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NO． 内　　容 担　　当

1 大仙市魅力体験住宅「YOUKOSO」の開所について まちづくり課

2 大仙市指定天然記念物の新指定について 文化財保護課

3
秋田公立美術大学准教授　山岡惇
木の作品展「探求　木の表現」について

文化財保護課

4
カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部終身名誉教授
菅原正博(神岡地域出身）講演会について

広報広聴課

5 大仙市優良建設工事表彰について 契約検査課

6 平成３１年度　国際教養大学との異文化交流事業について 交流課

7
国指定名勝「旧池田氏庭園」初夏のイルミネーションライトアップに
ついて

仙北支所
市民サービス課

令和元年６月　定例記者会見について

日　　時：令和元年６月４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、 

 ７月１日（月）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 



令和元年６月 定例記者会見資料 

 

 

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

企画部まちづくり課 

 

移住体験と宿泊をセットで利用することもできます！ 

大仙市魅力体験住宅「ＹＯＵＫＯＳＯ」の開所について 
  

市への移住を希望している人や学生のフィールドワークなど市内で活動を希望している

方を対象に、生活体験や活動を行う際の宿泊拠点として開所します。 

体験住宅は、大曲地域の四ツ屋地区にあり、市と地元の四ツ屋地区コミュニティ会議の

皆さんが連携して管理運営にあたります。また、現在実施している「移住体験応援事業」

にも四ツ屋地区ならではの体験メニューを増やし、体験と宿泊をセットで利用することが

できるようになります。 

 

 

■ 名  称 大仙市魅力体験住宅 愛称：ＹＯＵＫＯＳＯ（ようこそ） 

 

■ 所 在 地 大仙市四ツ屋字上古道１３４－７ 

 

■ 建  物 木造平屋建て 97.09 ㎡ ※別紙図面参照 

 

■ 利用想定  

（１）移住希望者／市内の学校、職場、スーパーなど生活環境のチェックのほ

か移住体験メニューを組み合わせた宿泊体験 

（２）学生／市内でフィールドワークなどを行う際の宿泊施設 

 

  ■ 利用定員 原則５人  

   

  ■ 利用期間 原則１泊～１４泊 

 

  ■ 料  金 ・宿泊代金   １団体１泊につき１,000 円（税込） 

・貸し布団代金 １セット 2,000 円（税別） 

 （５泊目以降は１セットにつき２,200 円（税別）の追加） 

【例】１泊２日 布団 2 セットの場合 5,320 円（税込） 

    ６泊７日 布団２セットの場合 15,072 円（税込） 

 

  ■ 利用申請 利用日の１週間前までに申請書を移住・定住総合支援室に提出 

   

  ■ 休 館 日 年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで） および 

全国花火競技大会の前日から翌日まで 

 

  ■ 供用開始 令和元年６月１５日（土） 
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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 

 

－角間川町地区のモミの木９本－ 

大仙市指定天然記念物の新指定について 
  

近代における県内屈指の地主町として知られている角間川町地区にあるモミの木９本が

「角間
か く ま

川給人
がわきゅうにん

屋敷
や し き

のモミ群
ぐん

」という名称で、大仙市指定天然記念物に指定されました。 

平地でこの規模の群生は非常に珍しく貴重であり、角間川町地区の歴史的環境を物語る

視点からも重要な遺産です。 

見学の際は、個人の住宅敷地内にあるため中には入らず、塀の外からご覧いただきたい

と思います。 

 

  

 ■ 指 定 名 称  角間
か く ま

川給人
がわきゅうにん

屋敷
や し き

のモミ群
   ぐん

 

 ■ 員   数  ９本  

■ 幹 周 囲  最大 2.86ｍ～最少 1.88ｍ 

■ 指定年月日  平成３１年４月２４日 

■ 所 在 地  大仙市角間川町字下中町地内 

■ 所 有 者  個人 

■ 公開の有無  非公開（市道側からの望観は可） 

■ 内  容   

 この９本のモミ群は、「角間川聖人」と慕われた儒学者「落合
おちあい

東堤
とうてい

」の生誕

地（現在は最上家が所有）に所在し、江戸後期頃に植えられたと考えられます。 

 山間部において自生する群落林は他でも確認されていますが、平地でこの規

模の群生は非常に珍しく貴重です。 

 また、北西からの風を防ぐ防風林、防火、屋敷囲い、出世や家の繁栄を願う

縁起の良い木、給人（武家）屋敷としての家の格式の誇示、土地の有力者を表

す目印（ランドマーク）などの役割が想定でき、角間川給人屋敷の屋敷割りや、

角間川地区の歴史的環境を物語る視点からも重要な遺産です。 
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 問い合わせ／生涯学習部文化財保護課 ℡ 0187-63-8972 

