
報道関係各社　様

NO． 内　　容 担　　当

1 ウオーキングイベント「健幸モーニングウオーク」について 健幸まちづくり推進室

2 消防団音楽隊を募集します 総合防災課

3 空き家対策の強化　解体補助金制度の拡充について 総合防災課

4 花火をテーマとした体験型修学旅行誘致事業について 花火産業推進課

5 大仙エール飯プロジェクト～2021夏～ 商工業振興課

6 道の駅協和が防災道の駅に選定 総合防災課

7 大仙市成人式事業の開催見送りについて 生涯学習課

8 大仙イングリッシュ・デーについて 教育指導課

9 大仙市ふるさと探訪楽園ツアー　～大仙の魅力再発見～ 生涯学習課

10 こころのプロジェクト「夢の教室」について 教育指導課

11 街歩き気分の歴史講座「ぶらまがり」について 総務課

12 大仙ふるさと博士育成事業　ふるさと農業体験DAYについて 教育指導課

13 　夏休み子ども講座「家族で参加！家族新聞を作ろう」について 総務課

　

令和３年７月　定例記者会見について
日　時：令和３年６月３０日（水）　午前１１時～
会　場：大仙市役所大曲庁舎３階大会議室

≪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

８月の定例記者会見は８月２日（月）午前１０時３０分を予定しています。

問い合わせ

大仙市企画部広報広聴課

e-mail：kouhou@city.daisen.lg.jp

電話：0187-63-1111（内線274）／ FAX：0187-63-1119
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問い合わせ／健康福祉部健幸まちづくり推進室 ℡0187－63－1111（内線 100） 

健康福祉部健幸まちづくり推進室 

 

地域全体の健康づくりから健幸まちづくりを 

ウオーキングイベント「健幸モーニングウオーク」開催について 
  

健幸まちづくりプロジェクトのウオーキングイベント「健幸モーニングウオーク」を大

曲の花火公園で開催します。 

大曲の花火公園は一周３.5 ㎞。年齢制限はなく、一人でも家族や仲間とでも参加でき、

また、自分の都合のよい時間にスタートできます。会場には協賛企業などの協力のもと、

さまざまな角度から健康をテーマにしたブースも設置します。 

プロジェクトの趣旨である「歩くこと」を通じた身近な健康づくりに多くの市民の皆さ

んから興味関心を持ってプロジェクトに参加していただくとともに、地域全体の健康づく

りから幸福を感じられる健幸まちづくりを引き続き推進していきます。 

 

■ 日時 ７月 17 日（土） 午前７時 30 分～10 時 30 分 

（雨天中止、小雨決行） ※一斉スタートは行いません。 

■ 会場 「大曲の花火」公園 ※雄物川右岸河川敷 

■ 協力 ミズノ株式会社・大塚製薬株式会社・秋田大学・秋田県立大学 

◇参加対象 健幸まちづくりプロジェクト参加者 

◇ウオーキングコース 1 周 3.5ｋｍまたは 2.0km 

◇ブースの内容 □ミズノ株式会社 「ミズノ製ウオーキングシューズの試履き」 

□大塚製薬株式会社 「熱中症対策について」 

□秋田大学・秋田県立大学 「健康に暮らす住まいの環境」 

住まいの環境を「健幸」の面からチェックしてみませんか？ 
住まいの健康度チェック・熱中症危険度の見える化 

◇参加者特典 ①健幸ポイント１００ポイント 

②大仙市の花「コスモス」の種 

③市内温泉施設入浴無料券（1 回） 

◇定  員 先着 300 人 

◇申込方法 広報７月号同時配付の参加申込書によりメール、ＦＡＸまたは健

幸まちづくり推進室窓口に申し込み 

◇申込締め切り ７月 15 日（木）  

 

 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催中止となる場合があります。 

 

  



キ リ ト リ

朝のさわやかな時間「大曲の花火」公園を歩いてみませんか！

当日、活動量計を忘れずに。
まだ持っていない人は、今す
ぐプロジェクトに申込を！



「健幸ポイント」はどうやって貯めるの？

〇市内58カ所の健幸スポットのリーダーライターでデータ送信すると
→50ポイント（上限月２回）

〇体組成計データ送信 →50ポイント（上限月２回）
〇血圧測定データ送信 →50ポイント（上限月２回）
〇ローソンのロッピーでデータ送信 →50ポイント（上限月２回）
〇１日5,000歩以上（データを送信で） →10ポイント（全員）
〇１日6,000歩以上（データを送信で） →20ポイント加算（65歳以上）
〇１日8,000歩以上（データを送信で） →20ポイント加算（65歳未満）
〇アプリ「からだカルテ」で健幸アンケートに回答 →10ポイント

