
講座・教室・スポーツ・サークルのご案内

大仙市生涯学習施設の年間情報をガイドで一挙紹介！

余暇をいろんなことに

チャレンジしてみようと思っている人に

１年間の学習プランのお手伝い

みんなといっしょに学びませんか



花館公民館
№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 花館公民館まつり 11月上旬
公民館利用サ－クル会員の作品展示・
演芸発表

花館公民館 花館公民館

2 郷土料理教室 11月下旬
鮭の捌き方、郷土に伝わる鮭の料理を
学ぶ

花館公民館 花館公民館

内小友公民館
№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 ガーデニング講座 5月～10月（計5回） 野菜や花をポット植えするための学習 内小友地区 内小友公民館

2 森林セラピー講座 年2回（6月･10月）
森林を散策し、自分の健康を考える学
習

未定 内小友公民館

大川西根公民館
№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 青少年交流事業 5月～9月 畑作体験事業（小学校） 大川西根小学校グランド横 大川西根公民館

2 ウエストフェスタ 10月 サークル会員の活動成果の発表・展示 大川西根公民館 大川西根公民館

藤木公民館
№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 料理教室 毎月第2月曜日　9：00～13：00
料理を通して食生活の改善、健康管理
について学ぶ

藤木公民館 藤木公民館

2 女性健康講座 11月中旬（平日） 体を動かし健康について学ぶ 藤木公民館 藤木公民館

3 コミュニティ祭り 10月第２（日）
公民館利用サ－クル会員の作品展示・
演芸発表

藤木公民館 藤木公民館

四ツ屋公民館
№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

2 お楽しみ講座 1月～2月 料理あり、運動あり、手芸あり！ 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

3 四ツ屋まつり 10月（上旬）
サークル活動の発表・ステージ公演・
作品展示、花火灯篭練り歩き

四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

角間川公民館
№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 角間川秋まつり 10月9日（土） サークル活動の発表・作品展示 角間川公民館 角間川公民館

2 伝統文化継承事業 7月～8月（数回）
小中学生を対象とした角間川盆踊りの
お囃子、踊りの練習

小中学校及び角間川公民館 角間川公民館

3 地域防災研修会 7月16日 ADLの使用を方法と心肺蘇生法講習会 角間川公民館 角間川公民館

4 絵画展示 通年 柴田洋子氏・武部幸夫氏の絵画展示 角間川公民館 角間川公民館

サンクエスト大曲

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 体育室無料開放デー 5月5日（水祝）9:00～21:00
子供の日に体育室を無料開放する（終
日）

サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2 体育室無料開放デー 7月23日（金祝）9:00～17:00 スポーツの日に体育室を無料開放する サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

3
第23回サンクエスト
大曲ひなまつり

2月16日（水）～21日（月）
10:00～15:00

いろいろなおひなさまを展示 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

パッチワーク教室
～楽しく集い夢を縫

う～
4月～2月第1,3木曜（17回）

小さな布で作る日常小物の製作
【袋小物・タペストリー・バッグ
等々】

四ツ屋公民館 四ツ屋公民館1

教育委員会、公民館等
主催講座・事業
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はぴねす大仙

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 県南ミニテニス交流大会 9月19日（日）9:00～15:00
県南地区のミニテニスサークルによる
交流大会

はぴねす大仙 はぴねす大仙

2 第10回フェスタinはぴねす 11月7日（日）10:00～14：30
サークル活動の作品展示・ステージ発
表　等

はぴねす大仙 はぴねす大仙

3
バドミントン教室
（ジュニア）

毎週日曜日　13:00～16:45
基礎から学ぶバドミントン教室（小学
生対象）

はぴねす大仙 はぴねす大仙

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 嶽友大学 月1・２回（木・金）
民謡踊・民謡唄・書道・俳句・園芸・
水墨画・ヨガ

かみおか嶽雄館
神岡農村環境改善セン
ター

神岡中央公民館

2 おもしろ講座 毎月第3水曜日 10:00～11:30 生涯学習全般について学ぶ かみおか嶽雄館 神岡中央公民館

3
さわやかウォ－キン
グ

6月13日（日）
ウォ－キングと地域の自然・史跡等観
察

神岡管内 神岡中央公民館

4
レディース水中運動
教室

7月7日、14日、21日　３回
足腰への負担の少ない水中での特性を
いかして効率的な運動を体験する

神岡Ｂ＆Ｇ海洋センター 神岡中央公民館

5 ジュニア水泳教室 7月28日（水）～7月30日（金） 基礎水泳技術を学ぶ 神岡Ｂ＆Ｇ海洋センター 神岡中央公民館

6
神岡地域フライング
ディスク体験会

10月23日（土）
ディスクを使ってバスケット型の専用
ゴールに投げ入れるまでの投数の少な
さを競うゲームです

神岡中央公園 神岡中央公民館

7
神岡地域夫婦家庭
バレーボール大会

11月14日（日） 神岡地域町内対抗の夫婦バレー大会 大仙市神岡体育館 神岡中央公民館

8 かみおか地域文化祭 10月23日（土）
芸術文化協会神岡支部団体及び嶽友大
学受講者の発表と作品展示

かみおか嶽雄館
神岡農村環境改善セン
ター

神岡中央公民館

9 ジュニアスキ－教室 1月上旬 小学生を対象としたスキ－基礎の習得 大曲ファミリ－スキ－場 神岡中央公民館

10 夏休み子ども体験学習 7月26日（月） 地域の小学生を対象とした体験学習 近隣の地域 神岡中央公民館

11 子育て講座 10月 就学前児童の保護者を対象とした講座 神岡小学校 神岡中央公民館

大綱交流館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 大綱米プロジェクト 5月～10月
地域の小中学生・高校生対象の田植
え・稲刈り・はさがけ作業体験

刈和野地区圃場 大綱交流館

2 活き活きカレッジ 7月～11月 コース別学習（料理、健康、郷土史、運動、園芸） 大綱交流館 大綱交流館

3 西仙北芸術祭 6月下旬 お茶会・作品展 大綱交流館 大綱交流館

4
スポーツフェスティ
バル

7月中旬 野球、グラウンドゴルフ 西仙北緑地運動広場 西仙北スポーツクラブ

5
2021カッコいい親父教室
～親子でキャンプ～

8月～9月 小中学生の親子対象キャンプ 未定 大綱交流館

6 にしせんぼく文化祭 10月30日（土）・31日（日） 生涯学習成果の発表、展示 大綱交流館 大綱交流館

7 東北学生将棋大会 11月上旬 東北の大学生の将棋大会 ぬくもり温泉ユメリア 大綱交流館

8 刈和野の大綱引き 毎年2月10日 国指定重要無形民俗文化財 刈和野大町 大綱交流館

9
地区公民館グラウン
ド・ゴルフ大会

夏季 地域住民健康維持と親睦融和 西仙北緑地運動広場 大綱交流館

10 冬の講座 冬季 健康体操・手芸・工芸・料理 各地区公民館 大綱交流館

11
黒森山健康マラソン
大会

10月中旬
全県各地からの参加者によるマラソン
大会

西仙北スポーツセンター 西仙北スポーツクラブ

12 チャレンジ夢ひろば 年2回（夏休み・冬休み期間） 地域の小学生を対象とした体験活動 大綱交流館 大綱交流館

大沢郷地区公民館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 亀田街道・雄清水まつり 8月上旬 古の文化に触れる
史跡　亀田街道
雄清水・雌清水

大沢郷地区公民館

2 弥生まつり 3月中旬 大沢郷地区学習発表会 大沢郷地区公民館 大沢郷地区公民館

土川地区公民館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 土川交流まつり 11月下旬
地区館利用サークル会員及び一般によ
る活動成果の作品展示・演芸発表

土川地区公民館 土川地区公民館

神岡中央公民館（かみおか嶽雄館）
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強首地区公民館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 強首地区交流まつり 11月中旬
地区館利用サークル会員及び一般によ
る活動成果の作品展示・演芸発表

強首地区公民館 強首地区公民館

中仙公民館（中仙市民会館ドンパル）

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 座禅にチャレンジ 夏休み 児童・生徒を対象にした座禅会を開催
長野曹渓寺　(2日間)
豊川奠蔵院　(2日間)

中仙公民館

2 中仙地域芸術文化祭 11月6日、7日
芸術文化協会会員及び地域住民の作品
を一堂に披露。演芸発表も実施

中仙市民会館ドンパル 中仙公民館

3 ドンパル講座 随時 健幸講座、吊し飾り 中仙市民会館ドンパル 中仙公民館

4 子育て講座 1月
就学前児童の保護者を対象とした子育
て講座

農村環境改善センター 中仙公民館

中仙公民館 鴬野分館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1
国道105号一斉クリー
ンアップ

4月 国道105号の沿線住民による清掃活動 国道105号 中仙公民館鴬野分館

2 白寿学級 8月 高齢者のための生きがい教室 未定 中仙公民館鴬野分館

3 鴬野分館分館まつり 10月23日（土）～29日（金）
分館利用サークル会員及び一般による
活動成果の作品展示・演芸発表

中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

中仙公民館 長野分館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1
国道105号一斉クリー
ンアップ

4月 国道105号の沿線住民による清掃活動 国道105号 中仙公民館長野分館

2 親子共同活動 6月
クリンナップ活動・親子花壇づくり活
動

中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

3 寿学級 7月～11月（4回）
高齢者のための健康と生きがいづくり
教室

中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

4 婦人学級 7月～2月（2回）
婦人健康作りと地域づくりのための視
察研修

中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

5 はつらつ教室 第2、第4月曜日
高齢者の健康作りを目的とした体操教
室

中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

6 長野分館まつり 10月中旬
分館利用サークル会員及び一般による
活動成果の作品展示・演芸発表

中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

7 お菓子作り教室 2月 地区住民を対象とした料理講習 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

中仙公民館 鑓見内分館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1
国道105号一斉クリー
ンアップ

4月 国道105号の沿線住民による清掃活動 国道105号 中仙公民館鑓見内分館

2 鑓見内分館まつり 10月
分館利用サークル会員及び一般による
活動成果の作品展示・演芸発表

中仙公民館鑓見内分館 中仙公民館鑓見内分館

中仙公民館 清水分館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 高齢者学級　泉学園 6月～3月（全6回開催）
高齢者のための健康と生きがいづくり
教室

