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FireOne)
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*ISFS:国際花火シンポジウム協会（国際本部）、JHC：第 16 回国際花火シンポジウム日本委員会

お申込み方法：
事前申込みは締め切りました。募集定員に達していない場合はシンポジウム会場のイベント
受付デスクにて参加申込みを受け付けます。

！参加するためにはチケットが必要です！
これらのイベントは、事前に申込・入金が確認されていても、会場でお渡しするチケットが
ないと参加できません。
申し込んだ方は、入金確認メールの控えとお引き換えにシンポジウム会場の受付にて必ずチ
ケットをお受け取り下さい。
いずれのイベントも、バスに乗車する際チケットを拝見します。

歓迎パーティー（ISF・JHC 共催）(スポンサー：FireOne)
日 時： ４月２４日（月） １８：００～２０：００
参加費： 無料
定 員： ４００名
場 所： 秋田県立農業科学館
当日スケジュール（予定）
17:30 大曲市民会館 バス発
17:40 秋田県立農業科学館着
18:00～パーティー開始
＊アトラクション＊
なまはげ太鼓・西馬音内盆踊り・地元業者による歓迎花火

20:30 ISF 会場（大曲駅経由）
・秋田駅 各方面行きバス出発

アトラクションの紹介
秋田県で国の重要無形民俗文化財の指定を受けている「男鹿のナマハゲ」・「西馬音内盆踊り」が太
鼓の演奏と踊りを披露します。
「男鹿のナマハゲ」は、秋田県男鹿地方に伝わる、怠け心を戒め無病息災・田畑の実り・山の幸・海の
幸をもたらす、年の節目に家々にやってくる来訪神です。ナマハゲによる太鼓の演奏では、腹の底か
ら響く迫力のリズムを体感できます。
「西馬音内（にしもない）盆踊り」は、およそ７００年も前に始まったとされる秋田県羽後町に伝わる民俗
芸能です。お囃子に合わせ、篝（かがり）火の中で優雅に流れる美しい踊りをご堪能ください。
パーティーの最後には、地元花火業者による歓迎花火を打ち上げます。

花火観覧
日 時： ４月２５日（火）・２７日（木） １９：００～１９：４５
参加費： ２，０００円
定 員： 各日５００名
場 所： 大曲花火大橋下流河川敷（全国花火競技大会会場）
当日スケジュール（予定）
18:00 大曲市民会館 バス出発
18:10 花火観覧会場（ISF 関係者観覧エリア）
※各自、花火開始まで屋台の食べ物など（有料）をお楽しみください

19:00～19:45 花火観覧
20:00

ISF 会場（大曲駅経由）
・秋田駅 各方面行きバス出発

イベントの紹介
地元実行委員会では、国際花火シンポジウム開催に合わせ、「毎日花火が上がる」をテーマ
にイベントを企画しています。２５日、２７日、２８日、２９日は、全国花火競技大会の会場にて
「大曲の花火～春の章～『世界の花火 日本の花火』」を開催します。海外からの花火業者と
全国花火競技大会で内閣総理大臣賞を獲得した日本有数の花火業者による国際色豊かな
花火打上、また日本の技術の粋を集めた大玉割物をお楽しみいただけます。
※２8 日（金）はガラディナー会場から、２９日（土）はオプショナルツアーの最後に花火大会をご覧いただきます。
※花火大会は雨天決行ですが、お客様に危険が及ぶような荒天の場合は中止または順延の場合があります。
花火が実施された場合は、お客様都合によるキャンセルでの返金は行いません。

オプショナルツアー１
日 時： ４月２６日（水） １５：３０～２１：００ころ
参加費： １７，０００円
定 員： ３００名
コ ー ス： 旧池田氏庭園・まほろば唐松（能公演）
当日スケジュール（予定）
15:30 大曲市民会館 バス出発
15:40 旧池田氏庭園到着・散策
16:20 バス出発
17:00 まほろば唐松到着・周辺散策
17:40 昼花火観賞（まほろば唐松周辺）
18:00 薪能公演 篝火入れ
18:00～19:30 能鑑賞
19:45 まほろば唐松 バス出発
19:55 和ピア到着 夕食
21:15 大曲駅・秋田駅 各方面行きバス出発

イベントの紹介
ツアーの始めに訪れる旧池田氏庭園は、大正期（約１００年前）に東北三代地主と称された池
田氏の旧邸宅敷地で、国の名勝に指定されています。園内には、国内でも最大級の雪見灯
篭、贅を尽くした内装の洋館などがあり、美しい日本の庭園をご堪能いただけます。
まほろば唐松では、能楽殿（能のために設えられた舞台）で日本の伝統芸能である能を観賞
いただきます。
日本ならではの文化・美・食を楽しめるツアーです。

ガラディナー（ISF 主催）
日 時： ４月２８日（金） １７：３０～２０：００
参加費： １３，０００円
定 員： ５００名
場 所： グランドパレス川端
当日スケジュール（予定）
16:30 大曲市民会館 バス出発
16:40 ガラディナー会場到着
17:00～20:00 ガラディナー
※19:00～19:50 は会場屋上から大曲の花火～春の章～をお楽しみください
20:00 秋田駅行きバス出発
イベントの紹介
シンポジウムの最後を締めくくるディナーです。最後には、会期中の花火大会で唯一上がる二
尺玉を会場屋上からご覧いただけます。
シンポジウム最後の夜を、おいしいお食事と花火のコラボレーションでお楽しみください。

※ガラディナーは、会場の都合上メイン・サブの２部屋（同じ会場内の同じ階です）に分か
れて行われます。着席形式で、事前の座席指定が必要です。席の指定は先着順で承ります。
座席指定受付開始：４月２３日（日）１２：３０～シンポジウム会場受付

オプショナルツアー２
日 時： ４月２９日（土） １３：４０～２０：３０ころ
参加費： １３，０００円
定 員： ３００名
コ ー ス： 花火打上現場・花火工場・酒蔵・花火観覧（大曲の花火～春の章～最終日）
当日スケジュール（予定）
（13:00 秋田キャッスルホテル前 バス出発） 16:15 酒蔵到着・見学
13:40 大曲駅 バス出発
17:05 酒蔵 バス出発
14:00 花火打上現場見学
17:30 大曲の花火～春の章～
14:30 花火打上現場 バス出発
会場到着・夕食（弁当）
14:45 花火工場到着・見学
19:00 大曲の花火～春の章～観覧
15:45 花火工場 バス出発
20:30 大曲駅・秋田駅
各方面行きバス出発
※見学場所には入場できる人数に制限があるため、乗車するバスによって訪問順・訪問先が異なります。
なお、乗車するバスは申込締切後に割り当てられ、申込時に訪問する場所は選択できません。あらかじめご了承く
ださい。

イベントの紹介
このツアーでは、普通の観光でなかなか見ることのできない日本の花火工場の見学、花火打上現
場の見学が行えます。また、大仙市内の日本酒の蔵を見学していただきます。お酒の香りが漂う
日本の醸造蔵をお楽しみください。ツアーの最後は、「大曲の花火～春の章～」の観覧席で花火
大会をご覧いただきます。最後を飾る期間中最大の花火ショーをお見逃しなく！
花火工場訪問先（予定）
株式会社 花火創造企業
2014 年策定された大仙市花火産業構想を元に誕生した「花火のまち大仙」の花火製造工業。
2017 年４月から操業を開始する。4 号玉以下の比較的小さい玉を中心に製造する。