☆☆ 今回のモーニングウオークで１００ポイント獲得 ☆☆

会場は「大曲の花火」の観覧場の河川敷です
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イベント・特設ブースは、午前７時３０分～１０時３０分にオープンして

います。参加申し込みのうえ、お好きな時間にいらして楽しんでください。

【ご注意】 雨天（予報）等でイベント中止とする際は、前日（１６日）正午までに、
市ホームページでお知らせしますので、ご確認願います。
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総務部総合防災課 

 

～音楽を通じて消防団をＰＲ～ 

消防団音楽隊を募集します 
 

市内または大仙市近郊に在住の 18歳から 69歳までの方で、消防団音楽隊の活動に賛

同し、演奏会や練習に容易に参加できる音楽経験者の方の入隊をお待ちしています。 

 

 

■ 応募要件 

・市内または大仙市近郊在住の 18歳から 69歳までの方で演奏会や練習に容

易に参加できる方 

・音楽隊の活動に賛同する音楽経験者 

■ 報酬（年額） 

・隊長 40,000円 ・副隊長 30,000円 ・隊員 20,000円 

■ 手当 演奏会：3,500円／回  練習：1,000円／回 

■ 処遇 ５年以上勤続した場合に勤続年数等に応じて退職報償金を支給 

■ 楽器 希望する方には楽器を貸与 

■ 制服 演奏時に着用する制服は貸与 

■ 吹奏楽編成 

    ・隊員数 40人 

    ・体 制 隊長 1人、副隊長 2人、隊員 37人 

    ・編 成 木管楽器…ピッコロ、フルート、オーボエ、ファゴット、 

クラリネット、バスクラリネット、アルトサックス、 

テナーサックス、バリトンサックス 

         金管楽器…トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、 

              チューバ 

         弦 楽 器…コントラバス 

         打 楽 器 

■ スケジュール（案） 

令和 3年 7月   隊員募集開始 

10月～ 練習開始 

令和 4年 4月～ 消防団行事、市の行事等で演奏 

  

 

※大規模災害時には避難所の運営等に従事の場合あり 

問い合わせ／総務部総合防災課 ℡0187-63-1111(内線 38８) 
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問い合わせ／総務部総合防災課 ℡0187－63－1111（内線 388） 

総務部総合防災課 

 

危険な空き家による事故を防止で安全・安心な暮らしを 

空き家対策の強化 解体補助金制度の拡充について 
 

市では、安全・安心なまちづくりを実現するため「大仙市空き家等の適正に関する条例」

等に基づいて、これまでも危険な空き家の所有者に解体費の一部を補助するなど空き家除

却の推進を図ってきましたが、少子高齢化や核家族化などの社会情勢も影響し、今後もさ

らに空き家の増加や空き家問題が複雑化することが予想されるため、解体補助金制度を拡

充し空き家対策の強化を図ります。 

この制度の活用により、所有者等による空き家の解体をより一層推進し危険な空き家の

増加防止に努めるとともに、土地の利活用の促進につなげていきます。 

 

 

■拡充内容 

 

□補助対象となる空き家 

不良度判定による「危険空き家」のみの対象に、迷惑度判定の活用や築年数による

要件も加え、「要解体空き家」、「迷惑空き家」、「老朽空き家」を追加 

 

□補助対象者 

「所有者等（本人、親族等の相続人）」に「空き家を取得し、解体後の跡地の

利活用を行う個人、業者」を追加 

 

□所得要件 

所得制限額に「扶養親族数に応じた額」を追加し緩和 

 

□資産要件 

廃止 

 

□補助額 

上限額を最大 150 万円に増額 

 

 

〇関連補助金：【自治会向け解体補助金】 

補助対象空き家：要解体空き家 

補 助 対 象 者：自治会等  

補  助  額：9/10、上限額 180 万円 

そ の 他 要 件：解体後、10 年の跡地利用を行う 
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「大仙市危険空き家等解体補助金制度」拡充前後の比較 

 

 

 

 拡充前  拡充後 

空き家 

の種類 
危険空き家 

 

 

 

 

 

 

 

 