中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館

2 清水分館まつり 9月
分館利用サークル会員及び一般による
活動成果の作品展示・演芸発表

中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館

3
伝統文化・昔っこ語
り教室

随時
地域の優れた技術者、語り部が保育園
や小学校へ出向き伝承

中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館

中仙公民館 豊川分館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 豊川分館まつり 10月
分館利用サークル会員及び一般による
活動成果の作品展示

中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

2 遊び公民館 2月
小学生と地域の方々との交流（グラウ
ンド・ゴルフ）

中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

中仙公民館 豊岡分館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1
高齢者いきいきサロ
ン

11月
視察研修を通して広くいきがいを求め
小・中学生と世代間交流を図る

中仙公民館豊岡分館 中仙公民館豊岡分館

2 豊岡分館まつり 10月9日（土）～10日（日）
分館利用サークル会員及び一般による
活動成果の作品展示・演芸発表

中仙公民館豊岡分館
サンビレッジ中仙

中仙公民館豊岡分館
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3
少年・少女俳句の広
場

12月26日（日）
小中学生の発表を通じて底辺の拡大を
図る

中仙公民館豊岡分館 中仙公民館豊岡分館

協和公民館（協和市民センター和ピア）

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 囲碁講座 毎週土曜日 囲碁同好会による講習及び対局 協和市民センター｢和ピア｣ 協和公民館

2 仙人大学
月1回（学習会）
年2回（全体学習会）

高齢者学習、７学部 協和市民センター｢和ピア｣ほか 協和公民館

3 仙人大学公開講座 通年
仙人大学の学習会に公開講座を加え、
仙人大学生以外にも学習の機会を提供
する

協和市民センター｢和ピア｣ほか 協和公民館

4 婦人学級 随時
協和地域内7学級・身近なことをテーマ
に自主的に学習

各集落会館等 協和公民館

6 きょうわ祭 10月23日（土） 生涯学習成果の発表、作品展示 協和市民センター｢和ピア｣ 協和公民館

7
協和公民館峰吉川分
館よしか祭

10月 生涯学習成果の発表、作品展示 峰吉川分館
協和公民館・峰吉川分
館

8
協和公民館淀川分館
よどが祭

11月 生涯学習成果の発表、作品展示 淀川分館 協和公民館・淀川分館

9 子育て講座 10月 就学前児童の保護者を対象とした講座 協和小学校 協和公民館

10
協和公民館荒川分館
ＧＧ大会

２月 健康増進グラウンドゴルフ 樹パル 協和公民館・荒川分館

11
協和公民館船岡分館
地域講演会

２月 地域講演会 協和市民センター｢和ピア｣ 協和公民館・船岡分館

12 おもしろ講座 年1回
幅広い年齢層を対象にそれぞれに適し
た講座を開設

協和市民センター｢和ピア｣ 協和公民館

南外公民館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1
南外の緑里山ウオー
キング

秋頃
南外ふれあいパークを中心に里山をウ
オーキング

南外ふれあいパーク周辺 南外公民館

2 南外地域健康登山 7月～9月 健康づくり登山 未定 南外スポーツクラブ

3
なんがいキッズプロ
ジェクト

8月11日（水）
地域の児童を対象に、市内の各施設や
各所を視察研修する

大仙市内施設・工場 南外公民館

4 南外地域野球大会 8月14日（土） 地域恒例の盆野球大会 山村運動広場ほか 南外スポーツクラブ

5 南外地域運動会 R3は中止
世代間交流を目的とした全地域住民対
象の大運動会

南外小学校 南外公民館

6 子育て講座 10月
小学校就学前児童の保護者を対象とし
た子育て講座

南外小学校 南外公民館

7 なんがい地域祭 10月24日（日）
学習成果の発表を通して世代間交流を
図りつつ、地域づくりに努める

南外コミュニティセンター

南外公民館
南外公民館

8 スマイルボウリング大会 11月12日（金） 南外地域のスマイルボウリング大会 南外体育館 南外スポーツクラブ

9 スキー教室 1月22日（土）
児童生徒及び一般を対象にしたスキー
教室

田沢湖スキー場 南外スポーツクラブ

12 料理教室 年1回 そば打ち等 南外公民館 南外公民館

13 高齢者学級勉強会 年2回 運動、講話、社会科見学
南外コミュニティセン
ターほか

南外公民館

14 南外地域女性の集い 2月 講演会、学習会、アトラクション
南外コミュニティセン
ター

南外公民館

仙北公民館（仙北ふれあい文化センター）

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

2 仙北地域ラジオ体操 7月20日（火）
小学校の夏休みの初日に仙北地域一斉
ラジオ体操を実施します

仙北球場
（雨天：ふれあい体育館室内） 仙北公民館

3
仙北地域グラウンド
ゴルフ大会

10月中旬
体育の日行事として、毎年恒例のグラ
ウンドゴルフ大会を実施します

健康広場 仙北公民館

4 史跡の里まつり 未定
学習の成果を展示・発表し、学ぶ喜びを
実感し、学習仲間との交流を深めます

仙北ふれあい文化センター 仙北公民館

5 図書館まつり 10月24日（日） 絵本の読み聞かせや本のリサイクル 仙北図書館 仙北公民館

協和地域の各集落
協和地域花いっぱい運
動推進委員会（協和公
民館内）

5 花いっぱい運動 5月～11月

花と緑に囲まれた快適な生活環境を学
校、地域、家庭等に、より一層普及させ
るため、また、地域の花づくりボラン
ティアの育成を目的に実施(9,500本配布)

1
おらだの体験学校
「サタデーキッズ
パーク」

毎週土曜日 午前中
地域の子どもたちに安全安心な居場所
を提供し、体験活動を実施します

仙北ふれあい文化センター 仙北公民館

11
なんがいの味・食育
体験交流事業

年2回

南外小唄コンクール10 2月6日（日）
南外小唄の伝承と普及を図りながら地
域を活性化し、地域住民の生活に潤い
と生き甲斐を与えようとするもの

南外コミュニティセン
ター

南外公民館

南外公民館
地元の生徒児童が、そば打ち等の食育
体験を通じて、健やかな心身の成長を
図る

南外小・中学校

4



6 親子陶芸教室 7月21日（水）
親子で陶芸を体験し、作る楽しさを味
わいます

仙北ふれあい文化センター 仙北公民館

7 暮らしの達人講座 年5回程度
健康、料理、文化等の諸分野で、毎回
テーマを変えて学習します

仙北ふれあい文化センター 仙北公民館

8 あじさいキャンパス 年4回程度
健康と生きがいを求めて、交流会や視
察研修、社会の諸問題を学びます

仙北ふれあい文化センターほか 仙北公民館

9 子育て講座 10月中旬
就学前の子どもを持つ保護者のみなさ
んが、子育てについて学びます

高梨小学校
横堀小学校

仙北公民館

10 親子茶道体験教室 10月31日（日）
小学生が親子・家族で茶道について学
びます

仙北ふれあい文化センター 仙北公民館

太田公民館

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 家庭教育学級 4月･7月･11月
講演会・読み聞かせなど、家庭教育講
座の開催

認定こども園おおたわ
んぱくランド

太田公民館

2 てくてくウォーキング 6月5日（土）
豊かな自然を楽しみながらウォーキング
することで、市民の運動不足解消を図る

秋田太田奥羽グラウンド・ゴル
フ場～大台スキー場頂上駐車場 太田公民館

3 ベジフル教室 7月、11月 野菜・果物の基礎知識を学ぶ おおたコミュニティプラザ 太田公民館

4 親子体験教室 未定 親子参加型の体験教室 未定 太田公民館

6
太田キッズ学びぃ教
室

7月･12月（学校長期休業中）
元教師、ボランティア会員、高校生、
公民館職員などで勉強の指導をする
（ゼロ予算事業）

太田文化プラザ　他 太田公民館

7
民謡「秋田おはら
節」全国大会

9月4日（土）
※中止

民謡「秋田おはら節」を正しく継承、
普及することを目的とした全国大会

太田文化プラザ（例年） 太田公民館

8 親子陶芸教室 9～10月
親子のふれあいを通して陶芸の魅力・
楽しさを学ぶ

太田文化プラザ 太田公民館

9 やきもの教室 9月～10月(平日、19:00～） 陶芸の楽しさを学ぶ 太田文化プラザ 太田公民館

10 太田のてらこ屋 8月中旬
東京学芸大附属高校の野球部員などが
地域内の小中学生に勉強を指導する
（ゼロ予算事業）

太田文化プラザ 太田公民館

11 花だんフェア 8月28日（土）～9月5日（日）
太田中学校前庭を主会場とした、愛好
者による花だんフェア。地域内を巡る
「お花見バス」も運行

太田中学校・前庭 太田公民館

12
奥羽太田ロードレー
ス大会

10月9日（土）
太田体育館周辺特設コースによるマラ
ソン大会。2km・3km・7kmのコースを走
り、年代別に表彰する

太田体育館周辺特設コース 太田公民館

13 太田地域芸術発表会 10月下旬
学習グループ・同好会の学習成果の発
表

太田文化プラザ 太田公民館

14
"地域の先生"出前講
座

未定
放課後や週末等に地域と学校等が連
携・協働して行う学習や体験活動

未定 太田公民館

15 子育て講座 10月
小学校入学児童の保護者を対象に家庭
教育講座の開催(就学児検診時）

太田東・南・北小学校 太田公民館

17 料理講座 12月～1月 郷土料理、正月料理 おおたコミュニティプラザ 太田公民館

18 編み物講座 1月～2月 手編みの楽しさを学ぶ 太田文化プラザ 太田公民館

19 太田キッズスクール 夏休み期間中
地域の子どもが屋外体験の学習をする
（学びぃ教室時に開催）

未定 太田公民館

スポーツ振興課

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 全県500歳野球大会
9月18日（土）～22日（水）開
催予定

