
報道関係各社　様

NO． 内　　容 担　　当

市長あいさつ

記者会見出席者の紹介（新年度にあたり、記者の皆さんからも自己紹介をお願いします。）

1 移住・定住に関する専門部署の設置について 移住・定住総合支援室

2 平成３１年度　地域の魅力再発見事業について まちづくり課

3 大曲の花火－春の章－「世界の花火　日本の花火」について 観光課

4 座間市大凧まつりについて 交流課

5 国登録有形文化財「旧本郷家住宅」の一般公開について 文化財保護課

6 おらほの写真コンテスト（２０２０年カレンダー作成）について
協和支所

地域活性化推進室

7 国指定名勝「旧池田氏庭園」の一般公開について 文化財保護課

8 だいせんの桜まつりの開催について

① 払田真山公園観桜会
仙北支所

地域活性化推進室

② 第７回南外おらほの桜まつり
南外支所

市民サービス課

③ 第１０回協和さくら祭り
協和支所

市民サービス課

④ 余目公園観桜会・余目さくら花火鑑賞会
生涯学習課

内小友公民館

⑤ なかせん桜まつり
中仙支所

市民サービス課

⑥ 第６回太田黄桜まつり
太田支所

市民サービス課

平成３１年４月　定例記者会見について

日　　時：平成３１年４月２日（火）　午前１１時～

会    場：大仙市役所大曲庁舎２階会議室

≪会見内容≫

大 仙 市 

ようこそ大仙市ホームページへ 

おおきなせなかに夢を乗せ未来に羽ばたく元気なまち 

 次回の定例記者会見は、 

 ５月７日（火）午前１１時開始を予定しています。  

問い合わせ  

 大仙市企画部広報広聴課 

 e-mail：kouhou@city.daisen.akita.jp 

 電話：0187-63-1111（内線275）／ FAX：0187-63-1119 



平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

問い合わせ／企画部移住・定住総合支援室 ℡0187-63-1111(内線 23８) 

企画部移住・定住総合支援室 

 

 

移住ニーズにワンストップ対応！ 

移住・定住に関する専門部署の設置について 

  

市では年々増加傾向にある移住相談に対し、今まで以上に移住希望者に寄り添った移住

支援を行うため、移住・定住に関する業務を専門に取り扱う部署として、企画部に『移住・

定住総合支援室』を設置し、移住希望者に対する支援・相談体制の強化を図ります。 

この移住・定住総合支援室には、専従の職員２人と移住コーディネーター、移住担当の

地域おこし協力隊を配置し、仕事や住まいに関する相談をはじめ、様々な移住ニーズに対

応し、安心して大仙市へ移り住んでいただくため移住者目線にたったワンストップの支援

を行います。 

 

 

 

■ 名  称 移住・定住総合支援室 

 

■ 設 置 日 平成３１年４月１日（月） 

 

■ 職員配置 移住・定住総合支援室長はまちづくり課長が兼務し、専従の職員２人

と移住コーディネーター、移住担当の地域おこし協力隊を配置する 

 

■ 業務内容  

①移住相談に関すること 

②移住相談会に関すること 

③移住者向け住宅支援事業に関すること 

④大仙市移住促進無料職業紹介所に関すること 

⑤移住体験応援事業に関すること 

⑥移住者ネットワーク交流会に関すること 

⑦空き家バンクに関すること         など 
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問い合わせ／企画部まちづくり課 ℡0187-63-1111（内線 235） 

各支所地域活性化推進室 

企画部まちづくり課 

 

今年度も市民と協働で実施します！ 

平成３１年度 地域の魅力再発見事業について 
  

大仙市の各地域の魅力を再認識し、市民と協働の地域づくりを推進することを目的に平

成 28 年度から実施している事業です。地域からの意見をもとに、地域資源を活用した事

業を市民と行政が協働で実施することにより地域のコミュニティが生まれ、それぞれの地

域の活性化、さらには市全体の活性化につながることをめざします。 

各地域で計画している今年度事業は次のとおりです。 

 

 