要解体 

空き家 
危険空き家 迷惑空き家 老朽空き家 各対象空き家 

対象 

要件 

助言・指導 

又は勧告対象 
助言・指導又は勧告対象 

築年数 

40 年以上 

左記空き家の要件

に準ずる 不良度判定 

100 点以上 

不良度判定 

100 点以上 

不良度判定 

100 点以上 
 

迷惑度判定に

該当 
 

迷惑度判定に

該当 

対象者 

所有者等 

・本人 

・親族等相続人 

所有者等 

・本人 

・親族等相続人 

空き家を取得し、

解体後の跡地の利

活用を行う者 

（個人、業者） 

所得 

要件 
460 万円以下 460 万円＋（扶養親族数×38 万円） なし 

資産 

要件 
1,000 万円以下 なし 

補助額 

補助対象経費（税

抜）の 1/2 以内 
補助対象経費（税抜）の 1/2 以内 

①個人 

補助対象経費（税

抜）の 1/2 以内 

上限額 50 万円 

 

②業者 

一律 10 万円 

上限額 

50 万円 

上限額 

150 万円 

上限額 

100 万円 

上限額 

100 万円 

①上限額 50 万円 

②上限額 100 万円 

※昭和 56 年の建築基

準法改正前の空き家を

相続から 3 年目の 12

月 31 日までに解体を

実施する場合 

・要解体空き家：危険な状態で周辺に迷惑をかけており、速やかに解体することが望ましい空き家 

・危険空き家：国の不良度測定方法(※1)を準用した判定調査の結果、危険な状態と認められる空き家 

・迷惑空き家：不良度測定で危険な状態とは言えないが、建物の損傷等により周辺に迷惑をかけて 

いる空き家 

・老朽空き家：利活用ができない状態で空き家となっており、今後、危険な状態となる可能性があ 

る築年数４０年以上の空き家 

・迷惑度判定：不良度測定の評価項目にて大修理以上の措置を要するもので、国が示したガイドライン

(※2)を準用した判定により周辺への迷惑度を判定するもの 

・対象者（業者）について：「宅地建物取引業協会」または「全日本不動産協会」に所属する業者 

・老朽空き家の補助額②について：空き家の譲渡取得の 3,000 万円特別控除期間に準ずる 

 

※１住宅地区改良法施行規則に定める住宅の不良度の測定方法等 

※2 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき国が示した「特定空家等に対する措置」に関する適

切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) 
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 問い合わせ／経済産業部花火産業推進課 ℡0187－63－1111（内線 298） 

経済産業部花火産業推進課 

 

～「思い出の修学旅行を大曲の花火で彩ろう！」プロジェクト～ 

花火をテーマとした体験型修学旅行誘致事業について 
 

 市では、令和２年度に引き続き、花火をテーマとした体験型修学旅行の誘致に向けた実

証事業を行っています。 

秋田県内の小・中学校および高校を対象に、実証事業への参加を希望するモニター校を

募集し、「児童生徒が企画演出に携わるアクティブラーニングの要素を取り入れた花火打

上」のほか、「花火伝統文化継承資料館訪問による花火の歴史学習」、「花火工場見学と模擬

花火玉づくり体験」などを体験プログラムとして提供します。 

大仙市への継続的な修学旅行誘致を実現することにより、花火伝統文化の更なる振興と

地域経済の活性化につなげていきたいと考えています。 

 

 

■対  象 秋田県内の小・中学校および高校 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、モニター校の募集対象

は県内の学校（市内は対象外） 

■募集校数 ５校 

■実 施 日 11 月 30 日までを基本とし、市とモニター校の協議により決定 

■申込期限 ９月 30 日 

■内  容 （１）児童生徒が花火の企画演出に携わるアクティブラーニングの 

要素を取り入れた花火打上（「大曲の花火」公園で花火打上） 

・児童生徒からのアイデアにより、学校オリジナル花火の打ち上げ 

（２）花火伝統文化継承資料館訪問による花火の歴史学習 

・資料館でのガイド付き見学会 

（３）花火工場見学と模擬花火玉づくり体験 

・花火工場見学のほか、火薬を用いない模擬花火玉づくり体験 

■プロモーション映像 https://www.youtube.com/watch?v=aECpzH38i6o 

 

 

   
事業の実施にあたっては、「旅行関連業にお

ける新型コロナウイルス対応ガイドライン

に基づく国内修学旅行の手引き」等に基づ

き、感染予防対策を講じます。 



児童生徒 花火の企画演出 携わ
ラーニン の要素 取 入 た花火打上

花火伝統文化継承資料館
訪問 花火の歴史学習

花火工場見学
模擬花火玉 く 体験

体験型修学旅行誘致事業の概要 い ～ 思い出の修学旅行 大曲の花火 彩 う！ ロ ェ ～

［事業概要］本市を訪問 修学旅行を対象 日本 伝統文化 あ 花火 を マ た総合的 体験プ グラ を提供 ま
タ 団体 小 中学校 高校等 校を募集 満足度調査等を通 事業結果を検証 体験型修学旅行事業 自走化を目指 いま