出場メンバーの合計年齢が500歳以上
第42回目を迎える伝統の大会

神岡野球場他１７会場 スポーツ振興課

2
児童・生徒向けス
ポーツ障害予防教室

年2～3回開催予定
メディカルチェック、フォームチェッ
ク　自分の身体のケアについて考えて
みませんか

市内体育館等 スポーツ振興課

スポーツ団体

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

1 スポレク健康教室 毎週金曜日 9:30～11:30
健康のために自分のために運動しませ
んか？ストレッチやスロートレーニン
グで誰でも楽しく身体を動かします

大曲武道館
大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

2 ミニテニス
4月、11月～3月第1・3水曜日13：00～
15：00　5月～10月毎週水曜日13：00
～15：00

ほんの少しの基本練習でゲームが楽し
めます

大曲体育館
大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

※毎月プログラムを発行しております。夏期、冬期により変更がありますので、プログラムをご確認ください。

5
秋田県親善ゲート
ボール太田町大会

6月27日（日）
※中止

県内愛好者の集う大会で、日頃鍛えた
技を競い合うことを通じて、健康・体
力の維持と相互の交流親睦をはかる

大仙市太田多目的運動広場 太田公民館

16 冬季少年少女野球教室 12月中旬
元日本ハムファイターズ投手の伊藤剛
選手が講師。スポーツ少年団を対象と
した野球教室です

太田交流プラザ 太田公民館

5



3 ラージボール卓球

毎週火曜日13：00～15：00　4
月、11月～3月第2・4水曜日
13：00～15：00　5月～10月毎
週金曜日13：00～15：00

一回り大きなボールでラリーが続きま
す

大曲体育館
大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

4 初心者バドミントン
毎週水・金曜日10:00～12:00 初心者を対象としたバドミントンで、

誰でも気軽に参加できます
大曲体育館

大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

5 ３Ｂ体操 毎週木曜日 10:00～11:30
楽しくリズミカルに体を動かし、健康
でしなやかな心と体を作ります

大曲武道館
大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

7 よさこい教室 毎週金曜日13：00～15：00 誰でもすぐ始められます、全身運動 大曲武道館
大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

文化財課

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

太田文化プラザ 文化財課8 鈴木空如作品展 4月16日（金）～4月29日（木）
市が所蔵する県指定有形文化財「鈴木
空如筆法隆寺金堂壁画模写」ほか関連
作品を展示します。

大曲スポーツクラブ
0187-63-1122

1
旧池田氏庭園一般公
開

4月29日（木）～11月14日
（日）
9:00～16:00（最終入場15:30）
※花火当日の8月28日（土）は
9:00～13:00（最終入場12:00）
※月曜日休園
（祝日の場合、翌日火曜日休
園）

国指定名勝　旧池田氏庭園一般公開 旧池田氏庭園 文化財課

6 グラウンド・ゴルフ 5月～10月 毎週木曜日 自然の中で体を動かし心も体も健康に

河川敷G・G場（第１・
第３）、総合公園（第
２・第４）、大曲体育
館（１２月～）

文化財課

3
旧本郷家住宅一般公
開

4月29日（木）～11月14日
（日）
9:00～16:00（最終入場15:30）
※花火当日の8月28日（土）は
9:00～13:00（最終入場12:00）
※月曜日休園
（祝日の場合、翌日火曜日休
園）

国登録有形文化財　旧本郷家住宅一般
公開

旧本郷家住宅 文化財課

2
旧池田氏庭園洋館特
別公開

初夏：5月22日(土)～6月6日
(日)
夏季：8月27日(金)～8月29日
(日)
秋季：10月16日(土)～11月14日
(日)
※花火当日の8月28日（土）は
9:00～13:00（最終入場12:00）
※月曜日休園（祝日の場合、翌
日火曜日休園）

国指定名勝　旧池田氏庭園特別公開

一般公開期間中のうち、左記の期間
は、池田家顕彰会による庭園ガイドを
行います。また、通常は非公開になっ
ている洋館２階を公開します（要予
約）。

旧池田氏庭園

文化財課

①5月22日（土）～6月6日（日）
②8月27日（金）～8月29日（日）
③10月16日（土）～11月14日
（日）

旧本郷家住宅企画展7 「本郷家旧蔵什器展」 旧本郷家住宅　内蔵 文化財課

文化財課払田柵跡総合案内所「拂田柵址研究日誌パネル展」

4月29日（木）～11月14日
（日）
※月曜日休館（祝日の場合、翌
日休館）8月15日休館

払田柵跡総合案内所
企画展

6

旧池田氏庭園米蔵企
画展

5

①5月18日（火）～6月6日
（日）

②8月24日（火）～8月29日
（日）

③10月12日（火）～11月14日
（日）

4
文化財・歴史体験Ｄ
ＡＹ

①7月20日（火）
②7月27日（火）
③10月12日（火）

大仙市内の様々な文化財や歴史を見
学・体験することで、次世代を担う子
どもたちが、自分たちの住む地域の歴
史や文化に親しむ機会を作り出すた
め、地域の歴史や文化財を実際に見
る、聞く、体験できるワークショップ
を開催します。

①払田柵跡　ふるさと体験ワーク
ショップ：勾玉づくり、木簡づくり、
火おこし　ほか

②旧池田氏庭園　ふるさと体験ワーク
ショップ：自然観察、写生、刺し子体
験　ほか

③角間川旧本郷家住宅　ふるさと体験
ワークショップ：宝さがし兼クイズラ
リー、笹舟づくり、昔の道具体験　ほ
か

・払田柵跡
・旧池田氏庭園
・旧本郷家住宅

①「楢岡焼大杉古窯出土品展」

②「鈴木酒造店パネル展」

③「斎藤光郎家資料（伊勢型紙）展」

旧池田氏庭園「米蔵」 文化財課

6



№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

2
東北将棋大会並びに
大仙市民交流将棋大
会

11月13日（土）・14日（日）
将棋文化の普及拡大と、将棋愛好者の
交流をはかります

西仙北ぬく森温泉ユメ
リア

生涯学習課

3 大仙市民交流囲碁大会 9月5日（日）
囲碁の交流を通じ、明るいまちづくり
と次代への伝統文化継承を目指します

大曲交流センター 生涯学習課

4 大仙市民俳句大会 11月予定 市民を対象とした俳句大会 大曲交流センター 生涯学習課

5 大仙市民短歌大会 10月予定 市民を対象とした短歌大会 大曲交流センター 生涯学習課

6 大仙市子ども囲碁大会 12月19日（日）
囲碁の交流を通じ、明るいまちづくり
と次代への伝統文化継承を目指します

大曲交流センター 生涯学習課

9 大仙市民書初め大会 令和4年1月5日(水) 市民を対象とした書き初め大会 大曲体育館 生涯学習課

10
大仙市ふるさと探訪
楽園ツアー
～大仙の魅力再発見～

7月27日（火）・29日（木）・
10月28（木）

市内の地域資源を探訪し、地域の魅力
を再発見するガイド付バスツアー

大仙市内 生涯学習課

【日本語講座】

№ 講座・事業名 開催予定日時 講座・学習内容 会　　　　　場 問い合わせ先

※開催日時はあくまで予定です。講師の方の都合などにより変更される場合がありますのでご了承ください。

【関連団体紹介】
問い合わせ先

生涯学習課
各地域公民館

各地域公民館
文化財課
生涯学習課
各地域公民館
生涯学習課
各地域公民館

大仙市子ども会育成連合会

生涯学習課

大仙市芸術文化協会

団体名

生涯学習奨励員協議会

文化財保護協会

生涯学習課

7
ヒカリオ☆MIRAIス
テージ
(秋の稔りフェア内)

10月16日（土）・17日(日)
多様な文化活動に取り組む若手を中心
としたステージ公演イベント

大曲ヒカリオ

生涯学習課

8 子育て講座 10月予定
小学校入学前の子どもの保護者を対象
に就学時検診等を活用し子育て講座を
開催する

市内小学校 生涯学習課

1
大仙・仙北広域圏
日本語講座

4月～3月
毎週火曜日(大仙市)
毎週木曜日(大仙市)
毎週日曜日(仙北市)
毎週火曜日(美郷町)

国際化社会をむかえ、大仙・仙北在住
の外国出身者の方々のために国際協調
的立場からボランティアによる日本語
教室開催（運営：大仙・仙北広域圏日
本語講座運営委員会）

大仙：大曲交流セン
ター
仙北：角館交流セン
ター
美郷：美郷町中央ふれ
あい館

生涯学習課

1 学びぃ囲碁サロン

金曜日(祝日及び月末の金曜
日、ボランティア不在日は除
く)
19:00～20:30

囲碁に触れてみたい、学びたいという
方はお気軽にご来場ください

大曲地域職業訓練センター

※次の各施設でも様々な特色ある講座・教室を開設しておりますの

でお問い合わせください。

□秋田県立農業科学館 ０１８７－６８－２３００

□秋田県立保呂羽山少年自然の家 ０１８２－２６－６０１１

□秋田県埋蔵文化財センター ０１８７－６９－３３３１

□大曲地域職業訓練センター ０１８７－６２－１７２６
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大曲市民会館

№ 事業名 開催予定日時 会　場 問い合わせ先

1 Music Festival in Daisen(FMはなび） 未定 大曲市民会館(大ホール） 大曲市民会館

2
三井住友海上文化財団　地域のためのコン
サート
モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

11月28日（日） 大曲市民会館(大ホール） 大曲市民会館

3 大仙市音楽祭2021
11月13日（土）～14日
（日）12月5日（日）

大曲市民会館(大ホール・小ホール) 大曲市民会館

中仙市民会館・Don-Pal

№ 事業名 開催予定日時 会　場 問い合わせ先

1 自衛隊音楽隊コンサート（音楽隊未定） 10月 中仙市民会館 中仙市民会館

2
優秀映画鑑賞推進事業
「優秀映画鑑賞会」

令和4年1月下旬 中仙市民会館 中仙市民会館

協和市民センター・和ピア

№ 事業名 開催予定日時 会　場 問い合わせ先

1 自衛隊音楽隊コンサート（音楽隊未定） （未定） 協和市民センター 協和市民センター

市民会館主催事業市民会館主催事業
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№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 おはなし会
毎月第2土曜日　10:30～11:00
春・秋　水曜日 15:00～15:40