◇大曲地域 ①まちあるき健康イベント（新） 

②魅力体験住宅整備・受入等活用事業（新） 

◇神岡地域 ①大仙市音楽交流館を活用した音楽拠点整備事業 

◇西仙北地域 ①新たな特産品開発事業 

◇中仙地域 ①なかせんコミュニティポイント制度 

②「ドンパン節の里なかせん」活性化プロジェクト  

◇協和地域 ①「食」×「企画」による地域活性化 

◇南外地域 ①楢岡古城と地域創生への道 

②南外地域「小さな拠点」形成事業（新） 

◇仙北地域 ①女性団体連合組織「ふれあい交流さくまろ会」 

②真山公園等活性化拠点整備事業 

◇太田地域 ①太田分校レストラン 

②コミコミ！バスプラン（新） 

③おおたの伝統文化継承事業（新） 

 

 

   ※事業の概要、予算については、添付資料をご覧ください。 



『地域の魅力再発見事業費』　資料

大曲地域（新規事業） 予算額 293 千円 大曲地域（新規事業） 予算額 2,542 千円

事業名 まちあるき健康イベント 事業名 魅力体験住宅整備・受入等活用事業

内　容
大曲駅周辺を会場にまちあるきイベントを
行い、商店街やはなび・アムに人を呼び込
み賑わいを創出する。

内　容

大曲地域四ツ屋地区の空き家を借りて移住
体験希望者や大仙市を拠点にフィールド
ワークを行う学生などに安価で宿を提供す
る施設として整備する。

具体的
取　組

・商店や公共施設等を撮影スポットに設定
・撮影スポットを写真でとりながらまちあ
　るきを行うゲームイベント

具体的
取　組

・一軒家を借り、旅館業法上の簡易宿泊が
　提供可能な整備と許可の取得
・一時的な生活拠点として移住希望者や大
　学生に提供し、移住体験や交流を実施

事業名
大仙市音楽交流館を活用した音楽拠点整備
事業

事業名 新たな特産品開発事業

予算額 10,135 千円神岡地域（継続事業） 予算額 233 千円 西仙北地域（継続事業）

内　容

音楽の練習施設として一層の活用を図り、
地域の小中学校や他の団体が練習し合える
場所として利用を促進し、音楽を中心とし
た拠点づくりを行う。また、地域を巻き込
んだイベントの開催により、コミュニティ
の活力を促進する。

内　容
大沢郷地区の地域資源である湧水「雄清水
雌清水」を活用した新たな特産品を開発す
る。

具体的
取　組

・参加型コンサートの開催
　平成３１年６月２３日（日）10:00～14:30
・利用団体による体験教室や出前教室の開催

具体的
取　組

・地域団体同士が連携して「ワサビ」、
　「レンコン」を栽培
・農産物の営農指導、出荷、販売は、
　ＪＡ秋田おばこに依頼予定

469 千円

事業名 なかせんコミュニティポイント制度 事業名
「ドンパン節の里なかせん」活性化プロ
ジェクト

中仙地域（継続事業） 予算額 323 千円 中仙地域（継続事業） 予算額

内　容

地域住民が、中仙地域で行われる様々な地
域活動・イベント・ボランティア等に参加
することで、それぞれの活動を応援・支援
できる制度

内　容
ドンパン祭りの踊り子「ドンパン娘」を育
成。様々なイベント等へＰＲ出演すること
で地域イメージの向上を図る。

具体的
取　組

・地域活動等への参加をポイント換算
・貯めたポイントを応援したい団体に寄付
・ポイントに応じた支援（特典）が受けら
　れる

具体的
取　組

・ドンパン娘を核とした地域内外への普及
　活動

0 千円

事業名 「食」×「企画」による地域活性化 事業名 楢岡古城と地域創生への道

協和地域（継続事業） 予算額 1,555 千円 南外地域（継続事業） 予算額

内　容

協和地域及び有縁交流都市である宮崎市で
採れた農畜産物にこだわった「きょうわ縁
結びグルメ」を開発し、イベントやグルメ
マップなどを活用しながら、市と地域事業
者が一体となって地域の売り込みを図る。

内　容
「楢岡城」を守る会が主体となり、地権
者・行政・地域が一体となり「楢岡城跡」
を活用した総合的な取り組みを実施する。

具体的
取　組

・きょうわ縁結びグルメの開発支援
・イベントの際のグルメ提供でＰＲ
・グルメマップ等でグルメ及び地域のＰＲ
・開発グルメに係る新たな設備導入等に
　対する支援
・大正大学との連携による販路開拓や交流