大曲 花火
協同組合ほ

株式会社
花火創造企業

秋田県
大仙市 旅行会社 隣県

小中学校

タ 募集依頼 修学旅行コ ス提案

タ 申込タ 取 ま め

花火 タ
プ ュ ス委託花火打上委託ほ

花火企画演出調整

事業実施主体花火 ロ ュー花火打上ほ モニター募集 モニター引受

満足度調査

1 2 3

自主性や創造性 育 も うこ ーマ 、歴史学習や職場体験も ロ ラムの内容 す 新た 体験型教育旅行コン ンツ 提供します

中止基準 修学旅行 出発日前日ま 県警戒 ベ 以上 た場合
出発 週間前以降 タ 校及 事業関係者 感染者 生 た場合

× ×

令和 年度 い 新型コ ウイ ス感染拡大 状況をふまえ
秋田県内 小 中学校 高校を タ 校 募集対象 募集 ま

秋田県大仙市経済産業部花火産業推進課

花火打上場所

花火観覧場所

花火打上場所 拡大図

大曲の花火 公園

※花火 詳細 各小中学校 ㈱花火創造企業 よ
企画演出 調整 よ 決定 ま

雄物川
株式会社

花火創造企業

模擬花火玉 く 体験

花火工場見学

花火伝統文化
継承資料館

ア

花火歴史学習

大曲I.C.

JR大曲駅

大曲厚生
医療センタ

大仙市役所

思い出の修学旅行 大曲の花火 彩 う！ ロ ェ 関係場所位置図

秋田自 車道 0m 500m 1km

大曲西道路

半径2.5km円 大曲中通病院

飯田I.C.

※打上幅150
を予定
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 問い合わせ／経済産業部商工業振興課 ℡0187-63-1111（内線 266）  

経済産業部商工業振興課 

 

今夏の水曜日と金曜日は「エール飯」でスタンプを集めよう 

「大仙エール飯プロジェクト～2021夏～」の実施について 
 

 コロナ禍で積極的に「お店に来てください」と言えない市内の飲食店に、お店の情報を

市民に発信できる場を提供するとともに、飲食店を応援したいと考えている市民の購買意

欲を後押しすることを目的に、大曲商工会議所青年部や大曲青年会議所などが企画、運営

する「大仙エール飯プロジェクト～2021 夏～」が実施されます。 

市は、消費者との交流を図るとともに市内飲食店の振興に資するため若手経営者らが活

動するこの取り組みを「大仙市がんばる商店等支援事業費補助金」交付などにより応援し

ます。 

 

【大仙エール飯プロジェクト～2021 夏～】 

 この夏の水曜日・金曜日を「エール飯の日」とし、参加店でエール飯を購入した方

にスタンプを差し上げ、一定数以上のスタンプを集めた方に景品を進呈します。 

■期   間 ７月21 日(水)から８月 27 日(金)までの毎週水曜日、金曜日 全12 回 

   ７月 21 日、23 日、28 日、30 日 

   ８月４日、６日、11 日、13 日、18 日、20 日、25 日、27 日 

  ■参 加 店 「エール飯の日」スタンプラリーに参加する市内飲食店 

         １8 店舗（６月 25 日現在、７月末まで参加店募集） 

■内   容  ①参加店やＨＰなどでスタンプラリー付きチラシを入手 

 ②「エール飯の日」に、参加店でチラシ掲載のエール飯をテイクアウト 

 ③参加店がチラシにスタンプを押印 

 ④期間終了後に抽選で、参加店で使用可能な商品券「＃大仙エールマ

ネー」などの景品と交換 

  ■景   品 ①全 12 回で異なる 12 店舗を利用した方 

抽選で「＃大仙エールマネー」10,000 円分を 10 人に、抽選に外

れた全ての応募者に「＃大仙エールマネー」1,000 円分を進呈 

         ②６回以上で異なる６店舗以上を利用した方 

          抽選で「＃大仙エールマネー」1,000 円分を 10 人に、抽選に外れ

た全ての応募者に限定ステッカーを進呈 

         ③３回以上利用した方 

          参加賞として応募者全員に限定ステッカーを進呈 

  ■引 換 場 所 RUSH（大仙市大曲通町７‐10 あいかわビル２F） 

  ■主   催 大仙エール飯プロジェクト ℡0187-88-8557 

■後   援 大仙市 大曲商工会議所 大仙市商工会 大曲商工会議所青年部 

 一般社団法人大曲青年会議所 社交飲食業生活衛生同業組合大仙支部 
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総務部総合防災課 

 