本家庭園（公開期間中）℡ 0187-62-6257 

 

 

生涯学習部文化財保護課 

 

秋田公立美術大学准教授 山岡
やまおか

 惇
あつし

  

木の作品展「探求 木の表現」開催について 
  

５月２５日（土）から、国指定名勝旧池田氏庭園米蔵で、秋田公立美術大学准教授 山岡

惇 木の作品展「探求 木の表現」を開催しています。本展示会は、昨年度から実施して

いる大仙市と秋田公立美術大学との連携企画で、山岡さんが作成したスツール（背もたれ

のない 1 人掛けの椅子）など木工アートを多数展示しています。 

また、６月９日（日）には山岡さんによるギャラリートークを開催します。米蔵内で作

品を鑑賞しながら、みどころを紹介していただきます。 

 

 

■秋田公立美術大学准教授 山岡惇 木の作品展「探求 木の表現」 

期 間 令和元年５月２５日（土）から６月１６日（日）まで（月曜休園） 

会 場 国指定名勝旧池田氏庭園 米蔵展示室 

時 間 午前９時～午後４時（最終入館午後 3 時 30 分） 

展示点数 約１５点 

料 金 企画展無料 別途庭園入園料３００円（高校生以下無料） 

 

 

■ギャラリートーク 

日 時 ６月９日（日）午後 2 時～（４０分程度） 

会 場 国指定名勝旧池田氏庭園 米蔵展示室 

申し込み 不要 

料 金 無料 別途庭園入園料３００円（高校生以下無料） 
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 問い合わせ／企画部広報広聴課 ℡ 0187-63-1111(内線 254) 

 

企画部広報広聴課 

 

 

認知症やがんの予防について最新の科学と医学から学ぼう 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部終身名誉教授 菅原
すがわら

正博
まさひろ

（神岡地域出身）講演会 
 

神岡地域出身で現在カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）医学部の終身名誉教

授を務める菅原正博さんの講演会を 6 月 19 日に大曲市民会館小ホールで行います。 

秋田高校、弘前大学医学部に進学し、日本の医師免許を取得後渡米した菅原さんは、ア

メリカの医師免許、内科専門医と内分泌学専門医の資格を取得。カリフォルニア大学ロサ

ンゼルス校医学部で臨床、教育、研究を進めながら、1993 年に同校医学部の教授そして

2016 年には同校医学部終身名誉教授に就任し、医学の一線級で活躍しています。 

講演では、菅原さんが医師として積み重ねてきた知見と科学や医学にもとづき、高齢化

が進む当市に大切で必要な認知症やがん予防についての最新情報をわかりやすく話してい

ただきます。 

先日政府は「70 代の認知症の人の割合を 10 年間で 1 割減らす」とした数値目標を盛

り込んだ新たな大綱の素案を発表するなど予防策の一層の推進を掲げています。 

大仙市でも、多くの方々に講演を聞いていただき、自身の健康に関心をもつとともに、

今後の健康づくりについて学ぶ機会になればと期待しています。 

 

 

 

■ 日  時 令和元年 6 月 19 日（水） 午後 3 時～4 時 30 分 

 

■ 会  場 大曲市民会館 小ホール 

 

■ 演  題 「認知症の確実な予防法」 

 「がんの発生とその予防」 

■ 講  師 カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部  

終身名誉教授 菅原正博さん 

■ 入 場 料 無料 

 

■ 主  催  FM はなび 

 

■ 後  援  大仙市、一般社団法人大曲仙北医師会 
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 問い合わせ／総務部契約検査課 ℡ 0187-63-1111(内線 270・271) 

 

総務部契約検査課 

 

