普及とその指導力は多大であり、平成２年から秋田県美

術展覧会（陶芸）に連続１４年も入賞するなど、その実力は高く評価されている。

また、陶芸の技術を活かして浦田小学校の土器づくりに協力し、野焼き指導を２０年以上続けるほ

か、生涯学習の普及指導にも尽くした。

現在は、北秋田市芸術文化協会森吉支部の事務局長として、芸術文化団体の指導に尽力されている。

　●作山　キヌ

功績：在京中、横浜市墨桜会で数々の書画が作品展に入賞。帰郷後は夫・礼造氏とともに「艸萌会」を

創設し、自宅や公民館等で月例会を先導し、講師兼世話人として書画の普及に努める。グループリー

ダーとしての素質に優れ、温和な人柄と助言指導により、艸萌会からは各種展示会入賞者も増え、北

秋田市美術展などにおいては、書道、日本画、洋画、各部門において毎年多くの受賞者を出してい

る。多年にわたり書画部門のみならず芸術文化活動の振興につとめ、現在、北秋田市芸術文化協会阿

仁支部副支部長として会の発展につくしており、功労者として推薦するに価すると認められる。

平成24年度北秋田市芸術文化奨励賞

　●佐藤　久夫

功績：第５３回　秋田県美術展覧会　洋画部門　入選

　●藤島　恵美子

　　　功績：第４０回　日本の書展　臨書部門　入選

　　　　　　第２７回　全国臨書摸刻展　心芸墨美大賞、招待審査員特別賞　受賞







北秋田市文化祭展示部門
　　　　　　会　場　森吉総合スポーツセンター

　　　　　　期　間　１１月１０日(土 )～１１月１２日(月 )

