
令和４年度　大仙ふるさと博士育成事業 訪問・体験先リスト　　　 【大仙市施設】 令和４年６月３日　現在

地域 地区 申込 イベント・催し名 イベント・催し内容 問合せ先 電話番号

大曲 大曲
花火伝統文化継承資料館　はなび・アム
花火資料室企画展示

8月9日(火) ～ 1月29日(日) 9時00分 ～ 16時00分
企画展「花火の道具展」（仮称）を開催予定。
花火の制作や打ち上げでどのような道具が使われているのが実物とともに紹介します。

花火伝統文化継承資料館
　はなび・アム

0187-73-7931

大曲 大曲
花火伝統文化継承資料館
特別企画展示

8月9日(火) ～ 10月10日(月) 9時00分 ～ 16時00分 はなび・アム別館（展示館）にて特別企画展を開催します。
花火伝統文化継承資料館
　はなび・アム

0187-73-7931

大曲 大曲
サンクエスト大曲
　スポーツの日　体育室無料開放デー

10月10日(月) 9時00分 ～ 21時00分 スポーツの日の体育室無料開放 サンクエスト大曲 0187-63-5572

大曲 大曲 フェスタinはぴねす 11月6日(日) 未定
サークル活動の発表(ステージ発表、作品展示）を行います。
フェスタinはぴねす実行委員会が主催しており、見学や出演でポイントをもらうことがで
きます。

はぴねす大仙 0187-88-8722

大曲 大曲 必要 大曲図書館 【見学】 冬休み期間中 （３０分程度） 図書館の利用案内１回３～１０人まで 大曲図書館 0187-62-1012

大曲 大曲 必要 大曲図書館 【体験】 冬休み期間中 （１時間程度） 図書館での本の整理、検索等の体験　（中学生対象、１回４人程度で実施） 大曲図書館 0187-62-1012

大曲 大曲
花火伝統文化継承資料館　はなび・アム
花火資料室企画展示

2月7日(火) ～ 7月23日(日) 9時00分 ～ 16時00分 企画展「ドイツで上げた大曲花火Ⅱ」を開催予定。
花火伝統文化継承資料館
　はなび・アム

0187-73-7931

大曲 大曲 必要 サンクエスト大曲　【見学】 随時 9時00分 ～ 16時00分
【見学内容】・サンクエスト大曲の施設概要、サークル活動の紹介と利用状況
（教養文化・研修・視聴覚・体育室）所要時間：５０分、受入人数：３０名

サンクエスト大曲 0187-63-5572

大曲 大曲 必要 サンクエスト大曲　【体験活動】 随時 9時00分 ～ 16時00分
【体験活動】・サークル活動を一緒に体験。（太極拳、３B体操、フラ、吹き矢、絵手紙ほ
か多数)
体験活動は、訪問時に活動しているサークルの体験活動となります。

サンクエスト大曲 0187-63-5572

大曲 大曲
花火伝統文化継承資料館　はなび・アム
施設見学

随時
休館日:月曜

(月曜が祝日の場
合は翌平日)

9時00分 ～ 16時00分
花火について学べる展示の他、「はなびシアター」や「はなび創作工房」のアトラクション
も楽しめます。

花火伝統文化継承資料館
　はなび・アム

0187-73-7931

大曲 大曲 必要 ＦＭはなび　【見学】 月曜日 ～ 金曜日 10時00分 ～ 16時00分 原則スタジオ見学のみの内容となります。 ＦＭはなび 0187-88-8246

大曲 大曲
大曲地域文化祭
（大曲市民会館、大曲交流センター）

未定 9時00分 ～ 15時00分
大仙市芸術文化協会大曲支部会員による活動成果披露の祭典。
両日の作品展示のほか、ステージイベント「芸能発表」（午前）が開催されます。
入場料：無料

大仙市役所　生涯学習課
0187-63-1111

内線339

大曲 大曲 必要
学びぃ囲碁サロン
（大曲職業訓練センター）

金曜日 19時00分 ～ 20時30分

囲碁の入門者など、初心者同士の対局を中心とした体験教室です。
参加費：1回100円
※参加する場合は必ずマスクの着用をお願いします。
休止日：毎月最終金曜と小・中学校の長期休業期間、講師不在日。