４工事５業者を表彰 

大仙市優良建設工事表彰について 
 

大仙市優良建設工事表彰式を 6 月 2７日に行います。 

大仙市優良建設工事表彰は、大仙市優良建設工事請負業者等表彰要綱に基づき、平成 20

年度から実施している制度であり、今年度で 1２回目となります。 

この制度は、大仙市が発注した建設工事において、誠意をもって適正に施工し、他の模

範となる良好な施工成績を収めた請負業者および担当技術者を表彰することにより、建設

業の健全な発展に資することを目的としています。 

今回は、平成３０年度に施工された 4５件の成績評定対象工事の中から推薦された 4 工

事の請負業者を優良建設工事業者として表彰します。 

また、10 月に行われる「秋の稔りフェア」で紹介コーナーを設けて受賞業者を広く市

民の皆様に紹介し功績を讃えることとしています。 

 

 

 
■ 日  時  令和元年 6 月 2７日（木） 午後４時～ 
 
■ 会  場  フォーシーズン 
 
■ 優良建設工事について 

   【対象要件】次のすべてに該当していること 

・予定価格が 700 万円以上 

・工事成績評定点 81 点以上 

・現場安全パトロールの結果が良好であること 

※なお、優良建設工事表彰受賞者は、総合評価落札方式で加点評価します。 
 

■ これまでの表彰結果 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

第１回   ６工事 / ６業者   第７回  １１工事 /１３業者 

第２回   ５工事 / ３業者   第８回   ８工事 /  ７業者 

第３回   ７工事 / ７業者     第９回  １２工事 /１３業者 

第４回   ８工事 / ８業者     第１０回  ２工事 /  ２業者 および特別表彰３業者 

第５回  １０工事 / ９業者   第１１回  ４工事 /  ５業者 および特別表彰１業者 

第６回   ８工事 / ８業者    



№ 工事名 工種 工事場所 請負業者
契約額
（円）

工期 工事担当課 評定点

株式会社小笠原組
自 H30.7.20

 代表取締役　小笠原
 オ ガサ ワラ

　武男
タケ オ

 現場代理人　藤原
フジワラ

　正美
マサ ミ 至 H30.12.25

大曲舗装株式会社
自 H30.7.13

 代表取締役　三浦
 ミ ウラ

　正夫
マサ オ

 現場代理人　齋藤
サイトウ

　勉
ツトム 至 H30.9.12

秋田振興建設株式会社
自 H30.5.18

 代表取締役　小原
オハラ

　将司郎
ショウジロウ

 現場代理人　伊藤
 イ トウ

　均
ヒトシ 至 H30.8.31

荒屋鋪建設・髙吉建設
特定建設工事共同企業体

 代　表　    今野
コン ノ

　春夫
ハル オ

 構成員      佐藤
 サ トウ

　利昭
トシアキ

 現場代理人  菊地
キク チ

　喜久夫
 キ  ク  オ

 主任技術者　冨岡
トミオカ

　宏光
ヒロミツ

神岡支所
農林建設課

82

第12回　大仙市優良建設工事表彰受賞者一覧
（平成３０年度　完成工事）

1
（下水0201）第300201号
公共下水道整備工事

一般土木
大仙市神宮寺字宮
田地内

45,598,680

15,444,000
建設部

道路河川課
82

3
（建道0001）維工交－第1号

橋本幹線路面修繕工事
舗　装

大仙市橋本字富慶
地内

15,768,000
仙北支所

農林建設課
81

2
（建道0015）維工交－第5号

追分板杭線外１路線
路面修繕工事

舗　装
大仙市藤木字甲糠
塚地内

建設部
建築住宅課

834
（建築0003）受3003
中仙公民館清水分館
新築（建築）工事

建築一式
大仙市清水字上大
蔵地内

171,288,000

自 H30.6.4

至 H31.3.15
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 問い合わせ／経済産業部交流課 ℡0187-63-1111（内線 251） 

経済産業部交流課 

 

 

～留学生との英語を使ったコミュニケーション活動の支援～ 

平成３１年度（令和元年度）国際教養大学との異文化交流事業について 
 

大仙市では、平成２１年２月に国際教養大学と「国際交流に関する連携プログラム協定」

を締結し、大仙市内の園児・小学生および中学生などと国際教養大学の学生による異文化

交流事業を実施しています。大仙市内の子どもたちと留学生を主とした学生の双方が異文

化を体験できる貴重な機会となっており、今年度も 5 園、１５校で延べ４３件の交流活動

を行う予定です。 

 