具体的
取　組

・運営団体の活動支援
・案内ボランティアの育成
・城址内の環境整備
※平成31年度秋田県水と緑の森づくり税事
業により楢岡城址内に管理道・遊歩道を整
備予定。【予算額25,000千円】



30 千円

事業名 南外地域「小さな拠点」形成事業 事業名 女性団体連合組織「ふれあい交流さくまろ会」

南外地域（新規事業） 予算額 8,633 千円 仙北地域（継続事業） 予算額

内　容

地域の課題である買い物支援について、市
が拠点を整備し、地域住民から構成される
運営協議会により拠点の運営を行い、地域
課題の解消を目指す。

内　容

地域に根付いた伝統文化の継承と他団体や
移住者との交流事業を通して情報交換の場
を創出するとともに、地域内の女性団体が
抱える課題解決を図る。

具体的
取　組

・公設民営による拠点整備
・運営協議会による拠点運営

具体的
取　組

○地域に根付いた伝統を継承する取り組み
　・餅文化の継承
　・伝統料理の継承
○情報交換の場を創出した交流人口の拡大
　・他団体や移住者との交流事業
　・先進地視察研修

610 千円

事業名 真山公園等活性化拠点整備事業 事業名 太田分校レストラン

仙北地域（継続事業） 予算額 1,323 千円 太田地域（継続事業） 予算額

内　容
払田柵跡と真山公園を一体的に見学できる
散策路を整備する。

内　容
地域にとって必要な太田分校の新たな活動
を、太田地域をはじめ、広く市内外にア
ピールする。

具体的
取　組

○払田柵跡と旧池田氏庭園払田分家庭園を
　つなぐ簡易整備を実施

　・散策路の整備
　・地元団体に日常的な管理業務委託など

具体的
取　組

・太田分校生徒がメニュー開発に携わり、
　分校で採れる野菜等を食材に使ったラン
　チを中里温泉で提供する。
・生徒は平日、「職場体験」として接客等
　に携わる。

81 千円

事業名 コミコミ！バスプラン 事業名 おおたの伝統文化継承事業

太田地域（新規事業） 予算額 120 千円 太田地域（新規事業） 予算額

内　容

市内のコミュニティバス路線を活用し、
バス代の無料化に伴うお得なチケットの
創出により、バス利用者と温泉利用者の
増加を見込む。

内　容
太田の伝統料理などを継承しながら、四季
を活かしたデザートなどの開発を通して地
域の活性化を図る。

具体的
取　組

・中里温泉、嶽の湯を会場として、入浴と
　ランチ、休憩料の最大2,200円相当をバ
　ス料金の無料化で1,200円として販売。

具体的
取　組

・ＪＡ加工部とタイアップして開発を行い
　年度末をめどにレシピのリーフレットを
　作成する。
・学校や子ども会等に講師として参加し、
　知識の輪づくりを目指す。
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 問い合わせ／経済産業部観光課 ℡0187-63-1111(内線 216) 

経済産業部観光課 

 

花火の素晴らしさを感じ取る 

大曲の花火-春の章-「世界の花火 日本の花火」について 
 

大曲の花火-春の章-「世界の花火 日本の花火」が５月１１日（土）に開催されます。 

今回で 4 回目となる春の章は、海外から花火業者を迎え、日本トップクラスの花火師と

の豪華競演や、日本の花火技術が凝縮された１０号割物などを打ち上げます。国内ではな

かなか観る機会が少ない「世界の花火」を存分に楽しんでいただくとともに、日本のもの

づくりの精神がいかんなく発揮された「日本の花火」の素晴らしさを世界に発信します。 

 

 