～広域的な防災拠点として～ 

道の駅協和が「防災道の駅」のひとつに 
 

この度、国土交通省の取り組みで初めて全国で 39 駅が防災道の駅として選定され、大

仙市からの要望により秋田県からは唯一「道の駅協和」が選定されました。 

この「防災道の駅」は、都道府県の地域防災計画等に広域的な防災拠点として位置づけ

られている「道の駅」で、国土交通省が今後、防災拠点としての役割を果たすための重点

的な支援を行うこととしています。 

 

 

 

■ 選定された道の駅 

道の駅協和（大仙市協和荒川字新田表 15-2） 

    ※大仙市の指定緊急避難場所および指定避難所に指定済み 

 

■ 「防災道の駅」とは 

広域的な防災拠点機能を持ち、国土交通省において重点的な支援を実施する道の駅 

→ ・自衛隊、警察等の救援活動の拠点 

・緊急物資等の基地機能 

・復旧、復興活動の拠点 等 

 

■ 選定要件 

（１）都道府県が策定する広域的な防災計画（地域防災計画もしくは受援計画）および 

   新広域道路交通計画（国交省と都道府県で策定中）に広域的な防災拠点として 

   位置づけられていること 

（２）災害時に求められる機能に応じて、以下に示す施設、体制が整っていること 

①建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等により、災害時においても業務実

施可能な施設となっていること 

②災害時の支援活動に必要なスペースとして 2,500 ㎡以上の駐車場を備えてい

ること 

③道の駅の設置者である市町村と道路管理者の役割分担等が定まった業務継続

計画（BCP）が策定されていること 

（３）（２）が整っていない場合については、今後３年程度で必要な機能、施設、体制 

を整えるための具体的な計画があること 

  

 「道の駅協和」は、（１）および（２）①、②がすでに整備済みであり、（２）③の

業務継続計画は現在策定中 

 

   

問い合わせ／総務部総合防災課 ℡0187-63-1111(内線 385) 
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 問い合わせ／教育委員会事務局生涯学習課 ℡0187-63-1111（内線 338） 

教育委員会事務局生涯学習課 

 

令和３年度大仙市成人式事業の開催見送りについて 

 
8月に予定していた令和2年度対象者の｢大仙市成人を祝う会｣および令和３年度対象者

の｢大仙市成人式｣は見送りを決定しました。 

対象者の代表で組織するそれぞれの実行委員会と市は、全国的な新型コロナウイルス感

染拡大状況や若年層のワクチン接種の見通しが不透明であることから、県内外からの成人

者および関係者が安心して参加できる環境が整うまで安全な成人式事業の開催は困難とし

て見送ることとしました。 

2 年連続で開催できず中止を決定した令和 2 年度対象者には、恩師からの祝福メッセー

ジなどを収めた動画を配信する予定にしています。 

 

 

■令和２年度成人式対象者 ｢大仙市成人を祝う会｣ 

対象 平成 11 年４月２日から平成 12 年４月１日までの出生者 

市内 11 中学校出身者および市内在住者 

 

≪今後の対応≫ これ以上延期せず中止 

対象者へ向けて８月開催予定の時期に合わせて、市長メッ

セージおよび成人者、恩師等のメッセージを含めた動画配

信を行い、成人者を祝福する予定 

 

 

■令和 3 年度成人式対象者 ｢大仙市成人式｣ 

対象 平成 12 年４月２日から平成 13 年４月１日までの出生者 

市内 11 中学校出身者および市内在住者 

 

≪今後の対応≫ 令和４年８月に延期 
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 問い合わせ／教育委員会事務局教育指導課教育研究所 ℡0187-63-9400 

 

教育委員会事務局教育指導課 

 

 

英語のネイティブスピーカーとの交流を楽しもう 

「大仙イングリッシュ・デー」の実施について 
  

市の外国語指導助手（ＡＬＴ）および国際交流員（ＣＩＲ）との交流を通じて、子ども

たちがさまざまな活動を体験し英語への興味・関心を高めるとともに、英語によるコミュ

ニケーション能力の向上を図ることを目的として、今年度初めて「大仙イングリッシュ・

デー」を実施します。 

対象となる児童生徒の学年に応じた活動内容を設定します。参加する子どもたちにとっ

て英語による活動をたっぷりと楽しめる一日になるよう、各 ALT がこの日のための特別

な内容を企画中です。身近な英語のネイティブスピーカーである ALT や CIR との交流を

満喫してほしいと考えています。 

 

 

■日  時 ７月 20 日（火）午前９時～午後４時  中学校１・２年生の部 

７月 27 日（火）午前９時～午後３時  小学校３・４年生の部 

７月 28 日（水）午前９時～午後３時  小学校５・６年生の部 

 