読み聞かせ、紙芝居等 大曲図書館 幼児～一般

2 ぶっくdeくっく 10月下旬 読み聞かせ後、絵本に出た料理を作る はぴねす大仙（予定） 小学生

3 来(らい)ぶらりフェス！！ 11月4日（木） 雑誌リサイクル、読み聞かせ、体験講座等 大曲図書館 幼児～一般

№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 おはなし会
毎月第3日曜日
10:00～11:00　子ども向け
11:00～12:00　大人向け

読み聞かせ・紙芝居・手遊び 神岡図書館 幼児～一般

2 読み聞かせの会 愛幸園：毎月第2火曜日 読み聞かせ・本の貸出 愛幸園（ケアハウス） 入所者

3 古本バザール 10月23日（土） 雑誌のリサイクル 神岡図書館 一般

№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 おはなし会 毎月第4土曜日 10:00～11:00 読み聞かせ 西仙北図書館 幼児～一般

2 夏休み工作教室 7月24日（土）9:30～11:30 読み聞かせ・工作教室 西仙北図書館 幼児～一般(親子)

3 としょかんまつり 10月30日（土） 読み聞かせ・手作り教室・古本リサイクル市 西仙北図書館 幼児～一般

4 クリスマスおはなし会 12月18日（土）9:30～11:30 読み聞かせ・工作教室 西仙北図書館 幼児～一般

№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 絵本となかよし会
毎月第2金曜日（8月を除く）
10:30～11:00

えほんの読み聞かせと手遊び 中仙市民会館 幼児、保護者

2 ぬいぐるみのおとまり会 7月上旬～8月上旬　(１回)

子どもにぬいぐるみを図書館に持って来て
もらい、一緒に読みきかせを行う。ぬいぐ
るみを図書館であずかり絵本とおとまりを
してもらい、翌日ぬいぐるみを返す。

中仙図書館 幼児～児童

3 図書館出張展示 9月～10月
各地区分館まつり会場に展示スペースを設
置し、本の貸出を行う。

中仙地域各分館 幼児～一般

№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 おはなし会 毎月第3土曜日　10:00～11:00 読み聞かせと工作 協和図書館 幼児・小学生(低)

2 夜の図書館 7月22日（木） 閉館時間を延長する 協和図書館 幼児～一般

3 古本市 10月23日（土）（きょうわ祭） 古本リサイクル市
協和市民センター
エントランスホール

一般

4 年長組おはなし会 12月上旬 読み聞かせと絵本の貸出 協和図書館 協和地域年長児

5 図書館講座 11月22日（月） 手芸・工作 協和市民センター 一般

№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 おはなし会 年2回 読み聞かせ・紙芝居・手遊び 南外図書館 小学生

2
こどもぶっくらぶ
（おはなしを聞く会）

随時 読み聞かせ・紙芝居・手遊び 南外地域の学校等 幼児～一般

仙北図書館
№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 おはなし会 毎月第2土曜日 10:30～11:00
読み聞かせ・エプロンシアター
紙芝居・パネルシアター等

仙北図書館 幼児～一般

2 新入生への読み聞かせ 4月下旬
学校を訪問して、読み聞かせを行うとともに、
図書館利用のＰＲも行う

仙北地域各小学校 小学1年生

3 雑誌リサイクル 10月下旬
史跡の里の秋まつりに合わせ、雑誌のリサイク
ルを行う

仙北図書館 一般

№ 事業名 開催予定日時 内　　　　　　　容 会　　　　　場 対　　象

1 雑誌リサイクル 11月 雑誌のリサイクル 太田図書館 一般

※開催日時や会場等変更もありますので、詳細は各図書館にお問い合わせください。

太田図書館

大曲図書館

神岡図書館

西仙北図書館

中仙図書館

協和図書館

南外図書館

図書館主催事業
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絵画

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 パレットの会
毎月第1･2･4月曜日 13:00～
16:00

サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2 絵画教室うさぎの芽 毎月第2･4日曜日 9:00～13:00 はぴねす大仙 はぴねす大仙

3 秋嶺会日本画教室 毎月第3木曜日 9:30～15：00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

4 仙北絵画クラブ 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

はり絵・ちぎり絵

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大曲紙絵サークル 毎月第1金曜日 10:00～15:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

2 ちぎり絵サークル 毎月第1水曜日 9:30～12:00 大綱交流館 大綱交流館

3 ちぎり絵同好会 年5～6回　9:00～12:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

押し花

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 押し花同好会 毎月第3土曜日 10:00～ 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

2 仙北おしば美術同好会
偶数月 第３木曜日　10:00～
16:00

仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

3 押し花同好会 12月～3月 太田文化プラザ 太田公民館

水墨画

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 西仙北水墨画クラブ 毎月第2･4水曜日 9:00～11:00 大綱交流館 大綱交流館

2 鴬野水墨画教室 毎月第2･4火曜日 9：30～15:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

3 水墨画同好会 随時 太田文化プラザ 太田公民館

陶芸

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 南外陶芸クラブ 水･金曜日 10:00～14:00
南外農林漁業者創作研修
センター

南外公民館

2 仙北焼物同好会
毎月第2･4土曜日 9:00～17:00
翌日曜日ほか随時

仙北ふれあい文化セン
ター

仙北公民館

3 おおた陶芸同好会 第2・4月曜日 9:00～16:00 太田文化プラザほか 太田公民館

文化サークル
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書道

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 恵雪書道教室 毎週土曜日 13:00～17:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

2 かな書道「青水会」 毎月第2･4火曜日 13:00～16:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

3 児童書道教室 毎週土曜日 15:00～19:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

4 鴬野書道教室 第2･4火曜日 9:30～11:30 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

5 協和書道クラブ
毎月20日 10：00～15：00(土日
祝の場合は20日前の平日)

協和市民センター 協和公民館

短歌

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 角間川短歌サークル 第4日曜日 13:00～16:00 角間川公民館 角間川公民館

2 大曲短歌会 毎月第3金曜日 13:30～15:30 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

3 大曲短歌サークル 毎月第1土曜日 13:00～15:30 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

4 万葉集に親しむ会 第2･4火曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

5 西仙北短歌会 年8～10回（不定期） 大綱交流館 大綱交流館

6 鴬野短歌会 第3水曜日 9:30～12:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

7 長野短歌会 毎月第1月曜日　9:30～12:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

8 鑓見内短歌会 毎月第1月曜日　13:00～15:30
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

9 豊岡短歌同好会 第3月曜日 13:00～15:30 中仙公民館豊岡分館 中仙公民館豊岡分館

10 楢岡短歌会 年6回 南外公民館 南外公民館

11 仙北短歌会 月1回（不定期）9:30～12:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

12 太田町野路短歌会 奇数月に1回 随所 太田公民館

俳句

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 かわせみ俳句会 毎月第2水曜日 10:00～12:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2 大曲俳句教室 毎月第2土曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

3 八乙女吟社 毎月第4日曜日 18:00～20:30
中仙農村環境改善セ
ンター

中仙公民館

4 長野俳句会 第2金曜日 13:00～16:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

5 俳句教室（泉吟社） 毎月最終月曜日 13:30～16:00 中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館

6 合歓 俳句会

7 からまつ俳句会

8 仙北柵俳句会 月1回水曜日　13:00～17:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

月1回 10:00～13:00（合同開
催）

協和市民センター 協和公民館
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郷土史・古文書

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大曲古文書解読研究会 毎月第1･3水曜日 13:30～16:00 大曲図書館 大曲図書館

2 花館の会 随時 花館公民館 花館公民館

3 ふるさと内小友会 随時 内小友公民館 内小友公民館

4 四ツ屋を語る会 随時 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

5 水之目会 毎月最終日曜日 9:30～11:30 土川地区公民館 土川地区公民館

6 古文書解読会 第３土曜日　13：00～15：00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

7 古文書を楽しむ会 毎月第2･4木曜日 9:00～12:00 南外公民館 南外公民館

8 大仙市仙北史談会 不定期
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

9 仙北古文書研究会 毎月第1･3木曜日 10:00～12:00 仙北ふれあい文化センター仙北公民館

百人一首

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
のびのび百人一首サー
クル

毎月第3日曜日 13:30～16:30 はぴねす大仙 はぴねす大仙

読み聞かせ・朗読

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 おはなしの会 5月～12月 随時 大曲図書館ほか 大曲図書館

2
ブックスタートボラン
ティア

月1回 13:30～16:00 健康福祉会館 大曲図書館

3 大曲朗読の会 毎月第1･3土曜日 9:30～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

4
お話ボランティア
そよかぜ

毎月第4土曜日 10:00～11:00 西仙北図書館 西仙北図書館

5
図書館ボランティア
「ふきのとう」

毎月第3土曜日 10:00～11:00 協和図書館 協和図書館

6
図書館ボランティア
「そよかぜ」

毎月第2土曜日 10:30～11:00 ほ
か随時

仙北図書館 仙北図書館

7
お話ボランティア
「いろりの会」

年1回 小学校　他 太田公民館

茶道

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 裏千家　茶道教室
毎月第1･2･3火曜日 10:00～
12:00

花館公民館　 花館公民館

2 茶道教室 毎月第2木曜日 9:00～12:00 大川西根公民館 大川西根公民館

3 茶道裏千家同好会
毎週水曜日 9:30～13:00、16:00
～20:00

南外公民館 南外公民館

4 一華会 随時 随所 南外公民館

5 茶道宗徧流　櫻田社中 随時 随所 仙北公民館
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園芸・アートフラワー

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 ベルクレイフラワー
毎月第1月曜日　9：30～16：00
第1か2水曜日

はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

2 フラワーサークル香恵 毎週木曜日 10:00～16:30 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