 

 

■ 期  間  令和元年５月２７日（月）～ １１月２９日（金） 

        開催日は別紙一覧のとおり 

 

■ 交流会場  大仙市内小・中学校、保育園、認定こども園および 

国際教養大学ほか 

 

■ 内  容  ①大学訪問交流：大仙市内の小・中学生および園児が国際教養大

学を訪問。大学内見学や大学生とグループでのフ

リートークなど 

②大学生招待交流：大仙市内の小・中学校、保育園および認定こども

園に大学生を招待し、授業への参加やコミュニケー

ション活動など 

 

■ そ の 他  ・毎回 3～6 人の留学生を主とした学生が交流に参加します。 

・交流の日程や内容は、学校行事などにより変更になる場合が 

あります。取材される場合は、必ず問い合わせ先に確認をお願い

します。 

 



■平成31年度(令和元年度)　国際教養大学との異文化交流事業　予定一覧表 【記者会見 添付資料】

No. 団体名 希望日 曜日 交流区分 交流場所 交流スケジュール 対象学年

1 協和中学校 5月27日 月 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30-14:00  日本人学生によるスピーチ
14:15  AIU発

3年生

2 大曲中学校 5月29日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30-14:20  図書館で自習
14:30  AIU発

3年生

3 中仙小学校 5月29日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

中仙小学校

12:20　ＡＩＵ発
13:40　小学校着
13:45～13:55　打ち合わせ
14:00～14:15　大学生の自己紹介
14:15～14:45　歌やゲーム
14:50　小学校発
16:20　ＡＩＵ着

2年生

4 協和小学校 6月10日 月 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生

5
すくすくだけっこ
園

6月14日 金 大学訪問交流プログラム 国際教養大学
10:15　ＡＩＵ着
10:30～11:30　交流
11:40　ＡＩＵ発

5歳児

6 みつば保育園 6月19日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

みつば保育園

9:00　ＡＩＵ発
9:45　園着
9:50～10:00　打ち合わせ
10:00～11:30　自己紹介・英語の歌遊び
11:40　園発
12:45　ＡＩＵ着

3.4.5歳児

7 中仙小学校 6月21日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

中仙小学校

12:20　ＡＩＵ発
13:40　小学校着
13:45～13:55　打ち合わせ
14:00～14:15　大学生の自己紹介
14:15～14:45　歌やゲーム
14:50　小学校発
16:20　ＡＩＵ着

6年生

8 南外小学校 6月24日 月 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

5.6年生

9 大曲南中学校 6月26日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

3年生

10 高梨小学校 6月26日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

高梨小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:45　小学校着
9:50～10:00　打ち合わせ
10:10～11:10　交流（ゲーム・昔の遊びな
ど）
11:20　小学校発
12:40  AIU着

2年生

11 中仙東保育園 6月27日 木
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

中仙東保育園

8:30　ＡＩＵ発
9:45  園着
9:45～9:55　打ち合わせ
10:00～11:20  一緒に遊ぶ・異文化を知る
11:40　園発
12:45　ＡＩＵ着

5歳児

12 高梨小学校 7月3日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

高梨小学校

8:45　ＡＩＵ発
10:00　小学校着
10:10～10:20　打ち合わせ
10:20～11:20　交流会（スポーツ集会など）
11:30　小学校発
12:45  AIU着

3年生

1/4



■平成31年度(令和元年度)　国際教養大学との異文化交流事業　予定一覧表 【記者会見 添付資料】

No. 団体名 希望日 曜日 交流区分 交流場所 交流スケジュール 対象学年

13 東大曲小学校 7月5日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

東大曲小学校

12:00  AIU発
13:15　小学校着
13:20～13:30　打ち合わせ
13:45～14:30　交流活動
14:40　小学校発
16:00  AIU着

1.2年生

14 高梨小学校 7月10日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

高梨小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:45　小学校着
9:50～10:00　打ち合わせ
10:10～11:00　交流
11:20　小学校発
12:40  AIU着

1年生

15 花館小学校 9月11日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生(松組)