　　　　　　時　間　午前９時～午後５時（１２日は正午まで）

【　書　】森書会／前田書道同好会／米内沢清月会／北泉書道教室

【写　真】フォト光栄／もりよし写真クラブ／北秋田市カメラクラブ／秋田北鷹高校写真部／

　　　　　藤島源特設展

【絵　画】艸萌会／鷹巣絵画クラブ／成田知枝特設展　【水墨画】もりよし墨游会／艸萌会

【篆　刻】北秋田市篆刻同好会　　　　　　　　【短　歌】森吉短歌サークル「彩の会」

【俳　句】わらび吟社／鳴蛙吟社／合川俳句会　【　詩　】自由詩 風宴

【絵手紙】阿仁絵手紙サークル／合川公民館定期講座『楽しい絵手紙講座』

　　　　　／もりよし絵手紙の会

【ペン習字】合川公民館定期講座『筆ペン講座』

【切り絵】楽しい切り絵　　　　　　　　　　　【押し絵】なでしこグループ

【押し花】鷹巣押花サークル／米内沢押し花サークル

【織　物】織り姫クラブ／夕鶴　　　　　　　　【染　物】草木染め「あかね会」

【手　芸】てまりの会／あけぼの婦人部／末広婦人学級／栄公民館自主講座すみれ会／レザー

　　　　　クラフト同好会／合川公民館定期講座『かんたんリメイク講座』／合川公民館定期

　　　　　講座『かぎ針編み講座』／糸の会

【パッチワーク】パッチワーク金木犀の会／チクチク・キルト・サークル／パッチワークさく

　　　　　　　　ら会／パッチワーク菊地教室

【トールペイント】田村紗百合トールペイント講座

【茶　道】裏千家　近藤宗雪社中　　　　　【学　園】社会福祉法人秋田県民生協会

【個　人】金藤五郎／亀山ミネ／佐藤一巳／成田ミチ

【幼稚園・保育園】たかのす幼稚園／こども園しゃろーむ／あいかわ保育園／阿仁合保育園／

　　　　　　　　　大阿仁保育園／前田保育園／浦田保育園／米内沢保育園／南鷹巣保育園／

　　　　　　　　　七日市保育園／鷹巣中央保育園／鷹巣東保育園／綴子保育園

【小学校】合川東小学校／合川西小学校／合川北小学校／阿仁合小学校／大阿仁小学校／前田

　　　　　小学校／浦田小学校／米内沢小学校／鷹巣西小学校／鷹巣南小学校／鷹巣中央小学

　　　　　校／鷹巣東小学校／綴子小学校／鷹巣小学校

【中学校】合川中学校／阿仁中学校／森吉中学校／鷹巣南中学校／鷹巣中学校



＊＊＊　プ ロ グ ラ ム　＊＊＊

１０月２７日（土） 

◆開会あいさつ
　　北秋田市文化祭実行委員長代理　成田　陸雄

（午前9：00頃～）

１．新日本舞踊千川流鷹巣千川会
・宝船　
　　前田ミヲ子、本城谷真知子、津谷志保子
・山河　
　　河野　秀子、柳谷テツヱ、畠山　栄子
　　高橋　絹子
・追分くずし
　　本城谷真知子、木村アヤ子、村上　禮子
・おりょう
　　岸田順子、工藤タミエ、佐藤チヤ

２．鳳樹会　千鳥教室
・五能線
　　菊池サチ子、大沢　敬子、関　　ミツ
　　畠山　久子、畠山キミ子
・おんなの湖畔　
　　成田　節子、松橋　良子、斉藤　信子
　　伊島まき子、成田　敬子

３．北秋田市老人クラブ連合会

４．あかしや合唱団
・人生のメリーゴーランド
・また君に恋してる
　　指　揮　佐藤よし子
　　ピアノ　土濃塚まち子
　　　大川　ソノ、中田とし子、村上レイ子
　　　長崎　静枝、福田　裕子、福士　則子
　　　今野　清子、柴田　キワ、成田外史世
　　　木村　和子、村川　イネ、松尾　ミツ
　　　田中　成子、宮野モリ子、石川　キヨ
　　　永井　道子、加賀谷テル子、西根　富子
　　　高田　アイ、大川　昭子、山口ヒメ子

　　　津谷　ちや、沢田　ミカ、戸沢　洋子
　　　佐藤　フサ、中島　幸子、成田　成子
　　　川村　睦子

５．（財）日本民謡協会　秋田県北会
　　
・秋田米とぎ唄
・生保内節
・長者の山
・津軽甚句
　　歌い手　山本　敏雄、森川寿太郎
　　　　　　桜庭　　香、山田　和子
　　尺　八　松橋　与市
　　三味線　加賀　隆之、魚住　吉二
　　太　鼓　宮越　栄子
　　掛け声　木村　悦子

６．ケアロハヨコオフラオハナＧ
・（カヒコ）カマリイオカポー
・ツーユースイートハートアロハ
・南国の夜
・レイプアケニケニ
・レイナニ
・ハワイノエカオイ
・カイマナヒラ

　　　　講師　横尾　昌恵
　　　　　佐藤ツタ子、鈴木　真理、浪岡ミチ子
　　　　　新林　文子、高橋サダエ、田崎ツルエ
　　　　　武石キミエ、武石　雅江、小笠原紀子
　　　　　森川　節子、定谷理恵子、平澤　由紀
　　　　　大久保　綾、杉村　利佳、杉村　笑子

７．筝曲　日本当道会　松尾睦子社中
・筝曲「嵯峨の秋」
　　高音　長谷川悦子、河田　成子
　　低音　松尾　睦子
　　尺八　毛内　創山

北秋田市文化祭演示部門
■会場　北秋田市文化会館　　　■期間　１０月２７日(土)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月２８日(日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前９時～午後４時３０分頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文化表彰は２７日昼頃）