3 フラワーポット
毎週水曜日14:00～15:30・17:30
～19:00

はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

4
フラワ－アレンジメン
ト香恵

毎週水曜日 10:00～18:00 かみおか嶽雄館
活動時間に直接お越
しください

5 茶話会(アートフラワー)毎月1回水曜日　10:00～16:00 中仙公民館長野公民館中仙公民館長野公民館

6
協和フラワーアレンジ
メントクラブ

毎月第4月曜日 18:00～20:00 協和市民センター 協和公民館

7 美優フラワー 毎週火曜日 14:00～20:00 協和市民センター 協和公民館

8 仙北皐月同好会 不定期 随所 仙北公民館

9 仙北盆栽同好会 不定期 随所 仙北公民館

10 おおた花の会 随時 随所 太田公民館

華道（生け花）

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
生け花（池の坊）サー
クル

毎月第1･3水曜日 10:00～12:00 角間川公民館 角間川公民館

2 草月流
毎月第2月曜日・第4水曜日
　14：00～16：00

サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

3 生花親栄会 毎月最終土曜日 9:00～12:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

4 生け花教室 毎月第1木曜日 18:00～21:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

5 仙北華道連盟 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

6 生け花同好会 毎月第2･4土曜日 13:30～ 太田文化プラザ 太田公民館

手芸

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 手芸の会 毎週木曜日 10:00～15:30 花館公民館 花館公民館

2 手芸教室 毎月第3木曜日 9:00～14:00 大川西根公民館
活動時間に直接お越
しください

3 ゆっくりパッチワーク 毎月第1･3土曜日 10:00～16:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4 水曜パッチワーク 毎月第1･3水曜日 10:00～15:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

5 てまりサークル 毎月第3金曜日 10:00～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

6 クラフトバンド 毎月第2･4金曜日 13:00～16:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

7 飾り花結びサークル 毎月第1･3火曜日 13:30～15:30 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

8 手編みサークル 毎月第1･3木曜日 9:30～11:30 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

9 キルトF'sクラブ 毎月第1･4水曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

10 飾り花結び教室 月2回 13:00～15:00 中仙公民館 中仙公民館
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11 編物同好会
1月～3月（毎週月曜日）9:00～
16:00

中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

14 手芸教室
1月～3月(6回)火曜日 10:00～
15:00

中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

15 クラフト教室 毎月第1･3水曜日 9:30～15:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

16 手芸同好会 毎月第2･4水曜日 9:30～15:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

17
南外パッチワークグ
ループ

月1回 9:00～15:30 南外公民館 南外公民館

18 はんどめいどみずほ 毎週火･木曜日 9:00～17:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

19 遊布の会 毎月1回土曜日　10:00～16:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

20 パッチワーク倶楽部 冬期間随時 太田文化プラザ 太田公民館

21 編み物同好会 冬期間随時 随所 太田公民館

和裁

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 和裁サークル 毎週金曜日 9:30～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

グラスアート

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 グラスアート 毎月第1日曜日 9:30～16:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

七宝焼

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 西仙北七宝焼同好会 毎月第1･3金曜日 9:30～15:30 刈和野地区公民館 大綱交流館

2 七宝焼同好会 月1回（月曜日）9:00～16:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

粘土工芸

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
デコクレイクラフト教
室

毎月第２土曜日 9:30～15:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

料理

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
料理教室キッチンフレ
ンド

4月～3月（年10回） 内小友公民館
活動時間に直接お越
しください

2 料理サークル 毎月第2月曜日 9:00～13:00 藤木公民館 藤木公民館

12
クラフト愛好会「ひと
やすみ」

毎週水曜日11:00～15：30
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

クラフト手芸サークル
11月～3月(毎週水曜日)9:30～
15:00

中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館13
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3 角間川料理サークル
毎月第3火曜日（8月,1月は休
み）9:30～13:30

角間川公民館 角間川公民館

4 レタスクラブ 毎月第3水曜日 17:30～20:30 はぴねす大仙 はぴねす大仙

着付け

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 着付けサークル 月2回 13:00～15:00 中仙公民館 中仙公民館

手話

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大曲仙北手話研究会 毎週金曜日 19:00～21:00 大曲交流センター
活動時間に直接お越
しください

2 手話サークル「さわやか」 月１回 第4木曜日 10:00～12:00 大綱交流館 大綱交流館

民謡

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 秋田民謡同小田嶋会 毎月第1･3火曜日 19:00～21:00 角間川公民館 角間川公民館

2
みどりの会（大人の
部）

毎週木曜日 13:00～16:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

3 西仙北民謡同好会 毎月第2･4火曜日 9:00～16:00 大綱交流館 大綱交流館

4 大仙市強首民謡研修会 毎月第1･3日曜日 13:00～17:00 強首地区公民館 大綱交流館

5 中仙民謡研究会 毎月第2･4金曜日 19:00～21:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

6
秋田民謡小田島会協和
支部

毎月第1･3木曜日 17:30～20:00 協和市民センター 協和公民館

7 南外民謡保存会 毎月第2・4土曜日 19:00～21:00 南外公民館 南外公民館

8 南外釜坂おけさ会 毎週水曜日 19:00～21:00
南外農林業者創作研
修センター

南外公民館

9 仙北民謡同好会 不定期（日曜日）午後
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

10 太田町民謡同好会 毎月第1･3月曜日 19:00～21:00 太田文化プラザ 太田公民館

大正琴

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大正琴花かげ会大曲教室毎月第1･3金曜日 9:30～13:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

2
木村流大正琴愛琴会
（刈和野地域）

毎月第2･4月曜日 13:30～15:30
毎月第2･4木曜日 13:30～15:30

刈和野地区公民館 刈和野地区公民館

3
琴城流大正琴ローズの
会

毎週木曜日 13:00～15:00 中仙公民館 中仙公民館

4 大正琴教室 毎月第2･4水曜日　13:00～15:30 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

5 豊川大正琴同好会 毎週金曜日 9:00～11:00 中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

6 琴伝流協友会 月1～2回 10:00～15:00
上淀川会館エコハウ
ス

協和公民館
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民舞踊

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 歌子会 毎週木曜日 13:00～16:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

2 踊り同好会 毎週火・木曜日 10:00～17:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

3 芙路凰会 毎週月曜日　9:00～12:00 中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館

4 あや竹会 毎週水曜日 13:00～16:00 協和市民センター 協和公民館

5 大仙市仙北踊り連盟 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

6 若月流 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

7 新日本舞踊　愛扇流 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

8 若泉流 月3・4回 12:00～16:30
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

新舞踊

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 百蓮会（よさこい） 毎週金曜日 19:00～21:00 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

2 煌姫神（よさこい） 毎週火･木曜日 19:00～21:00 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

3 好友会 毎週火曜日 13:00～15:00 角間川公民館 角間川公民館

4 三門舞踊同好会 随時 角間川公民館 角間川公民館

5 新舞踊 鈴若流 毎週水曜日 10:00～17:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

6
若杉みどり新日本舞踊
教室

毎週水曜日 13:30～16:30、
17:00～21:00

中仙公民館 中仙公民館

7 朗の会 週1回（1時間） 講師宅 南外公民館

8 ジュネス会 随時 随所 南外公民館

9 翔舞会 冬期間随時 講師宅 太田公民館

10 椿の会 毎週日曜日 19:00～21:00 北部センター 太田公民館

日本舞踊

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 藤扇会（日本舞踊） 毎週土曜日 10：30～11:30 角間川公民館 角間川公民館

2 創作舞踊 はぴねの集い 毎月第1・3金曜日 13:00～16:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

3
桜秀心舞（よさこい練
習）

毎週月・木曜日 19:00～21:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

4 よさこい愛好会 毎週水曜日 19:00～21:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

5 藤友会(太田教室） 毎週火･土･日曜日 13:30～ 講師宅、他 太田公民館
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民俗芸能

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大曲太鼓道場 毎週木曜日 19:00～21:00 大曲交流センター
活動時間に直接お越
しください

2 椒沢番楽保存会 随時 椒沢集落 大綱交流館

3 堀見内ささら保存会 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

4 仙北太鼓
毎週水曜日ほか不定期 18:00～
21:00

高梨小学校 仙北公民館

5 蘭導 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

6 東今泉八幡太鼓 毎週月･木曜日 19:00～21:00
太田生活改善セン
ター

太田公民館

7 国見ささら保存会 随時 扇畑会館 太田公民館

8 横沢ささら保存会 随時 横沢会館 太田公民館

詩吟

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大曲・曲南詩吟教室 毎週木曜日 13:30～15:30 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

2 苅柴吟詠会 毎月第2･4土曜日 13:00～15:00
西仙北高齢者ふれあ
いセンター

大綱交流館

3 南外詩吟同好会 随時 随所 南外公民館

歌謡

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
心の歌謡（通う）サー
クル

毎月第2金曜日 13:30～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2
西仙北カラオケを楽し
む会

毎月第2日曜日
西仙北スポーツセン
ター

大綱交流館

3 歌の愛好会 毎週月曜日 9:00～12:00 強首地区公民館 強首地区公民館

4 鑓見内カラオケ同好会 毎月第2･4水曜日 19:00～21:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

5
せんぼくふれあいカラ
オケ愛好会

随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

6 令和のかぜ 随時
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

コーラス・合唱

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 コールノーヴァ 毎週水曜日 19:00～21:00 大曲中央公民館 大曲中央公民館

2 コ－ルアミ－チ神岡 毎週火曜日 13:30～14:30 神岡福祉センタ－ 神岡中央公民館

3 コールプラムス西仙 毎週水曜日 13:30～15:30 刈和野地区公民館 大綱交流館

4 コーラス虹の会 毎月第1･3火曜日 10:00～12:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

5 コーラス白鳥の会 毎月第2･4木曜日 19:30～21:00 中仙公民館鴬野分館 中仙公民館鴬野分館

6 童謡クラブ・ひまわり 毎月第4木曜日13：00～15：30 中仙公民館 中仙公民館
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7 ボーチェ・ブーケ 月2回 協和市民センター 協和公民館

8 コール更紗 毎週水曜日 19:00～21:00 協和市民センター 協和公民館

9 協和コーラス  毎月第2･4火曜日 10:00～12:00 協和公民館淀川分館 協和公民館

10 あじさいコーラス 不定期（金曜日） 19:00～21:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