■ 日 時  2019 年５月１１日（土）午後７時～８時２０分（午後４時開場予定） 
 

■ 会 場  大曲雄物川河畔「大曲の花火」公園（全国花火競技大会 開催会場） 
 
■ 内 容 ・オープニング花火 

  ・世界の花火…フランス・ルジェリ社 

  ・日本の花火…国内と地元花火師の花火ショー 

 ・大玉割物競演 

    ・フィナーレ花火 
 

■ チケット 有料パイプイス席券：３,000 円（税込）※当日は別途入場料 1,000 円 

       コンビニ・大曲商工会議所・ＪＲ大曲駅２階観光情報センターで販売中 
 
■ 一般車駐車場 大曲技術専門校（規制あり）、旧秋田銀行大曲支店跡地、職業訓練センタ

ー、市役所西隣、日の出児童館西隣、大曲市民会館、夏 13 番駐車場（状

況により開設）、大曲ヒカリオ（有料） 
 
■ 交通規制 車両通行禁止： 

午後３時～９時 両岸堤防道路（歩行者も通行不可） 
        午後５時～９時 右岸堤防道路、西根コンビニ(ファミリーマート)～ 

大曲花火大橋～金谷交差点 

        段階的に車両通行禁止： 午後３時～９時 技術専門校～入口① 

                 午後５時～９時 浜町交差点～技術専門校 

       大型車両通行禁止： 午後５時～９時 

グランドパレス川端～姫神橋～蛭川交差点 
          

■ 主 催 「大曲の花火」実行委員会 
 
■ 「大曲の花火」今後の予定 

       ２０１９年 ８月３１日（土）「第９３回全国花火競技大会」 

       ２０１９年１０月１２日（土）「秋の章」 

       ２０１９年 ３月２１日（土）「冬の章」 
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 問い合わせ／経済産業部交流課 ℡0187-63-1111(内線 220) 

経済産業部交流課 

 

 

「花火のまち 大仙市」を広くＰＲ 

  座間市大凧まつりについて 

 

 平成２７年3月に大仙市と友好交流都市協定を締結した神奈川県座間市の相模川グラ

ウンドで、「座間市大凧まつり」が５月４日（土）、５日（日）の２日間開催されます。 

「座間市大凧まつり」は、２００年以上の歴史を持つ伝統行事で、大きさ１３メート

ル四方（１００畳）、重さ約１トンの大凧が１００人以上の引き手によって揚げられます。 

 大仙市では友好交流都市として座間市大凧まつりに参加し、友好交流の絆を深めると

ともに、本市の特産品等の紹介や販売、観光スポットの情報発信を行い、交流人口の増

加促進と観光物産振興を図ります。今年も、「大曲の花火」の競技花火である昼花火の

スターマインを打ち上げ、「花火のまち 大仙市」を広くＰＲします。 

 

 

 

■ 日  時   ２０１９年５月４日（土）・５日（日） 

             ４日…午前１０時～午後４時（開会式午前９時） 

                 開会式終了後、昼花火の打ち上げ 

             ５日…午前１０時～午後４時 

■ 会  場   神奈川県座間市相模川グラウンド（座間市入谷 座架依
ざ か え

橋上流） 

■ 花火打上げ数 約６５０発 

■ 内  容 【販売ブース】 

          大仙市特産品等の販売・・・日本酒、漬け物、山菜など 

【観光 PR ブース】 

大曲の花火 DVD 映像による紹介、大仙市の観光ポスター掲示・

観光ガイドブック配布・観光スポットの紹介など 

 

■ そ の 他    主 催：座間市大凧まつり実行委員会 

      主 管：座間市大凧保存会 

      後 援：神奈川県 
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 問い合わせ／生涯学習部文化財保護課 ℡0187-63-8972 

生涯学習部文化財保護課 

 

いよいよ常時公開へ 

国登録有形文化財 「旧本郷家住宅」 の一般公開について 
   

平成 28 年 11 月に国登録有形文化財となった旧本郷家住宅を公開します。 

旧本郷家住宅は、角間川町で雄物川舟運により栄え、明治期に秋田三大地主となった本

郷家の旧居宅です。主屋、文庫蔵、洋館、味噌蔵が国登録有形文化財に登録されています。

敷地内には名勝旧池田氏庭園を設計した長岡
ながおか

安平
やすへい

が設計した日本庭園があり、四季折々の

美しい風景を楽しむことができます。 

また、一般公開期間中に特別公開期間を設けて、企画展も実施します。 

 

 

 

■ 公開期間  平成３１年４月２７日（土）から１１月１０日（日）まで 

■ 開館時間  午前９時～午後４時（午後３時３０分最終入場） 

■ 所 在 地  大仙市角間川町字西中上町１９番地 

■ 休 館 日    月曜日（月曜祝日の場合は翌日） 

■ 入 館 料  無料 

■ 駐 車 場  旧本郷家住宅北門駐車場（普通車１０台・中型バス１台） 

        旧荒川家住宅駐車場（普通車１０台）   

■ 特別公開   一般公開期間のうち、下記の期間限定で、企画展「旧本郷家住宅什 

器展」を予定しています。 

花火：８月２９日（木）から９月１日（日）まで 

秋季：１０月１９日（土）から１１月１０日（日）まで 

※詳しくは市のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 



平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／生涯学習部文化財保護課 ℡0187-63-8972 

生涯学習部文化財保護課 

 