大仙市役所　生涯学習課
0187-63-1111

内線339

大曲 大川西根
成沢遺跡群展示室
（大川西根公民館）

随時
日曜は
休館日

9時00分 ～ 16時00分
「成沢遺跡群の紹介」を柱として、「市内の遺跡紹介」、「埋蔵文化財とのふれあい」の３
つのコーナーを設置して、古代の文化や遺跡を身近に感じることができる。

文化財課 0187-63-8972

大曲 必要 宇津台浄水場　【施設見学】 随時
(時期によって､対
応出来ない場合が

あります)
9時00分 ～ 12時00分

【施設見学】　３０分程度
浄水場で水道水ができるまでの仕組みについて見学します。
見学は、事前に水道課へ予約が必要です。

※平日のみ実施。人数制限：30人

大仙市上下水道局水道課
0187-63-1111

内線121

神岡 必要 笹倉放牧場（笹倉公園）　【施設見学】 随時 ３０分 ～ １時間程度

【放牧場・公園の見学】
施設内で飼育されている小動物（鶏）、放牧牛を見学できます。
詳しい説明を受けたい場合は、事前に各担当までお問い合わせください。

※笹倉公園：建設部都市管理課
笹倉放牧場：神岡支所農林建設課

笹倉公園：
　大仙市建設部 都市管理課
笹倉放牧場：
　大仙市神岡支所
農林建設課

建設部
都市管理課：
0187-66-4908

神岡支所
農林建設課：
0187-72-4607

西仙北 刈和野 大綱米プロジェクト 5月 ～ 10月 9時00分 ～ 15時00分 地域の幼保・小中学生・高校生対象の田植え・稲刈り・はさがけ作業体験 大綱交流館 0187-75-1115

西仙北 刈和野 必要 いきいきカレッジ 6月 ～ 11月 10時00分 ～ 11時30分
生涯学習・社会体育・文化財等についての学習講座
①くらしの達人コース②スポーツコース③地域の魅力コース

大綱交流館 0187-75-1115

西仙北 刈和野 必要 チャレンジ夢ひろば 夏休み･冬休み期間中 9時00分 ～ 14時00分 子ども体験教室　手芸、工作、料理、自然観察、伝承遊び等　　２０人程度 大綱交流館 0187-75-1115

西仙北 刈和野 にしせんぼく文化祭 10月29日(土) ～ 10月30日(日) 9時00分 ～ 16時00分
芸術文化協会西仙北支部・一般の生涯学習成果の発表・展示、幼保・小中学生・高校
生の作品展

大綱交流館 0187-75-1115

西仙北 刈和野 としょかんまつり 10月29日(土) 9時00分 ～ 17時00分 読み聞かせ・手作り教室・古本リサイクル市 西仙北図書館 0187-75-0099

西仙北 刈和野 クリスマスおはなし会 12月17日(土) 9時30分 ～ 11時30分 読み聞かせ・工作教室 西仙北図書館 0187-75-0099

西仙北 刈和野 刈和野の大綱引き 2月10日(金) 21時00分 ～ 地域の民俗・観光行事（引き合い・綱よい・綱のばし・ぐみ編み体験） 大綱交流館 0187-75-1115

西仙北 刈和野 必要
西仙北図書館
【見学・体験】

随時 9時00分 ～ 17時00分
【施設見学】30分～1時間、30人程度
【体験活動】カウンター業務、書架の整理、カバー掛け等
※施設見学、体験活動にあたっては、事前に連絡が必要となります。

西仙北図書館 0187-75-0099

西仙北 刈和野 おはなし会 毎月第4土曜日 10時00分 ～ 11時00分 読み聞かせボランティアによる、本の読み聞かせなど。 西仙北図書館 0187-75-0099

西仙北 強首
大仙市アーカイブズ
企画展示

10月5日(水) ～ 12月16日(金) 9時00分 ～ 17時00分
新型コロナウイルスのように、これまでも私たちは感染症に悩まされてきました、これま
での感染症について資料から歴史をふり返ります。