■会  場  大仙市大曲交流センター（１F 講堂） 

        大仙市大曲日の出町２丁目７−５３ 

 

■内  容  自己紹介、異文化理解、レクリエーション、グループ別活動、発表等 

 

■講  師  大仙市外国語指導助手（ALT）６人、国際交流員（CIR）１人 

 

■参 加 者  市内小中学校から応募のあった児童生徒 各部とも 20 人程度 
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 問い合わせ／教育委員会事務局生涯学習課 ℡0187-63-1111（内線 339） 

教育委員会事務局生涯学習課 

 

「今だからこそ、ふるさとの魅力を体感してみませんか？」 

大仙市ふるさと探訪楽園
がくえん

ツアー～大仙の魅力再発見～ 

  
市教育委員会では市民の皆さんが市外・県外への外出を控えているコロナ禍の今だから

こそ、大仙市内の地域資源を探訪し、ふるさとの魅力を再発見する「大仙市ふるさと探訪

楽園ツアー」を実施します。 

ガイドが各スポットを案内しますので、身近にいながら知らなかった大仙の魅力を学び、

体験できるチャンスです。この機会にあなたも“大仙ふるさと博士“になりませんか。 

 

■ 対象（定員） 市内在住の方 各先着 20 人 

         小学生は保護者（親や祖父母）とのペア参加 

■ 参加費    無 料 （別途、昼食代等の自己負担あり） 

■ 行 程 

① 7 月 27 日（火）午前 9 時集合 

～中仙・太田を巡る探訪～ 

② 7月29 日（木）午前9 時集合 

～神岡・西仙北・協和を巡る探訪～ 

中仙市民会館「ドンパル」 

集合・解散（午後 4 時 30 分予定） 

神岡中央公民館「嶽雄館」 

集合・解散（午後 4 時 30 分予定） 

市のバスを活用し各所を巡ります 

農業振興情報センター見学  

～ブルーベリー摘み取り体験～ 

空如筆「法隆寺金堂壁画模写絵」複製画見学 

道祖神（おにょさま）～防塞の神～見学  

合同会社ダイセン創農工場見学 

合名会社鈴木酒造店（秀よし）見学 など 

花火工場見学（株式会社和火屋） 

大綱交流館見学 

大綱の里伝承館見学・体験 

唐松神社見学 

大盛館（民俗資料展示館）見学 

荒川鉱山跡地見学      など 

 
■ 特 典   ☆健幸まちづくりプロジェクト参加者には 100 ポイント付与 

        ☆小中学生にはふるさと博士３ポイント付与 
 
■ 準備する物 屋外で活動できる動きやすい服装と靴・帽子・水分補給の飲み物 

        マスク・タオル・活動量計（健幸まちづくりプロジェクト参加者の方） 

 
 ■ 申し込み  7 月 5 日（月）～9 日（金）【定員になり次第受け付け終了】 

電話【生涯学習課】0187-63-1111（内線 339・338） 

午前８時 30 分～午後 5 時 15 分 
  
 ■ その他 10 月に秋ツアーを計画 

※天候や新型コロナウイルスの影響により内容が変更になる場合あり 

 



令和 3 年７月 定例記者会見資料 
 

 

 問い合わせ／教育委員会事務局教育指導課 ℡0187-63-1111(内線 341) 

教育委員会事務局教育指導課 

 

自分の夢の実現に向かって努力する気持ちを育む 

こころのプロジェクト「夢の教室」の開催について 
 

こころのプロジェクト「夢の教室」では、スポーツや芸術等、様々な分野の第一線で活

躍している方々を「夢の先生」として小・中学校の教壇に招き、夢の先生による授業を受

けます。  

子どもたちが先生と一緒に体を動かしたり、技や演奏を実際に見たり聞いたりするとと

もに、先生がどのように夢を叶えていったか（夢トーク）を聞き、スポーツや芸術の素晴

らしさ、「フェアプレー精神」および「失敗や挫折を乗り越える心の強さ」などを学び、自

分の夢の実現に向かって努力する気持ちを育む取り組みです。 

スポーツバージョンは平成 22 年度から、図工バージョンは平成 23 年度から実施して

います。 

 

 

 ■ スポーツバージョン 

 内  容 「チームワークゲーム」と「夢の先生による夢トーク」 

講  師  プロバスケットボールチーム「秋田ノーザンハピネッツ」 

大浦 颯太（おおうら そうた）さん 

長谷川 暢（はせがわ のぼる）さん 

日 時 ７月 ８日（木） 

午前 10 時 20 分～午後３時 10 分  

会 場 大曲小学校（６年生） 

       ※３・４校時２学級、５・６校時２学級で行う予定 

 