16 花館小学校 9月11日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

12:15　ＡＩＵ着
12:30～13:20　昼食
13:30～14:10　大学説明・キャンパスツアー
14:10～15:20　打ち合わせ・交流
15:30　AIU発

6年生(竹組)

17 高梨小学校 9月18日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

高梨小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:45　小学校着
9:50～10:00　打ち合わせ
10:10～12:00　稲刈り・交流会
12:10　小学校発
13:20  AIU着

5年生

18 中仙小学校 9月25日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

中仙小学校

12:20　ＡＩＵ発
13:40　小学校着
13:45～13:55　打ち合わせ
14:00～14:15　学生さんと自己紹介
14:15～14:45　歌やゲーム
14:50　小学校発
16:20　ＡＩＵ着

1年生

19 大曲小学校 10月2日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:30　小学校着
9:40～10:15　打ち合わせ
10:35～11:20　活動①（松・竹・梅）
11:25～12:10　活動②（桜・桃）
12:10～13:20　給食・休憩
13:30　小学校発
14:45  AIU着

5年生

20 東大曲小学校 10月2日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

5年生

21 大曲小学校 10月9日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:30  小学校着
9:40～10:15　打ち合わせ
10:35～11:10　交流
11:20～13:00　給食・休憩
13:15　小学校発
14:30  AIU着

4年生

22
つきの木こども
園

10月16日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

9:45  　AIU着
9:50～10:00　打ち合わせ
10:00～11:05 自己紹介、リズム遊び等
11:05～11:10　記念撮影
11:15　AIU発

5歳児

23 横堀小学校 10月21日 月 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生

2/4



■平成31年度(令和元年度)　国際教養大学との異文化交流事業　予定一覧表 【記者会見 添付資料】

No. 団体名 希望日 曜日 交流区分 交流場所 交流スケジュール 対象学年

24 東大曲小学校 10月25日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

東大曲小学校

11:50  AIU発
13:00　小学校着
13:10～13:20　打ち合わせ
13:30～14:30　3、4年生との交流活動
14:45～15:30　6年生との交流活動
15:40　小学校発
17:00  AIU着

3.4.6年生

25 大曲小学校 10月30日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:30　小学校着
9:30～10:15　打ち合わせ
10:35～11:20　交流
11:25～13:00　給食・休憩
13:15　小学校発
14:30  AIU着

1年生

26 中仙小学校 10月30日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30-13:50  図書館で自習
14:00  AIU発

4年生

27
協和まほろばこ
ども園

10月31日 木
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

協和まほろばこ
ども園

9:00　ＡＩＵ発
9:40　園着
9:40-9:50　    打ち合わせ
10:00-11:30　はじめの会、ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ等
11:40　園発
12:10　AIU着

3-5歳児

28 豊成中学校 10月31日 木 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

3年生

29 中仙小学校 11月1日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

中仙小学校

12:20　ＡＩＵ発
13:40　小学校着
13:45～13:55　打ち合わせ
14:00～14:15　自己紹介
14:15～14:45　歌やゲーム
14:50　小学校発
16:20　ＡＩＵ着

5年生

30 中仙小学校 11月6日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

中仙小学校

12:20　ＡＩＵ発
13:40　小学校着
13:45～13:55　打ち合わせ
14:00～14:15　自己紹介
14:15～14:45　歌やゲーム
14:50　小学校発
16:20　ＡＩＵ着

3年生

31 高梨小学校 11月11日 月 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生

32 高梨小学校 11月13日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

高梨小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:45　小学校着
9:50～10:00　打ち合わせ
10:10～11:50　交流（ゲーム集会など）
12:00　小学校発
13:15  AIU着

4年生

33 横堀小学校 11月15日 金 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

5年生

34 大曲西中学校 11月15日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲西中学校

10:20  AIU発
11:30　中学校着・打ち合わせ
11:45～12:35　３年生と交流
12:45～13:05　給食交流
13:35～14:25　２年生と交流
14:30　学校出発
15:40  AIU着

2.3年生
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■平成31年度(令和元年度)　国際教養大学との異文化交流事業　予定一覧表 【記者会見 添付資料】