８．唱歌を歌う会
　　・赤トンボ
　　・荒城の月
　　　　指　揮　秋元和歌子
　　　　ピアノ　金　新佐久

ソプラノ　長谷川キン、鈴木　則子
　津谷　サキ、宇佐美矩子、高橋　玉子
　深井　洋子、亀山　栄子、高橋　陽子
　成田　徳子、大川　愛子、高橋　レイ
　田中　アイ、伊東　タケ、佐藤　玲子
　長岐　のぶ、工藤　弘子、藤島　弘子
　相馬ヒサ子、木村　和子、伊藤エミ子
　簾内　節子、河田　静子
アルト　庄司　栄子、安部　笙子
　照内キクエ、成田　アヤ、秋元玖耀子
　成田　成子、山本　浩子、湊屋　玲子
　畠山　タミ、鎌田　房子、松橋　良子
　河田　　京、成田外史世、小塚シメ子
　岩川　チエ、斉藤タミ子、畠山カズエ

（午前11：30頃～）

文化表彰　　北秋田市芸術文化功労賞

　　　　　　北秋田市芸術文化奨励賞

記念講演　　田中まさよし太鼓ライブ
“Love showers 「坩堝」in北秋田市”

（午前12：30頃～）

９．岡田琴千流大正琴同好会
・琵琶湖周航の歌
・地上の星
・浪花節だよ人生は
Ｓ　赤石　友子、工藤　初子、庄司　栄子、

菅原　イク、簾内　昱子、簾内　コト、
津谷ノリ子、武藤　翔子、柳谷　昌子

Ａ　石川　早苗、小笠原タエ、河田　京子、
佐藤　克子、成田　礼子、三ッ倉喜美子

　　ピアノ　北嶋いずみ

10．日舞教室　花柳登巴洋会
・大和楽　江戸祭
　　花柳登巴洋、小野エイ子、畠山　洋子、
　　山岡久子
・長唄　汐汲
　　北林捷子
・佐渡おけさと相川音頭
　　花柳登巴洋、小野エイ子、畠山　洋子、
　　山岡久子

11．峠のシルバー５
　・この街で

　・サライ
　　　アコーディオン　伊藤　清美、柏木　妙子
　　　シンセサイザー　池田　昭治
　　　シンセベース　　安部　錦一
　　　ギター　　　　　鈴木　　繁
　　　ボーカル　　　　佐々木清子

12．オカラ・パル
　
・山小舎の灯
・琵琶湖周航の歌
・北国の春
　　ギター　湊　　邦造、鈴木　誠一
　　ハーモニカ
　　　魚住　吉二、高橋キヨ子、佐藤　篤子
　　　梅村千代子
　　歌　　　米澤　秀代

13．北秋田地区更生保護女性の会コーラス部
・三つのわらべうた
　　～ずいずいずっころばし・通りゃんせ・あん
　　　たがたどこさ
・お菓子と娘　　詩：西條八十　曲：橋本国彦
・ひまわりの風　詩：中村千栄子　曲：石井　歓
　　指　揮　北嶋いずみ
　　ピアノ　土濃塚眞知子
　　ソプラノ　奥山リツ子、上遠野克子、
　　　神成　恵子、小坂　和子、小林ヒナ子
　　　小林　玲子、近藤　昌子、佐藤　淳子
　　　佐藤　俊子、鈴木　則子、津谷　淳子
　　　成田　哲子、堀部　アキ、松尾　容子
　　　武藤　祥子、盛岡　幸子、山田　文恵
　　メッツォ　小坂　浩子、佐藤　栄子
　　　佐藤智恵子、佐藤　睦子、佐藤　玲子
　　　花田　ヒデ、嶺脇シズエ、高橋　玉子
　　アルト　　石川　ミヨ、鎌田　房子、
　　　河田　　京、佐藤　栄子、湊屋　玲子
　　　山本浩子

14．鷹巣朗読ボランティア「やまびこ」
　　・詩
　　・奇跡の一本松
　　　　朗読　小林　玲子、萩原　順子、三澤民子
　　　　　　　花下　治子
　　　　演出　三澤　甲江