11 あかまつコーラス 毎週月曜日 19:00～21:00
太田文化プラザ　ほ
か

太田公民館

楽器演奏

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 ピアノ教室 毎週木・金曜日 15:00～18:00 内小友公民館 内小友公民館

2 ピアノサークル 毎週金曜日 9:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

3 大曲ハーモニカクラブ 毎週土曜日 10:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4
オカリナサークル“コ
スモス”

第1･3土曜日 10:30～15:00 大仙市音楽交流館
活動時間に直接お越
しください

5 中仙器楽クラブ 毎週木曜日 17:30～20:00 中仙公民館 中仙公民館

6
中仙アコースティック
ギター

随時 中仙公民館 山手　昌行

7 竹修会 月3回（水曜日）19:00～21:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

吹奏楽

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大曲吹奏楽団 毎週水･土曜日 19:00～21:00 大曲交流センター
活動時間に直接お越しく
ださい

2 仙北吹奏楽団 毎週火･木曜日 19:00～21:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

3
ふれあいウィンドオー
ケストラダイナミック
ス

毎週月･木･土曜日 19:00～21:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

4 史跡の郷　音楽クラブ 月2回土曜日 午後
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

マーチング

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 Sensational-ZIP
毎週火･木曜日 18:00～21:00
隔週日曜日 9:00～17:00

大仙市音楽交流館 神岡中央公民館

囲碁

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 囲碁同好会 毎週日曜日 13:00～ 花館公民館 花館公民館

2 囲碁愛好会 毎月第2木曜日 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

3 大曲南囲碁同好会 毎週水･土曜日 13:30～16:00 角間川公民館 角間川公民館

4 星友会（囲碁） 毎週火曜日 13:00～17:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

5 初心者囲碁教室 毎週土曜日 13:00～17:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください
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6 西仙北囲碁同好会 毎月第2日曜日 9:00～17:00 大綱交流館 大綱交流館

7 ふれ文囲碁同好会 毎週土曜日 12:30～17:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

8 囲碁同好会 随時 太田文化プラザ 太田公民館

将棋

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 大仙仙北将棋クラブ 毎月第2日曜日 9:00～16:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

2 西仙北将棋同好会 毎月第1･3土曜日 13:00～17:00 大綱交流館 大綱交流館

麻雀

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 雀の会 毎週木曜日 13:00～16:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

写真

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 写友「嶽」 月1回（不定期） かみおか嶽雄館 神岡中央公民館

2 写真同好会 随時
仙北ふれあい文化セ
ンターほか

仙北公民館

外国語・語学

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
チャッティング・クラ
ブ

毎月第2･3火曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

ボランティア

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 宅配ボランティア
随時（高齢者等への本の宅配ボ
ランティア）

大曲図書館 大曲図書館

2 施設ボランティア
毎月第2･4金曜日 9:30～11:00
（図書館での書架の整理等）

大曲図書館 大曲図書館

3 声のサークル　蓄音館 月2回（声の広報作成等）
いきいきサロンえみ
のくち

大仙市社会福祉協議
会（大曲支所）

4
ふれあいほっとルーム
「虹」

毎月第2･4金曜日 9:30～11:30 随所 太田公民館

5
旧池田氏庭園公開活用
市民ボランティア

公開期間中随時 随所 文化財課

絵手紙

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 絵手紙教室 毎月第3月曜日 13:30～15:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2 絵手紙サークル 毎月第2日曜日 10:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

19



3 絵手紙サークル 一絵
毎月第2火曜日･第4土曜日 9:30
～12:00

協和市民センター 協和公民館

その他

№ サークル（同好会）名 活動日時・内容 活動場所 問い合わせ先

1 一灯会 毎月第4土曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

2 ＰＣサークル
毎週木曜日 9:00～12:00（パソ
コン）

はなび・アム
活動時間に直接お越
しください

3 大仙仙北切手趣味の会 毎月第3日曜日 13:00～15:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お越
しください

4
ＮＰＯ法人すこやかサ
ポートにしせん

子ども体験教室（夏・秋・冬休
み期間）
パソコン教室

西仙北小学校
西仙北高齢者ふれあ
いセンター

ＮＰＯ法人すこやかサ

ポートにしせん事務所

080-5552-5072

5
すこやかサポートにし
せん

7:00～19:00（長期休み保育）
7:30～17:00（土曜日）季節の行
事

西仙北児童クラブ
（西仙北小学校敷地
内）

活動時間に直接お越
しください

6 表装教室 随時 中仙公民館 中仙公民館

7 成人研修会 随時 中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

8 秋田相撲甚句会仙北教室月１回　13:00～16:00
仙北ふれあい文化セ
ンターほか

仙北公民館
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テニス・ミニテニス・ソフトテニス

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 ミニテニスサ－クル 毎週金曜日 19:00～21:00 花館公民館 花館公民館

2 大曲ＳＱＣ 毎週金曜日 9：00～12：30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

3 大曲ミニテニスクラブ 毎週水曜日 9:00～12:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

4
STAR　MINE(ミニテニ
ス）

毎週水曜日 18:30～21:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

5 コスモステニスクラブ 毎週火曜日 19:00～21:00 神岡テニスコート
神岡中央公民館
大仙スポーツクラブ

6
ゴニットソフトテニス
クラブ

毎週金曜日 10:00～12:00 ふれあい体育館
活動時間に直接お
越しください

7 太田テニスクラブ 不定期　19:00～21:00
(春～秋)太田テニス
コート
(冬)太田体育館

おおたスポーツク
ラブ

8 ソフトテニス教室
11月～3月
毎週火曜日13：00～15：00

大曲体育館
活動時間に直接お
越しください

バレーボール・ソフトバレーボール

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 ラフ・バレー 毎週木曜日 19:00～21:00 大川西根公民館 大川西根公民館

2
ママさんバレーボール
同好会（藤木クラブ）

毎週火･金曜日 19:00～21:00 藤木公民館 藤木公民館

3 バレーボール同好会 毎週月曜日（随時）19:00～21:00 藤木公民館 藤木公民館

4 シルバーバレー同好会 毎週月曜日 13:00～16:00 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

5 ８人制バレーボール同好会
（ソフトバレーボール）

毎週金曜日 14:00～16:00 角間川公民館 角間川公民館

6
角間川バレーボールク
ラブ

毎週木曜日 19:00～21:00 角間川公民館 角間川公民館

7 大曲シルビア 毎週水曜日 19:00～21:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

8
サン・バレーボールク
ラブ

毎週土曜日 9:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

9 大曲ウイングスＪr 毎週水曜日 16:30～18:50 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

10 大仙ＳＶＳ 毎週月曜日 19:00～21:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

11 みつばサークル 毎週火曜日10：00～12：00 大曲体育館
活動時間に直接お
越しください

12 神岡あじさい 毎週水曜日 19:30～21:00 神岡小学校体育館
神岡中央公民館
大仙スポーツクラブ

13
中仙さくら（バレー
ボール)

毎週金曜日 19:00～21:00
中仙農業者トレーニ
ングセンター

中仙公民館長野分館

14
ソフトバレーボールク
ラブ

毎週土曜日 13:00～16:00
中仙農業者トレーニ
ングセンター

中仙公民館長野分館

15
家庭バレーボール同好
会

毎週月･金曜日 9:00～12:00
清水コミュニティセ
ンター体育館

中仙公民館清水分館

16 豊岡フレンズ 毎週木曜日 19:00～21:00 サンビレッジ中仙 中仙公民館豊岡分館

17
ドリーム南外バレー部
（老人クラブ）

毎週日･木曜日 13:30～17:00
南小学区コミュニ
ティセンター

南外公民館

18 南外木曜クラブ 毎週月･木曜日 19:00～21:00
南小学区コミュニ
ティセンター

南外公民館

スポーツサークル
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19
仙北８人制バレーボー
ル同好会

毎週月･木曜日 9:00～12:00 ふれあい体育館
せんぼくスポーツ
クラブ

20
仙北ソフトバレーボー
ルクラブ

毎週金曜日 19:00～21:00 ふれあい体育館
せんぼくスポーツ
クラブ

21
仙北家庭婦人バレー
ボール

毎週木曜日 19:00～21:00
11月から3月まで毎週金曜日 19:00～21:00 ふれあい体育館

せんぼくスポーツ
クラブ

22
太田町高齢者バレー愛
好会

毎週火･木曜日 13:00～15:30 大仙市太田体育館
おおたスポーツク
ラブ

23
太田町ママさんバレー
ボール連盟

毎週木曜日 20:00～21:00 大仙市太田体育館
おおたスポーツク
ラブ

24 仙北友遊クラブ 毎週金曜日 13:00～16:00 ふれあい体育館
せんぼくスポーツ
クラブ

バスケットボール

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
神岡バスケットボール
クラブ

毎週火曜日 19:00～21:00 平和中学校体育館
活動時間に直接お
越しください

2
西仙北バスケットボー
ル協会

毎週金曜日 19:00～21:00 西仙北中学校 大綱交流館

3
ミニバスケットボール
教室

毎月2回火曜日 17:30～20:30
中仙農業者トレーニ
ングセンター

中仙公民館長野分館
中仙スポーツクラブ

4 中仙ミラーズ 毎週月・水・金　18:00～21:00 サンビレッジ中仙
活動時間に直接お
越しください

5
豊成ジュニアバスケッ
トボール

毎週火・木・土曜日 18:30～21:00 サンビレッジ中仙
活動時間に直接お
越しください

フットサル

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 花館サッカースポ少
冬期間（11月～3月）
毎週土曜日、第1･3日曜日 9:00～
13:00

はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

2 Ｓ－ＣＬＵＢ 毎月第2･4･5月曜日 19:00～21:00 花館公民館 花館公民館

バドミントン

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 バドミントン同好会 毎月第1･2火曜日 19:00～21:00 花館公民館 花館公民館

2
内小友バドミントン同
好会

毎週水曜日 19:00～21:00 内小友公民館 内小友公民館

3 大曲バドスピリッツ 毎週土曜日 13:00～20:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4
大曲バドスピリッツス
ポ少