No. 団体名 希望日 曜日 交流区分 交流場所 交流スケジュール 対象学年

35 内小友小学校 11月18日 月 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生

36 大曲小学校 11月20日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:40　小学校着
9:50～10:15　打ち合わせ
10:25～11:10　交流
11:20～11:45　終わりの会
11:50　小学校発
13:00  AIU着

3年生

37 西仙北中学校 11月21日 木
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

西仙北中学校

9:20　ＡＩＵ発
10:10　中学校着
10:15～10:35　打ち合わせ
10:45～11:35　2年A組交流活動
11:45～12:35　2年B組交流活動
12:50　中学校発
13:30  AIU着

2年生

38 南外小学校 11月22日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

南外小学校

10:50  AIU発
12:00　小学校着
12:20～13:25　給食・休み時間交流
13:30～14:00　掃除（休憩）
14:00～14:45　5年生と授業
15:00～15:45　6年生と授業
15:50　小学校発
17:00  AIU着

5.6年生

39 大曲小学校 11月27日 水
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲小学校

8:30　ＡＩＵ発
9:30　小学校着
9:30～10:15　打ち合わせ
10:35～11:20　自己紹介、ゲーム等
11:25～13:00　給食・休憩
13:15　小学校発
14:30  AIU着

2年生

40 大曲小学校 11月27日 水 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生(松組・竹組)

41 大曲小学校 11月28日 木 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

12:15　ＡＩＵ着
12:30～13:20　昼食
13:30～14:10　大学説明・キャンパスツアー
14:10～15:20　打ち合わせ・交流
15:30　ＡＩＵ発

6年生(梅組)

42 大曲小学校 11月29日 金 大学訪問交流プログラム 国際教養大学

10:15  AIU着
10:30-11:15  大学説明・キャンパスツアー
11:15-12:10  昼食(カフェテリア)
12:10-13:20  打合せ・交流
13:30  AIU発

6年生

43 大曲南中学校 11月29日 金
大学生招待交流プログラ
ム(園・学校での交流)

大曲南中学校

11:45  AIU発
13:00　中学校着
13:05～13:15　打ち合わせ
13:20～13:30　自己紹介
13:30～14:20　講話、質疑応答
14:20～14:35　休憩
14:40　中学校発
16:00  AIU着

1.2.3年生

大学訪問交流プログラム 19 件

学生招待交流プログラム 24 件

合　計 43 件（参加団体数　20団体）
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令和元年６月 定例記者会見資料 

 

 

 問い合わせ／仙北支所市民サービス課 ℡0187-63-3003（内線 127） 

仙北支所市民サービス課 

 

～幻想的な光に包まれる日本庭園を満喫～ 

国指定名勝「旧池田氏庭園」初夏のイルミネーションライトアップについて 
 

イルミネーションライトアップを６月１５日（土）と１６日（日）に「旧池田氏庭園本

家庭園」で実施し、ご当地グルメや地酒、市特産品の販売およびステージ生演奏によるガ

ーデンフェスライトアップイベントを開催します。 

新緑に包まれた初夏の日本庭園鑑賞のあとはライトアップされた幻想的な庭園を満喫し

ていただきたく、市内外からの多くの皆さんの来園をお待ちしています。 

  

   

 

■ 日  時  令和元年６月１５日（土）・１６日（日） 

午後４時３０分～８時３０分（入園は午後８時まで） 

■ 会  場  旧池田氏庭園本家庭園（大仙市高梨字大嶋１） 

■ 主  催  旧池田氏庭園ライトアップ委員会 

■ 内  容  ◆ライトアップ／午後６時３０分～８時３０分 

        ◆ガーデンフェスライトアップイベント 

【グルメイベント】両日とも午後５時～８時 

杜仲豚串焼・カレー旨麺・地酒・甘酒のほか市特産品の販売 

【ステージ生演奏】午後７時～７時３０分頃 

           １５日 オールサウンドプレイヤーバンド「クロス５」に

よる生演奏 

           １６日 フォルクローレバンド「ベル・ヴィエントス」に

よる生演奏 

■ そ の 他  旧池田氏庭園一般公開期間：４月２７日から１１月１０日まで 

■ 入 場 料  ライトアップは無料で鑑賞できますが、別途庭園への入場料（300円）

（高校生以下無料）が必要です。 