15．前結び宗家きの和装学苑鷹巣会
・帯結び　
　　佐々木満寿美、高坂　厚子、小玉　智子

16．なおこバレエスタジオ
・“リーズの結婚”より抜粋
　　谷内　尚子、成田　朗子、遠藤　明希
　　谷内　享平、高橋沙代子、成田　舞香



　　谷内　礼奈、佐々木詩苑、高橋　美樹
　　小林　春奈、成田　智朗、岡村優里亜
　　佐々木乙葉、高橋真侑子、成田龍二朗
　　奥山ひかる、奈良　果怜、滝沢　　光
　　安達　彩喜、金沢　優花、安達　啓晶
　　安達　祥恵、虻川　涼和、乳井　千恵
　　森田　麻友、永井　叶夢、熊本　柚月
　　和田　茉優、和田莉惟子、簾内彩花梨
　　安部早也乃、渡辺　彩代、大内まりな
　　三澤　奈々、三澤　　夢、永井　昌孝
　　野呂　幸博、澤田　吉宏、田村　卓子
　　藤原　雅子、和田ルリ子、岡村　留美
　　本多　千昌

（午後3：00頃～）

17．生田流筝曲米内沢教室
・秋の歌　野村正峰　作曲
・篝　火　野村正峰　作曲
　　フルート　工藤　智子
　　琴　　　　池田　玲子、柴田　裕子
　　　小林　節子、茂木　容子、伊藤　悦子
　　　大倉　節子、庄司　光子

18．高嶺流舞扇会
・世外れおけさ　　中嶋ヒサ子
・玄海恋太鼓　　　浅利　京子
・心に愛を　　　　成田　京子
・さだめ道　　　　渡辺　智子

19．コールつくしんぼ
・明日へ
・Tomorrow
・銀色の道
・花は咲く
　　ピアノ　和田　律子
　　　木村　幸子、佐藤阿智子、小坂　和子
　　　佐藤　清子、高橋　玉子、桜庭　秀子
　　　桜井　英子、佐藤　孝子、金田　喜代
　　　小野　ヨシ、金田　光子、小坂　静江
　　　高澤　順子

20．神道夢想杖道
演武　戸澤　郁雄、大倉　慶人

21．鷹巣マンドリンクラブ
・波とうを越えて
・ここに幸あり
・クシコスの郵便馬車
　　ギター　戸嶋弘文、宮野明義、鈴木　繁
　　マンドリン１　佐々木澄江、高橋タミヱ
　　　成田　敦子、畠山　洋子、吉岡　節子
　　　小笠原昭子、佐藤　フサ、福士　則子
　　　佐藤　淳子、藤嶋恵美子、高橋　ヤエ
　　　飯坂　禎子
　　マンドリン２　畠山　裕子、佐藤　セツ
　　　藤嶋　睦子、佐藤　洋子

（午前9：00頃～）

１．童謡を歌う会
・静かな湖畔
・汽車
・富士の山
・かわいい魚屋さん
・しゃぼん玉
・どんぐりころころ
・ふるさと
　　指揮　高橋　　鈴
　　　鈴木　誠一、岩川テツヱ、工藤ミサヲ
　　　秋林アツ子、木村タキ子、成田　栄子
　　　金田　ユウ、奥田　実里、佐藤　キヨ
　　　金田　光子、村上とし子、畠山　チヤ
　　　畠山　久子、藤嶋　イワ、高橋キエ子
　　　伊藤　美代、木村千智子、田口　　睦
　　　高橋　栄子、佐藤　孝子、金　　啓子

２．ハーモニーししりこ
・誰もいない海
・蘇州夜曲

　　講師　金　新佐久
　　　大川　トモ、山城　米子、高橋　イネ
　　　成田　洋子、平元　京子、大川　ミサ
　　　成田ノリ子、成田久美子、花田　道子
　　　村上　陽子、村上　初恵、大阪　エミ
　　　高橋美和子、中村　新子、奈良田ツルヱ
　　　高橋　愛子、山内ヒデ子、藤島フクヱ
　　　堀内フミヱ、堀内　陽子、佐藤　栄子
　　　佐藤　良子、佐藤　タヱ、畠山ヒナ子
　　　三澤　栄子、工藤　正子、根本ハツヱ
　　　三沢　甲江、花岡キミヱ