いよいよ常時公開へ 

国登録有形文化財 「旧本郷家住宅」 の一般公開について 
   

平成 28 年 11 月に国登録有形文化財となった旧本郷家住宅を公開します。 

旧本郷家住宅は、角間川町で雄物川舟運により栄え、明治期に秋田三大地主となった本

郷家の旧居宅です。主屋、文庫蔵、洋館、味噌蔵が国登録有形文化財に登録されています。

敷地内には名勝旧池田氏庭園を設計した長岡
ながおか

安平
やすへい

が設計した日本庭園があり、四季折々の

美しい風景を楽しむことができます。 

また、一般公開期間中に特別公開期間を設けて、企画展も実施します。 

 

 

 

■ 公開期間  平成３１年４月２７日（土）から１１月１０日（日）まで 

■ 開館時間  午前９時～午後４時（午後３時３０分最終入場） 

■ 所 在 地  大仙市角間川町字西中上町１９番地 

■ 休 館 日    月曜日（月曜祝日の場合は翌日） 

■ 入 館 料  無料 

■ 駐 車 場  旧本郷家住宅北門駐車場（普通車１０台・中型バス１台） 

        旧荒川家住宅駐車場（普通車１０台）   

■ 特別公開   一般公開期間のうち、下記の期間限定で、企画展「旧本郷家住宅什 

器展」を予定しています。 

花火：８月２９日（木）から９月１日（日）まで 

秋季：１０月１９日（土）から１１月１０日（日）まで 

※詳しくは市のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 



平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／協和支所地域活性化推進室 ℡018-892-2111 

協和支所地域活性化推進室 

 

 

最優秀賞には賞状と１５，０００円相当の賞品が！ 

おらほの写真コンテスト（２０２０年カレンダー作成）について 
 

今回で４回目となります「おらほの写真コンテスト（２０２０年カレンダー作成）」。 

今年度も、協和地域の四季折々の美しい自然と豊かな風景、春夏秋冬それぞれの表情があ

る「四季折々の自然風景」、「各種イベント」を被写体とした写真を、市内外問わず募集

します。 

その写真の中から、コンテストで入選した写真をカレンダーに使用して、地域の観光振

興、移住・定住促進の一環から配布します。 

皆さんからの素敵な写真をお待ちしています。 

 

 

■ 募集期間  平成３１年４月１５日（月）から９月６日（金）まで 

■ 募集テーマ 協和のいいどご！おもしれごど！きれいなどご！ 

（四季折々の自然風景、協和地域内で開催される各種イベント） 

■ 募集内容  平成３０年１０月以降に撮影し、未発表かつ受賞されていない協和

地域の四季折々の自然風景、各種イベントとし、誰でも気軽に訪問で

きる場所の写真とします。 

■ 応募資格  アマチュア限定（高校生以下は、保護者の承諾が必要） 

■ 応募サイズ デジタルカメラまたはスマートフォンで撮影した作品（横位置の

み） 

■ 応募方法  応募は１人６点までとし、Ａ４版にプリントした写真とその写真を

保存したＣＤ－ＲＯＭを応募票と合わせて持参か郵送で応募してく

ださい。（応募票は、協和支所で配布するとともに、市のホームペー

ジからダウンロードすることもできます。） 

■ 審  査  応募者が特定されないように、テーマ性、主題性、表現性、独創性

の４区分（１００点満点）により審査し、入賞作品６点を選考します。 

■ 表  彰  最優秀賞１人には賞状と１５，０００円相当の賞品を、優秀賞

２人には賞状と５，０００円相当の賞品を、佳作３人には賞状と

１，０００円相当の賞品を贈呈します。（入賞作品は１人２点まで） 

■ カレンダー 最優秀賞１点を掲載したカレンダーＡ２版を６，０００部、入賞作

品６点全てを掲載したＡ４版を３００部作成する予定 

 

 

 

 

 







平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／生涯学習部文化財保護課 ℡0187-63-8972 

生涯学習部文化財保護課 

 