■ 図工バージョン 

 内 容 「夢の先生による夢トーク」と「工作活動」 

講 師 画家 小山内 愛美（おさないめぐみ）さん（秋田市在住） 

 日時および会場 

７月７日（水） 

午前９時 15 分～午前 11 時 25 分 西仙北小学校（5 年生） 

午後１時 10 分～午後３時 20 分  神岡小学校（5 年生） 

７月 14 日（水） 

午前９時 15 分～午前 11 時 25 分 中仙小学校（5 年生） 

午後１時５分～午後３時 15 分   太田東小学校（5 年生） 

 

 

 



 

【 小山内愛美 先生  経歴 】 

 

 

１９８８年   秋田県大曲生まれ、兵庫県明石市育ち 

２００９年   秋田公立美術工芸短期大学卒業（修了制作学長賞） 

絵画教室うさぎの芽 主宰  

あきた県民芸術祭２００９ 推薦作家 

秋田テレビ法廷画担当２００８～ 

２０１２年   映画「遠くでずっとそばにいる」絵画制作 

２０１３年～ 全国の百貨店にて個展（以後毎年） 

２０１５年   国名勝指定 池田氏庭園カレンダー原画（~‘１６） 

あきたびじょんプラス出演（県内３局放送） 

２０１６年   秋田魁新報ＶＩＶＡ小説大賞挿絵（~‘１７） 

２０１７年   第８０回河北美術展 一力次郎賞受賞 

秋田市内にて日本画講座 講師 

２０１８年   月刊アートコレクターズ１月号 掲載 

２０１９年   秋田ふるさと村 個展開催 

岩手朝日ＴＶ「Road to Higher Next」出演 

２０２０年   秋田県民共済生活協同組合  

ペットプラザやすらぎ館内絵画着手 

 

現在   秋田県秋田市在住 
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 問い合わせ／総務部総務課アーカイブズ ℡0187-77-2004 

総務部総務課 

 

見慣れた街並みから新たな魅力を 
街歩き気分の歴史講座 「ぶらまがり」 について 

  

一昨年開催した古地図や懐かしい写真を片手に、花火通り商店街の移り変わりを楽しむ

街歩きツアー「ぶらまがり」の続編として、座学形式で新たに集められた写真や地図をた

くさん紹介する講座を開催します。見慣れた街並みも、これまでの歴史や文化の一端を知

れば、新たな魅力を感じられるはずです。 

大仙市アーカイブズでは、歴史的に重要な公文書や、市民の皆さんが大切に受け継いで

きた古文書や写真などを、地域の共有財産として保存・活用する活動をしています。アー

カイブズ所蔵の資料が、地域の新たな魅力発見に生かされることを期待しています。 

 

 

 

■ 日  時  ７月 14 日（水） 午前 10 時～11 時 30 分 

 

■ 会  場  花火伝統文化継承資料館（はなび・アム） 研修室 

 

■ 主  催  大仙市総務部総務課アーカイブズ 

 

■ 内  容  戦前から昭和 40 年代頃までの懐かしい写真や地図を、 

アーカイブズ職員が紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

        大正時代の大曲駅前       昭和３０年代の大曲駅前商店街 

         

■ そ の 他  参加申込期限：7 月 9 日（金）、定員 20 人 

        大仙市アーカイブズに電話で申し込み 

参加無料 
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 問い合わせ／教育委員会事務局教育指導課 ℡0187-63-1111(内線 341) 

教育委員会事務局教育指導課 

 

 大仙ふるさと博士育成事業 夏の特別企画  

「ふるさと農業体験ＤＡＹ」 について 
 

 

7 月 27 日（火）、28 日（水）、８月３日（火）の 3 日間、大仙市ふるさと博士育成事

業 夏の特別企画を実施します。 

ふるさと博士育成事業は、地域の行事やイベントへの参加、企業・施設等の見学や体験、

学校でのふるさと教育活動など地域と関わる活動を通じて、ふるさとを愛する心を育み、

大仙市の将来を担う人材の育成をめざして市教育委員会が平成 28 年度から取り組んでい

る事業です。 

長期休業中の特別企画として実施する「体験 DAY」は、新型コロナウイルス感染症の

影響で昨年度は中止となりましたが、児童生徒や保護者の関心の高い体験活動であり、今

年度は感染症対策を十分にしながら「ふるさと農業体験 DAY」を実施します。 

児童生徒がふるさとの魅力に触れ、ふるさとへの愛着心を高めるとともに、ふるさとの

未来を拓く人材の育成につながることを期待しています。 

 