３．藤蔭流鳳扇会森吉教室１
・大器晩成
　　杉田ミヨ子、赤石イク子、金昭子

４．藤蔭流合川鳳扇会１
・千年の舞
・年輪

＊＊＊　プ ロ グ ラ ム　＊＊＊

１０月２８日（日） 



５．藤蔭流鳳樹会子ども教室
・あんたがたどこさ
　　鈴木　綾那
・華扇
　　戸濃塚世奈、成田　絢音
・松づくり
　　湊　　夏樹

６．ウィンズオカリナ
・旅愁
・汽車ポッポ
・スカボロー・フェアー
・山小屋の灯
　　秋元和香子、石川マサ子、石郷岡順子
　　工藤とも子、三浦多美子、吉田美穂子
　　田中　光彦

７．戸松くみ子鷹巣バレエ教室
　　
・かわいい女の子
　　戸沢花之子、淡路　　苗、増田まりん
　　浪岡和花奈、伊東　悠愛
・風にリボンが・・・・・
　　久保理咲子、長崎　亜美、野呂くれあ
　　田中　七奈、石田華野
・くれよんくーちゃん
　　戸沢花之子、淡路　　苗、増田みりん
　　浪岡和花奈、伊東　悠愛
・ヨハンストラウスⅡ世　作曲　ギャロップより
　　久保理咲子、長崎　亜美、野呂くれあ
　　田中　七奈、石田　華野

（午前10：30頃～）

８．花柳流　貴の会
・ありわらや
・松を植なら
・江戸祭
・鶴亀

９．宗家岡田流大正琴織山教室
・名月赤城山
・長崎の蝶々さん
　　ソプラノ　疋田ゆり子、木村　鏡子
　　　河村　光子、石上久美子、山田　悦子
　　　織山セチ子
　　アルト　　米沢　敬子

10．たかのす吟友会
・噫　八甲田山
・海南行
・古城
・千島よ還れ
　　中嶋　喜代、高橋　キミ、竹内　フク

　　佐藤　フサ、加藤　タケ、畠山　絹子
　　今野　清子、佐藤　房子、津谷ヒデ子
　　成田　勝子、田中　成子、松尾　ミツ
　　伊藤　久子、成田キミヱ、寺田　牧子

11．森吉ダンスキッズ＆リズムダンスサークル
・ミスタータクシー
・夜明けのスキャット
・ミッション
・ポーカーフェイス
・ＹＯＳＡＫＯＩ北海流星乱舞
　　子供　奥山　容子、菅原　亜子、森川　七海
　　　春日　真由、田中　香里、滝沢　　栞
　　　土佐　里奈、加賀谷涼未、吉田　早良
　　　武田　英恵、笠井　美雅、笠井　優花
　　　金沢　結衣、金沢　まゆ、金沢　めい
　　　庄司　理菜、土佐みのり、大沢　涼太
　　　柴田　　翔、佐藤　周太
　　大人　岸野ミワ子、佐藤美由紀、柴田　真澄
　　　新林　良子、髙杉　春枝、武石　優子
　　　武田とも子、藤嶋ちゑ子、森川　光子

12．日本舞踊藤蔭流たかのす鳳扇会１
・北の大地
　　木村マリ子、小笠原ムチ子、神成　慶子
　　佐藤　セツ、畠山トミ子

13．藤蔭流鳳扇会森吉教室２
・女の灯
　　三浦　　靖、杉田ミヨ子、金　　昭子
　　赤石イク子

14．藤蔭流合川鳳扇会２
　　・川の流れのように

15．藤蔭流鳳扇会阿仁教室１
・目ン無い千鳥
　　近藤　光子、藤根　ミサ、石川　クミ

16．生田流筝曲日本当道会碇谷社中
　　・春愁　　野村正峰　作詩作曲
　　　　箏　　外崎　博子、三澤　　香、髙井　泰子
　　　　　　　永井フミ子、山城　奎子、成田　マキ
　　　　　　　小松　弓子、鈴木　君子、川村　睦子
　　　　三絃　池田　玲子、柴田　祐子、花田　道子
　　　　　　　藤田　美春
　　　　尺八　米沢　良俊