特別公開では洋館 2階のガイドツアーも 

国指定名勝 「旧池田氏庭園」 の一般公開について 
  

旧池田氏庭園は、近代における東北三大地主として知られ、大正期に国内有数の千町歩

地主であった池田家の旧邸宅敷地です。当時の造園技術の第一人者だった長岡
ながおか

安平
やすへい

によっ

て築庭され、平成１６年に国の名勝に指定されました。約４２，０００m²の広大な敷地の

中に、白亜の洋館（平成２９年に国の重要文化財指定）や国内最大級の雪見灯籠を配し、

遠くの山並みを借景に取り入れた池泉回遊式の日本庭園は、四季折々に美しい風景を楽し

むことができます。 

平成３０年度に引き続き、一般公開期間中に特別公開期間を設けて、洋館２階のガイド

ツアーや米蔵企画展、お茶会やミニコンサート等、各種イベントを実施します。 

 

 

■ 公開期間  平成３１年４月２７日（土）から１１月１０日（日）まで 

■ 開園時間  午前９時～午後４時（午後３時３０分最終入場） 

■ 所 在 地  大仙市高梨字大嶋 1 番地 

■ 休 園 日    月曜日（月曜祝日の場合は翌日） 

■ 入 園 料  一般：３００円（高校生以下無料） 

         団体（２０人以上）：２４０円 

         洋館特別見学料：２００円（入園料と別途） 

         年間パスポート：７００円（洋館特別見学料を含みません） 

■ 駐 車 場  旧池田氏庭園正門前（２１台） 

        せんぼくちびっこらんど わかば園臨時駐車場（８０台）   

■ 特別公開   一般公開期間のうち下記の期間限定で、洋館ガイドツアー（別途見

学料）・米蔵企画展・庭園ガイドサービス（無料）を行います。 

初夏：５月１８日（土）から６月９日（日）まで 

花火：８月３０日（金）から９月１日（日）まで 

秋季：１０月１９日（土）から１１月１０日（日）まで 

※詳しくは市のホームページをご覧ください。 

 

 

 

  

 



平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／史跡の里づくり委員会事務局            

仙北支所地域活性化推進室内 ℡0187-63-3003 

仙北支所地域活性化推進室 

 

地域の協力で観桜会をさらに盛り上げ 

 「払田真山公園観桜会」の開催について  
 

「払田真山公園観桜会」を４月１９日（金）から２５日（木）まで、仙北地域の払田真

山公園で開催します。仙北地域の観桜会は平成１４年を最後に途絶えていましたが、地域

の市民団体の協力により平成２８年から復活した仙北の春を飾るイベントで、今回が復活

後第４回目となります。開催期間中は日暮れから真山公園内のちょうちんに明かりを灯し、

夜桜をライトアップします。 

また、開催期間中の４月２０日（土）をイベント日として、真山公園内のあやめ園芝生

広場を会場に、各種芸能発表や子ども参加型イベント、お菓子の振る舞い等を実施する予

定です。 

 

 

■期  間   平成３１年４月１９日（金）から２５日（木）まで 

 

■イベント日  ４月２０日（土） 

 

■会  場   払田真山公園（大仙市払田字真山） 

        イベント会場：あやめ園芝生広場（真山公園内） 

 

■主  催   史跡の里づくり委員会 

 

■内  容   期間中は日暮れ～午後９時まで夜桜ライトアップ（ちょうちん点灯）  

【４月２０日（土）】 

午前１１時～午後５時頃 

・芸能発表（Jinguji キャンで～ず・ドンパン娘・仙北太鼓） 

・第４回せんぼく米大食い大会（参加者に景品あり） 

・ラムネ早飲み大会（参加者に景品あり） 

・綱渡りイベント（渡りきった人に賞品あり） 

・わたあめ、どん菓子の振る舞い 

・「さくまろ風船」の来場者プレゼント 

午前１１時～午後７時頃 

・地元団体の出店、バーベキューコーナー（炭火・七輪の貸出サービス有） 

 

 

 

 

 







平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／南外支所市民サービス課 ℡0187-74-2111（内線 135） 

南外支所市民サービス課 

 