毎週月曜日、第2･4日曜日 18:00～
21:00

はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

5 バドミントン同好会
毎週月曜日、冬期間（11月～3月）は毎
週月・金曜日 13:00～16:00

はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

6 シャトルメッツ 毎週木曜日 10:00～12:00 大曲体育館
活動時間に直接お
越しください

7 華々レディース 毎週火曜日10：00～12：00 大曲体育館
活動時間に直接お
越しください

8
神岡バドミントンサー
クル

毎週火･金曜日 19:00～21:00 平和中学校体育館
活動時間に直接お
越しください

9
西仙北バドミントンク
ラブ

毎週木曜日 19:00～21:00
西仙北スポーツセン
ター

西仙北スポーツセ
ンター

10 バドミントンクラブ 毎週水･土曜日 19:00～21:00 八乙女交流センター 中仙公民館

11
北中荒井バトミントン
クラブ

毎週水曜日 20:00～21:00 サンビレッジ中仙 中仙公民館豊岡分館

12
太田町バドミントン協
会

毎週火曜日 19:00～21:00 太田体育館
おおたスポーツク
ラブ
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卓球

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 ラージボール同好会 毎週水曜日 10:00～12:00 内小友公民館 内小友公民館

2 西山ピンポンクラブ 毎週土曜日 19:00～21:00 大川西根公民館 大川西根公民館

3
ラージボール卓球同好
会

毎週土曜日 13:30～16:00 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館

4 角間川卓球同好会 毎週月曜日 19:00～21:00 角間川公民館 角間川公民館

5 卓球サークル 毎週月曜日 13:00～16:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

6 ラージボール卓球 毎週水曜日 10:00～12:00 大曲体育館
活動時間に直接お
越しください

7 卓球サークル 毎週金曜日 10:00～12:00 大曲体育館
活動時間に直接お
越しください

8 大仙ジュニア卓球 毎週火曜日 19:00～21:00 大曲交流センター
活動時間に直接お
越しください

9 神岡卓球クラブ
毎週火・木・金曜日 10：00～12:00
毎週水・土・日曜日 13：30～16：00

神岡体育館
北楢岡公民館

神岡中央公民館
大仙スポーツクラブ

10 西仙卓球クラブ 毎週月･火･木･金・土曜日
西仙北スポーツセン
ター
大沢郷地区公民館

西仙北スポーツセン
ター
大沢郷地区公民館

11 長野卓球同好会 毎週月曜日 19:00～21:00
農業者トレーニング
センター

中仙公民館長野分館
中仙スポーツクラブ

12
ラージボール卓球同好
会

毎週火曜日 19:30～21:00
清水コミュニティセ
ンター

中仙公民館清水分館

13 清水スポ小卓球教室 毎週土曜日 19:00～21:00
清水コミュニティセ
ンター

中仙公民館清水分館

14 豊成卓球教室 毎週月･水･金 16:30～17:00 サンビレッジ中仙 中仙公民館豊岡分館

15 ラージボール卓球教室 毎週火曜日 10:00～12:00
サン・スポーツラン
ド協和体育館

大仙協和スポーツ
クラブ事務局

16 南外卓球愛好会 毎週月・水・土曜日　9:30～12:00
南小学区コミュニ
ティセンター

南外公民館

空手

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
大曲南空手道スポーツ
少年団

毎週金曜日 18:00～20:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2 実戦空手道武心会大曲 毎週月･水曜日 18:30～20:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

3
大曲空手道スポーツ少
年団

毎週水曜日 18:30～20：30 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

4 空手教室 毎週土曜日 16:00～18:00 内小友公民館 内小友公民館

5
中仙空手道スポーツ少
年団

毎週月･木曜日 19:00～20:30
農業者トレーニング
センター

中仙公民館長野分館

6 太田町空手道連盟 毎週火･木曜日 19:00～21:00
太田体育館、太田生
活改善センター

おおたスポーツク
ラブ

7
太田秀心館空手道ス
ポーツ少年団

毎週火･木曜日 19:00～21:00
太田体育館、太田生
活改善センター

おおたスポーツク
ラブ

剣道・居合道

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 剣友会 毎週木･土曜日 19:00～21：00 角間川剣道場 角間川公民館
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太極拳

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

2 太極拳かくまがわ 月3回（金曜日）9:30～11:30 角間川公民館 角間川公民館

3 大曲太極拳 同好会 毎週月曜日 10:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4 大曲太極拳 飛翔会 毎週木曜日 10:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

5 大曲太極拳 剣美会 毎月第1～４水曜日 10:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

毎月第1・3月曜日 19:00～21:00

毎週金曜日 19:00～21:00

7 大曲武術太極拳協会
毎週火曜日（4月～10月）13：00～
15：00

はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

8 刈和野太極拳同好会
毎週月曜日 13:30～16:00
毎週木曜日 18:30～20:00

大綱交流館 大綱交流館

登山

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 西山を歩こう会 年４回 西山 大川西根公民館

2 大曲山彦会 毎月第1金曜日 19:00～21:00 日の出児童館
活動時間にお越し
ください

3
山ぼうしの会（南外登
山同好会）

4月～10月 随所 南外公民館

体操

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 花館地区さわやか教室 毎週水曜日 13:30～15:00 花館公民館 花館公民館

2
内小友さわやかサーク
ル

毎月第2･4水曜日 13:30～15:00 内小友公民館 内小友公民館

3 悠・悠健康教室 毎週水曜日 13:30～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4 小西バレエ教室 毎月第1～４金曜日　17:30～20:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

5 新日本婦人の会 毎週月曜日 19:30～21:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

6 なでしこサークル 毎週月曜日 13:30～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

7 ダンディストレッチ 毎週木曜日 13:30～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

8
サンクエストシニアく
らぶ

毎月第1･3月曜日 9:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

9 小西バレエ教室 毎月第1～4月曜日 18:00～20:40 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

10 やさしい養生功 毎週月曜日 9:30～12:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

11
新日本婦人の会（ゆっ
くり体操）

毎月第2･4火曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お
越しください

12 イエローソックス 毎月第2･4水曜日 10:00～12:00 はなび・アム
活動時間に直接お
越しください

13 健康体操同好会 毎週木曜日 9:30～11:00 強首地区公民館 強首地区公民館

14 さわやか教室（体操） 毎週月曜日13:30～15:00 強首地区公民館 強首地区公民館

大曲太極拳 剣友会 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲6
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15 しなやかウエーブ体操 毎週金曜日 10:30～12:00 中仙公民館 中仙公民館

16 健康運動教室 毎週金曜日 19:00～21:00 中仙公民館 中仙公民館

17 はつらつ教室 第2･4月曜日　13:00～15:00 中仙公民館長野分館 中仙公民館長野分館

18
さわやかサークル（体
操）

第1･3水曜日　13:30～15:00 中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

19
南外いきいきサークル
（体操）

毎週金曜日　10:00～11:30 ぬくもりの郷 南外公民館

20
南外さわやかサークル
（体操）

毎週水曜日　13:30～15:00
南小学区コミュニ
ティセンター

南外公民館

21 健康教室（体操） 月4回　　　 10:00～12:00
太田生活改善セン
ター

おおたスポーツク
ラブ

３Ｂ体操

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 ３Ｂ体操 毎週水曜日 10:00～11:30 藤木公民館 藤木公民館

2 ３Ｂ体操 毎月3回 月曜日 13:30～15:00 角間川公民館 角間川公民館

3 ３Ｂサンサン 毎週月曜日 13:00～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4 ３Ｂサンクエスト 毎週金曜日 13:30～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

5 ３Ｂひまわり 毎週木曜日 19:00～20:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

6 いきいき３Ｂ体操 毎週水曜日 19:00～20:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

7 はつらつ体操 毎週木曜日 10:00～11:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

8 ３Ｂ女子会 毎月第2･4金曜日 10:00～11：30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

9 ３Ｂ体操さくら会 毎週月曜日 19:00～20:30 はぴねす大仙 はぴねす大仙

10 ３Ｂ親子体操教室 毎月第2･4日曜日 10:00～12：00 はぴねす大仙 はぴねす大仙

11 かみおか３Ｂ体操 毎週水曜日 10:00～12:00 かみおか嶽雄館道場 神岡中央公民館

12 ３Ｂ体操 毎週火曜日 13:30～15:00
サン・スポーツラン
ド協和体育館

大仙協和スポーツ
クラブ事務局

13 ３Ｂ体操 毎週火曜日 14:00～15:30
太田生活改善セン
ター

おおたスポーツク
ラブ

ゴルフ

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 南外ゴルフクラブ 年1回（コンペ開催） 大仙市民ＧＣ 南外公民館