（午前12：30頃～）

17．大正琴小野教室（鷹巣さくら・あじさい・あすなろ教室）
・二人でお酒を
・ポピュラー・メドレー



　　演奏　田中　アイ、長谷川照子、藤島　啓子
　　　　　春日　春美、佐藤スメ子、鈴木　桂子
　　　　　鷲谷　ユリ、五代儀澄子、佐藤　光子
　　　　　原田　栄子
　　キーボード伴奏　小野利隆

18．米内沢琴友会
・成田為三メドレー
・帰ろかな
　　演奏　安東　幸子、石川　タエ、加賀　チヤ
　　　　　片山ミツエ、北林　捷子、佐伯　イエ
　　　　　白沢　キノ、松橋　イホ
　　キーボード伴奏　小野　利隆

19．社交ダンスサークル阿仁
・チャチャチャ
・ルンバ
・タンゴ
　　松橋　秋雄、越前谷るり子、坂本　春美
　　杉渕　ミツ、菊地　敏之、菊地　毓子

20．日本舞踊藤蔭流たかのす鳳扇会２
・おりょう
　　小笠原ムチ子、畠山トミ子
・君に捧げる舞姿
　　佐藤　セツ、神成　慶子、木村マリ子

21．藤蔭流鳳扇会阿仁教室２
・青海波
　　近藤光子、藤根ミサ、伊藤一夫

22．綴子新舞踊サークル１
・舟
　　高橋ミヲ子、成田　栄子、成田ヒロ子
　　今川美和子、三沢　節子

23．ハウラフラ・ハク・レイ
・パーリーシエルス
・プアリリレファ
・カイマナヒラ
・ヒメネタタラハパ
・フラガール“虹を”
　　若松　千恵、佐藤つた子、畠沢　陽子
　　佐藤　ミチ、小畑　紀子、菅原　和子
　　三浦　節子、日景　陽子、長岐　裕子
　　金沢　栄子、加茂谷鏡子、越前谷るり子
　　土佐チヤ子、村上　圭子、松尾眞知子
　　篠村　キク、小林　愛子

24．米内沢民謡研究会
・道南口説　　近藤　ミヤ

・秋田草刈唄　杉渕　リヱ
・秋田舟方節　片岡利一郎

25．柏木妙子民謡教室
・庄内おばこ　田中トシ子
・長者の山　　木村　ミキ
・道南口説　　柏木　妙子

26．綴子新舞踊サークル２
・太慶（よろこび）の舞
　　工藤タミヱ、大坂　ヱミ、佐藤　伴世
　　三沢リヨヱ、藤島　ミナ

（午後3：00頃～）

27．オリジナル舞踊
・秋田音頭　　佐藤キナ子　ほか２名

28．合川民謡同好会
・南部俵積み唄　　福岡　幸子
・秋田おはら節
（日本海中部地震津波の唄）　　柏木　妙子

29．シルバー人材センター民謡同好会
・シルバー民謡同好会音頭
・スコップ三味線（秋田節）
・スコップ三味線（ズンドコ節）
　　三味線　　佐藤　　實
　　尺　八　　三沢　清紀
　　唄・スコップ三味線　
　　　柏木　妙子、田中　一子、工藤　　清
　　　金田　武彦、木村　悦子、畠山　良美

30．北の杜音楽団
・ＡＫＢ４８メドレー
・情熱大陸

31．（財）日本民謡協会秋田鷹巣会
・秋田おばこ
・生保内節
・長者の山
・ひでこ節
・流れて津軽
　　三味線　金澤　洋一
　　尺　八　長岐　清己
　　　唄　　北林アエ子、小笠原弘勝
　　　　　　小笠原久子
　　踊　り　神成　キミ、佐藤　　好
　　太鼓・囃し　金澤　晴子