～お花見茶会や入浴無料券プレゼントも～ 

第７回南外おらほの桜まつりについて 
 

「第７回南外おらほの桜まつり」を、例年より約一週間早い４月２１日（日）に南外

ふれあいパークで開催します。 

今回で７回目の開催となる「南外おらほの桜まつり」は、南外地域の春のイベントと

して、今年も多くの地域住民に楽しんでもらおうと、実行委員会を中心に企画しました。 

桜まつりでは、３２０本を越える桜が咲き誇るなか、南外民謡保存会など地域内の各

芸能団体によるステージ発表のほか地元商工青年部や直売グループの出店、数量限定で

桜の苗木プレゼントのほか、新たな催しとして地元茶道団体によるお花見茶会と南外ふ

るさと館との協賛企画で入浴無料券をプレゼントします。 

また、４月２０日（土）から５月６日（月）まで､ちょうちんを点灯し､夜桜の鑑賞も

楽しむことができます。 

 

 

 

■ 日  時  平成３１年４月２１日（日）午前１１時～ 

 

■ 会  場  南外ふれあいパーク（大仙市南外字梨木田地内） 

 

■ 主  催  南外おらほの桜まつり実行委員会 

 

■ 内  容  午前 11 時～ 

餅つき・出店・直売所・お花見茶会 

午前 11 時 30 分～ 

南外地域各芸能団体による芸能発表ステージ 

午前 12 時 30 分～（先着 80 人） 

桜の苗木プレゼント 

入浴無料券プレゼント（南外ふるさと館協賛企画） 

         

          このほか、４月２０日から５月６日まで（予定）の午後 6 時～9 時は、

夜桜をお楽しみいただけるよう桜をライトアップしています。 

 

 

 

 

 

 

 





平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／協和支所市民サービス課 ℡018-892-3706 

協和支所市民サービス課 

 

桜の木々に囲まれグラウンドゴルフも！ 

第10回協和さくら祭りについて 
 

協和荒川にある米ヶ森公園と公園に隣接する道の駅協和で第 10 回協和さくら祭りを開

催します。 

４月２６日（金）は米ヶ森公園グラウンドゴルフ場でグラウンドゴルフ大会、また、

４月２８日（日）には道の駅協和で宮崎特産品特設コーナーや地元小・中学生による演奏

のほか、豪華賞品を用意して抽選会やじゃんけん大会など、盛りだくさんの催し物を企画

し、市内外からのご来場をお待ちしています。 

 

 

 

 

■ 期  日  平成３１年４月２６日（金）・２８日（日） 

 

■ 会  場  米ヶ森公園、道の駅「協和」（大仙市協和荒川新田表地内） 

 

■ 主  催  協和さくら祭り実行委員会 

 

■ 内  容 

４月２６日（金）午前８時３０分～午後２時（予定）：米ヶ森公園 

○グラウンドゴルフ大会 

４月２８日（日）午前９時３０分～午後３時３０分（予定）：道の駅協和 

○出店コーナー（地元特産品、加工品の販売） 

○宮崎特産品特設コーナー 
（宮崎の野菜、加工品等の販売、宮崎地鶏焼き販売） 

○協和小学校ブラスバンド部演奏、協和中学校吹奏楽部演奏 

○道の駅「協和」の商品があたる抽選会 
（道の駅で５００円以上の買い物で１回抽選・豪華賞品あり） 

○じゃんけん大会（上位者に豪華賞品を贈呈） 

○もちつき（先着 100 人にお餅プレゼント） 

○ビンゴ大会（先着 100 人・参加費無料・豪華賞品あり） 

    



平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／生涯学習部生涯学習課内小友公民館 ℡0187-68-2033 

生涯学習課内小友公民館 

 

「桜」と「花火」と「歌」のコラボレーション 

「余目公園観桜会・余目さくら花火観賞会」の開催について 
 

「余目公園観桜会」が、４月２１日（日）から５月５日（日）まで、余目公園で開催さ

れます。期間中、桜のライトアップが行われ、夜間も美しい桜をご覧いただけます。 

また、４月２７日（土）には、毎年恒例となっている「余目さくら花火観賞会」が

開催されます。観賞会では、ライブショーや歌謡ショーなどが企画されており、「桜」と

「花火」と「歌」のコラボレーションがお楽しみいただけます。 

 

 

 

■余目公園観桜会 

期 間  平成３１年４月２１日（日）から５月５日（日）まで 

会 場  余目公園（大仙市内小友字余目地内）  

 

 