大仙市アーカイブズ 0187-77-2004

西仙北 強首 必要 西部新規就農者研修施設【見学・体験】 随時
(時期によって､対
応できない場合が

あります)
野菜栽培の見学・収穫体験

西部新規就農者研修施設
農業振興課

0187-88-8108
0187-86-9111

西仙北 強首
大仙市アーカイブズ
施設見学

随時
休館日(日･月･祝)
(冬期間は土曜日

休館)
9時00分 ～ 17時00分

施設の使い方や展示などの解説を受けながら、施設内をまわります。（市内小中学生
向け）

大仙市アーカイブズ 0187-77-2004

協和 境
まほろば唐松岳自然公園
　まほろば唐松中世の館「能楽殿」

随時
(月曜日休館及び
12月1日~3月31日
の冬期間休館)

9時00分 ～ 16時30分
秋田県でも唯一のこの能楽殿は、現存最古の京都西本願寺の北能舞台を模して造ら
れています。能の資料も展示。
（ふるさと博士育成事業の場合、小中学生の入館料無料。）

まほろば唐松中世の館 018-892-3500

協和 境
まほろば唐松岳自然公園
　物部長穂記念館

随時
(月曜日休館及び
12月1日~3月31日
の冬期間休館)

9時00分 ～ 16時30分
日本の水理学、土木耐震学の最高権威者であった物部長穂博士の貴重な資料を展
示。
（ふるさと博士育成事業の場合、小中学生の入館料無料。）

まほろば唐松中世の館 018-892-3500

南外 南外民俗資料交流館　【見学】 随時 10時00分 ～ 15時00分

近代までの昔懐かしい仕事着、国登録有形民俗文化財「秋田南外の仕事着」などの生
活用具類を展示。また、陶器の生産地として有名な南外地域の大畑古窯の須恵器系中
世陶器や楢岡焼きも展示。
※休館日：毎週火・水曜日

南外民俗資料交流館 0187-74-2312

仙北
史跡の里交流プラザ「柵の湯」
歴史民俗資料館【施設見学】

随時
休館日:毎週月･火
曜日･年末年始(12
月29日~1月3日)

10時00分 ～ 15時00分

【施設見学】
「農耕と暮らし」をテーマに、昭和30年代頃までの農具や民具約３００点を展示していま
す。往時の様子がうかがえる写真パネルも多数展示し、使い込まれた道具とともに先人
の文化や生活の知恵を現代に伝えています。

史跡の里交流プラザ
　「柵の湯」

0187-69-3311

太田 必要
東部新規就農者研修施設
　【見学・体験】

随時
(時期によって､対
応できない場合が

あります)
野菜栽培の見学・収穫体験

東部新規就農者研修施設
農業振興課

0187-86-9111

太田 必要 真木真昼県立自然公園に親しもう 随時 ２～３時間
１．太田交流の森から仙北平野を望む（ウオーキング往復2時間程度）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．平日のみ実施、受入人数を２０人に制限、事前の打合せ等必要

市民サービス課
地域活性化推進室

0187-88-1111

太田 必要 自然の力を利用した発電施設 随時 ３０分 ～ ４０分程度

見学内容
　①水の管理と利用について
　②施設の説明と見学
　③電気を売ったお金の使い道
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　平日のみ実施、受入人数の制限なし、事前の打合せ等必要

農林建設課 0187-88-1115

全地域 全地区 必要 大仙市ふるさと探訪楽園ツアー 10月11日(火) 9時00分 ～ 15時00分 大仙市の地域資源を探訪し、地域の魅力を再発見するガイド付ツアーです。 大仙市役所　生涯学習課
0187-63-1111

内線339

全地域 全地区 検討
大曲市民会館
大仙市音楽祭

11月12日(土) 11月13日(日) 10時00分 ～ 18時00分 大仙市音楽祭の出演・鑑賞等の参加協力 大曲市民会館 0187-63-8766

全地域 全地区 必要 大仙市新春子ども書初め大会 1月5日(木) 9時30分 ～ 11時30分
書初めの体験を通して伝統文化に触れ、書道に親しむ心情を育てることを目的とした大
会です。

大仙市役所　生涯学習課
0187-63-1111

内線339

全地域 必要 第１６回大仙市子ども囲碁大会 1月22日(日) 予定 19路盤 9：30
13路盤12：30

～
公益財団法人日本棋院から棋士を迎え、恒例の子ども囲碁大会を開催します。
参加費：1人200円(予定)

大仙市役所　生涯学習課
0187-63-1111

内線339

開催時間開催日
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