 

  

「ふるさと農業体験ＤＡＹ」 

◇ 日 時  ７月 27 日（火）午前 10 時～11 時  定員 20 人 

   会 場  農業組合法人たねっこ  

   

◇ 日 時  ７月 28 日（水）午前 10 時～11 時  定員 30 人 

   会 場  大仙市農業振興情報センター   

   

◇ 日 時  ８月３日（火）午前 10 時～11 時   定員 20 人 

   会 場  秋田県立農業科学館  

 

 

 ■対  象 小学校 3 年生から中学校 3 年生の児童生徒 

 

 ■申し込み 参加申込書により教育委員会教育指導課教育研究所に申し込む 

 

 

 

 

※大仙ふるさと博士認定者数 8,456 人（令和 3 年 6 月 9 日現在） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

「大仙ふるさと博士育成」事業 夏の特別企画 

 

受付期間 令和３年６月２５日（金）～７月７日（水）  

申込方法 
参加申込書に記入し、次の申込先まで直接 FAXで申し込んでください。受付は

先着順となります。定員になりしだい受付を終了します。 

申 込 先 大仙市教育委員会事務局 教育指導課教育研究所 FAX：０１８７-６３-９４０１ 

 
 

対 象 大仙市内の小学校３年生～中学校３年生 

□送迎は保護者でお願いいたします。（保護者の見学も受付けますが、児童生徒の参加希望が多い場
合は保護者の見学をご遠慮いただく場合もあります）。 

□受付で検温を行います。また、発熱、風邪等の症状がある場合は、当日の参加を控えてください。 
□大仙ハローパスポートを持参してください。 
□申込みをする前に、受付状況をWebサイトで確認してください。複数箇所に希望された場合は、申込み状
況により、１箇所にさせていただくことがあります。 

□参加の可否については、教育委員会から学校を通して連絡いたします。 

【問い合わせ・連絡先】 大仙市教育委員会事務局 教育指導課教育研究所 TEL：0187-63-９４００ 

参加を希望する皆さんへ 

定員２０名 
 

定員３０名 

「大仙市教育委員会」Webサイトでも情報をご覧いただけます 

定員２０名 

たねっこ駐車場 ９：４５集合 

野菜の収穫体験→(車での移動に御協力ください)→学校給食への加工作業の見学 

【服 装】長袖・長ズボン、帽子、軍手、マスク等、（雨天時）雨具、長靴等 

【持ち物】タオル、飲み物、ハローパスポート ※袋は事業所で準備  

各２ポイント 
だよ!! 

農業振興情報センター駐車場 ９：４５集合 

ブルーベリーの収穫体験 

【服 装】長袖・長ズボン、帽子、軍手、マスク等、（雨天時）雨具、長靴等 

【持ち物】タオル、飲み物、ハローパスポート、ブルーベリーを入れる袋  

農業科学館エントランス ９：４５集合 

夏野菜の収穫体験 ※雨天時、曲屋見学も予定 

【服 装】長袖・長ズボン、帽子、軍手、マスク等、（雨天時）雨具、長靴等 

【持ち物】タオル、飲み物、ハローパスポート、野菜を入れる袋  



令和 3 年７月 定例記者会見資料 
 

 

 問い合わせ／総務部総務課アーカイブズ ℡0187-77-2004 

総務部総務課 

 

 

アーカイブに触れる第一歩に 

夏休み子ども講座 「家族で参加！家族新聞をつくろう」 の開催について 

 
わたしが生まれる前や生まれてからのできごとを家族の話や写真などを参考に「わたし

の家族」の新聞づくりに挑戦します。 

家族から昔の話を聞くことや、写真を残したりすることはアーカイブに触れるはじめの

一歩です。この講座をとおして、記憶を残していく大切さや、家族に話を聞き記録するこ

とで記憶を記録する重要性を感じてもらえることを期待します。 

 

 

■ 日時および会場 

① ７月 31 日（土） 午後１時 30 分～３時 

           花火伝統文化継承資料館（なはび・アム） 研修室 

② ８月７日（土） 午後１時 30 分～３時 

                  大仙市アーカイブズ 研修室 

           ※①、②とも同じ内容 

 ■ 対 象 市内在住の小学４年生から中学３年生までの児童生徒とその家族 

※①、②とも定員 10 組 

■ 内 容 家族の話や写真、アルバムを参考に家族新聞を作成 

■ 申 込 大仙市アーカイブズに電話で申し込み 

申込期限 ①7 月 28 日（水） 

②８月４日（水） 

■ 持ち物 筆記用具、アルバムや写真（なくても参加可） 

■ 参加費 無料 

 