■余目さくら花火観賞会  

期 日  平成３１年４月２７日（土） 

会 場  余目公園 

内 容  

○イ ベ ン ト 午後２時３０分～６時 

・ライブショー  SAT３０ 

・ライブショー  バル－ンア－トクリエイタ－（渋谷文和） 

・ライブショー  大曲玉扇会（佐藤美鈴） 

・ライブショー  スコップ三味線（半道寺おもてなし一座） 

・歌謡ショー  たかはらてるお 

・歌謡踊りショー よさこいチーム「煌姫神～こうきしん～」 

 

○出店    午後３時～８時 

・余目そば、大曲のカレー旨
うー

麺
めん

、横手やきそば（ほっぺ） 

 

○花火観賞会 午後７時～８時 

・約 1000 発打ち上げ 

     

     ○駐車場   無料（公園下６０台、余目産直駐車場・旧国道７０台） 

 

 

 





平成 3１年４月 定例記者会見資料 

 

 問い合わせ／中仙支所市民サービス課 ℡0187-56-2111（内線 112） 

中仙支所市民サービス課 

 

お勧めです！シャトルバスでの桜アーチ街道 

「なかせん桜まつり」の開催について 
  

 春の中仙地域は、「東北・夢の桜街道～番外編２０カ所」に大仙市で唯一選ばれた「八乙

女公園」の桜と、県道土川中仙線の「桜アーチ街道」の桜アーチ、道の駅なかせんに隣接

する「斉内川堤」の桜並木がおすすめスポットです。 

 ４月２９日には、八乙女公園駐車場から、桜アーチ街道を経由してイベント会場の道の

駅なかせんまで、往復シャトルバスを運行します。また、桜スポットを回ってスタンプを

集めると景品がもらえるスタンプラリーも開催します。 

さらに、夜桜を美しく浮かび上がらせるライトアップも予定していますので、市内外た

くさんの皆さんに中仙地域の桜スポットを存分にお楽しみいただきたいと思います。 

 

 

 

■ 期  間  平成３１年４月２０日（土）から５月６日（月）まで 

 

■ 会  場  八乙女公園、斉内川堤、桜アーチ街道、道の駅なかせん 

（大仙市中仙長野地内） 

 

■ 内  容  ◆八乙女公園・斉内川堤ライトアップ 

         開花状況にあわせて１０日間程度 

         

        ◆イベント ４月２９日（月・祝日）／道の駅なかせん 

          午前１０時～午後２時 

スタンプラリー≫おすすめ桜スポットを回ると景品プレゼント 

シャトルバス運行≫八乙女公園駐車場 ～ 道の駅なかせん 

午前１１時～午後２時 

ミニ縁日 

バルーンアートプレゼント 

         高所作業車乗車体験（協賛:東仙建設工業㈱） 

        正午～ 

ドンパン踊りと民謡ショー 

          午後１時３０分～ 

餅つき・餅の振る舞い 
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 問い合わせ／太田支所市民サービス課 ℡0187-88-1111（内線 106） 

太田支所市民サービス課 

 

東北一の黄桜並木が見頃に 

「第６回太田黄桜まつり」の開催について 
 

「第６回太田黄桜まつり」を５月３日（金）、大台スキー場を会場に開催します。 

太田黄桜まつりは川口渓谷をはじめとする太田四季の村周辺の豊富な観光資源をＰＲし、

地域の賑わいを創出する目的で開催しており、徐々に地域のイベントとして定着してきて

います。会場となる大台スキー場周辺では、ソメイヨシノに始まり、黄桜、山桜と趣の異

なった３種類の桜を楽しむことができ、５月初旬には全長６３０ｍ（東北一）の黄桜並木

が見頃を迎えます。 

仙北平野を望む壮大な緑地の中で、ツリークライミングやちび馬ふれあい体験、自然体

験教室など自然に親しむ機会を提供します。市内外多くの皆さんからご来場いただき、大

仙市の自然を存分に味わっていただきたいと思います。 

 

 

■期  日  ２０１９年５月３日（金） 

 

 ■会  場  大台スキー場（大仙市太田町川口地内） 

 

■内  容  午前９時～ 

・てくてくウォーキング in おおた 

 午前１０時～ 

・自然体験教室 

・ちび馬ふれあい体験、乗馬体験（小学生まで） 

・ツリークライミング（木登り体験） 

・ブルーベリー苗木等の販売 

 

※５月３日（金）から６日（月）まで、および１２日（日）には、

スキー場ロッジ食堂で地元産手打ちそばを販売します。 

                

■主  催  太田黄桜まつり実行委員会 

 

   

 