グラウンド・ゴルフ

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 グラウンド・ゴルフ同好会
毎週火曜日 14:00～

雄物川河川敷花館運動場 花館公民館

2
グラウンド・ゴルフ同
好会

毎週日曜日 13:30～15:30
総合運動公園多目的広場
ほか
冬期間：内小友公民館

内小友公民館

3
グラウンド・ゴルフ同
好会

毎週火･金曜日 9:00～12:00

河川敷グラウンド・ゴル
フ場
冬期間：大川西根公民館
体育館

大川西根公民館
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4
グラウンド・ゴルフ同
好会

毎週木曜日 9:30～12:00
藤木運動広場
冬期間:藤木公民館

藤木公民館

5
四ツ屋地区グラウンド
ゴルフ愛好会

年13回 13:00～16:00
玉川河川敷グラウンド
中川原運動公園
冬期間：四ツ屋公民館

四ツ屋公民館

6
角間川グラウンド・ゴ
ルフ同好会

毎週月曜日 9:00～11:00
冬期間：毎週水曜日 13:00～15:00

親水公園
冬期間：角間川公民館

角間川公民館

7 神岡ＧＧ嶽友クラブ 毎週火･金曜日 13:00～15:00
中川原グラウンド
冬期間：嶽ド－ム

神岡中央公民館
大仙スポーツクラブ

8
大沢郷グラウンド・ゴ
ルフ愛好会

毎週月･木･金曜日 9:00～12:00
年５回大会開催

夏期間:西仙北緑地運動
広場
冬期間:大沢郷地区公民
館

大沢郷地区公民館

9
強首地区ＧＧ連絡協議
会

不定期 西仙北緑地運動広場 大綱交流館

10 寺館ＧＧ同好会 毎週月･水･金曜日 9:00～12:00 西仙北緑地運動広場 大綱交流館

11 西仙北ＧＧ同好会 毎週火曜日　9：00～12：00 西仙北緑地運動広場 大綱交流館

12 グラウンドゴルフ教室 月2回（水曜日）9:00～11:00 ドンパン広場
中仙公民館
中仙スポーツクラブ

13
鴬野グランドゴルフ同
好会

毎週火・金　9:00～12:00
中仙公民館鴬野分館
運動場
冬期間　体育館

中仙公民館鴬野分館

14
長野体力作り会(グラウ
ンド・ゴルフ）

毎月第1･3･5火曜日（冬期毎月1・
3・5火曜日）13:30～15:30

中仙公民館長野分館
冬期間：農業者ト
レーニングセンター

中仙公民館長野分館

15
枝郷グラウンド・ゴル
フ同好会

冬期間：毎週日曜日 9:00～12:00
冬期間：農業者ト
レーニングセンター

中仙公民館長野分館

16
グラウンド・ゴルフ愛
好会

毎週金曜日 9:00～12:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内
分館

17 清水ＧＧ同好会
4月～3月毎週水･土曜日 9:00～
12:00

中仙公民館清水分館 中仙公民館清水分館

18
グラウンド・ゴルフ同
好会

冬期間：毎週日曜日 9:00～16:00
中仙公民館豊川分館
冬期間：体育館

中仙公民館豊川分館

19
グラウンド・ゴルフ同
好会

毎週水曜日 9:00～12:00
旧豊岡小グラウンド
冬期間：サン・ビレッジ
中仙

中仙公民館豊岡分館

20
協和グラウンド・ゴル
フ協会

不定期 米ヶ森ほか 協和公民館

21
南外グラウンドゴルフ
愛好会

随時
南外グラウンドゴルフ場
冬期間：嶽ドーム

南外公民館

22
仙北地区健康スポーツ
協会

月曜日～金曜日　月例会月１回
仙北健康広場
雨天時・冬期間は屋外
ゲートボール場

せんぼくスポーツ
クラブ

23
太田町グラウンド・ゴ
ルフ協会

不定期 太田奥羽ＧＧ場
おおたスポーツク
ラブ

ゲートボール

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
長野ゲートボール同好
会

毎週月・木曜日 8:30～12:00
中仙公民館長野分館
冬期間：農業者ト
レーニングセンター

中仙公民館長野分館

2 豊川ゲートボール同好会毎週火･金曜日 9:00～12:00
中仙公民館豊川分館
冬期間：体育館

中仙公民館豊川分館

3 協和ゲートボール協会 不定期 樹パルほか 協和公民館

4 南外ゲートボール協会 毎週月･金曜日 13:30～16:00
南小学区コミュニ
ティセンター

南外公民館

5
太田町ゲートボール協
会

不定期 太田多目的運動広場
おおたスポーツク
ラブ
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スキー

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 スキークラブ西仙 不定期 県内各地のスキー場 大綱交流館

2 南外スキークラブ 11月～3月 県内各地のスキー場 南外公民館

ダンス

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1
La Passion(ズンバゴー
ルド）

毎週火曜日 11:00～12:00
毎週木曜日 10:00～11:00

はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

2
La Passion(ポルド　ブ
ラ）

毎週火曜日　10:00～11：00
毎月最終金曜日　19:15～20:30

はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

3 VIVA! ポンポン 毎月第1・3土曜日　10:30～12：00 はぴねす大仙 はぴねす大仙

4
大曲フォークダンス
サークル

毎週火曜日 13:00～15:00 はなび・アム
活動時間に直接お
越しください

5 成人ダンス同好会 毎週土曜日 19:00～21:00 はなび・アム
活動時間に直接お
越しください

6
西仙レクダンスサーク
ル

毎月第2･4日曜日 9:30～12:00
毎週木曜日 19:00～21:00

大綱交流館 大綱交流館

7 社交ダンスサークル 月2回（木曜日）13:30～15:00 土川地区公民館 大綱交流館

8 サークルＫＥＮＫＯ 毎週土曜日 19:00～21:00 中仙公民館 中仙公民館

9
ボールルームダンス中
仙

毎週木曜日 19:00～21:00 中仙公民館 中仙公民館

10
キッズダンス(カリー
ノ)

毎週水・金曜日 19:00～21:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

11 キッズダンス(ルーア) 毎週木曜日 19:00～21:00
中仙公民館鑓見内分
館

中仙公民館鑓見内分
館

12 ストリートダンス 毎週火・水・金曜日 19:30～20:30 中仙公民館豊川分館 中仙公民館豊川分館

13
フラワームーン(ダン
ス）

毎週木曜日 18:00～20:00 中仙公民館豊岡分館 中仙公民館豊岡分館

14 ネオビート協和 毎週火・金曜日 19:00～21:00 協和市民センター 協和公民館

15 フラワーステップ 毎週火曜日 10:00～12:00 協和市民センター 協和公民館

16 モダンダンス研究会 毎週水曜日 19:30～21:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

17
ふれあいフォークダン
スサークル

毎月第1･3月曜日 13:30～15:00
仙北ふれあい文化セ
ンター

仙北公民館

18
トパーズダンスサーク
ル

毎週火曜日 19:00～21:00 太田文化プラザ 太田公民館

19 iLL STUDIO
ストリートダンス大曲スクール

毎週金曜日　18:00～21:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

フラダンス

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 フラダンスサークル 不定期 18:00～20:00 花館公民館 花館公民館

2
フラサークル｢プアナ
ニ｣

毎月第2･4月曜日 10:00～11:30 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

3 フラサークル｢モアニ｣ 毎月第2･4月曜日 18:00～20:45 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

4
フラサークル｢アカア
カ｣

毎月第2･4水曜日 13:00～15:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

5 カ・フラ・レオマナ 毎月第1･3火曜日 17:00～20:30 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください
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6 フラサークル マハロ 第1･2･3･4火曜日　10：15～12：00 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

7
フラサ－クル「マリヒ
ニ・フラ」

毎週木曜日 14:00～16:00 北楢岡公民館
活動時間に直接お
越しください

ヨーガ

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 fit yoga 毎週月曜日 10:30～11:45 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

2 ヨーガサークル 毎週金曜日 10:00～12:00 大曲交流センター
活動時間に直接お
越しください

3 yoga e-te-ni-ho 不定期 かみおか嶽雄館道場 神岡中央公民館

4 ヨガ教室 毎週木曜日 19:30～20:45 協和市民センター
大仙協和スポーツ
クラブ事務局

気功

№ サークル（同好会）名 活動日時 活動場所 問い合わせ先

1 気功教室 毎週水曜日 10:00～12:00 中仙公民館 中仙公民館

その他

№ サークル（同好会）名 活動日時・内容 活動場所 問い合わせ先

1 藤木さわやかサークル 毎週金曜日 13:00～15:00 藤木公民館 藤木公民館

2
ユニホックスチーム
ブリックス

毎週火曜日 19:00～21:00 角間川公民館 角間川公民館

3
角間川さわやかサーク
ル

毎週水曜日 13:30～15:00 角間川公民館 角間川公民館

4
ドラゴンジム大仙（ム
エタイジム）

毎週金曜日 19:00～21:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

5 大仙吹き矢倶楽部 毎週水曜日　10:00～12:00 サンクエスト大曲 サンクエスト大曲

6 大仙吹き矢俱楽部 毎週木曜日 13:00～16:00 はぴねす大仙
活動時間に直接お
越しください

7
カポエイラ　ヘジョナ
ル

 毎週水曜日　18:00～21:00 かみおか嶽雄館道場 神岡中央公民館

8 西仙さわやかサークル 毎週金曜日 9:30～11:30
西仙北スポーツセン
ター

西仙北スポーツセ
ンター

9
スマイルボウリング同
好会

毎週月･水･金曜日 9:00～11:30 旧南外西小学校 南外公民館

10
だいせんふれあい吹き
矢クラブ

毎週水曜日 9:00～11:00 ふれあい体育館
せんぼくスポーツ
クラブ

11 はつらつ会 毎月第2水曜日 13:30～15：30 大川西根公民館 大川西根公民館

※スポーツ少年団・体育協会については、大曲スポーツクラブ（大曲体育館内）
　又は各地域の総合型スポーツクラブ及び公民館までお問い合わせください。
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問い合わせ先一覧 　　
施設・機関名 ＴＥＬ ＦＡＸ

大曲公民館（生涯学習課） 0187-63-1111 0187-63-7131

花館公民館 0187-62-3012 0187-62-3018

内小友公民館 0187-68-2033 0187-68-2037

大川西根公民館 0187-68-3531 0187-68-3531

藤木公民館 0187-65-2823 0187-86-5628

四ツ屋公民館 0187-66-1500 0187-66-1500

角間川公民館 0187-65-2545 0187-86-5624

サンクエスト大曲 0187-63-5572 0187-63-5572

大仙市地域交流センター　はぴねす大仙 0187-88-8722 0187-63-8880

大曲図書館 0187-62-1012 0187-62-1023

大曲交流センター 0187-63-1105 0187-63-1296

大曲体育館 0187-63-1122 0187-63-1122

大仙市社会福祉協議会　大曲支所 0187-63-0277 0187-62-8008

神岡中央公民館（かみおか嶽雄館） 0187-72-2501 0187-72-4844

神岡図書館 0187-72-2501 0187-72-4844

大綱交流館 0187-75-1115 0187-75-0392

西仙北図書館 0187-75-0099 0187-75-0392

刈和野地区公民館 0187-75-1520 0187-75-0392

土川地区公民館 0187-75-1104 0187-75-0392

大沢郷地区公民館 0187-78-1100 0187-75-0392

強首地区公民館 0187-77-2121 0187-77-2121

中仙公民館（中仙市民会館　ドンパル） 0187-56-7201 0187-56-7202

中仙図書館 0187-56-7200 0187-56-7202

中仙公民館　鴬野分館 0187-56-2322 0187-52-6049

中仙公民館　長野分館 0187-56-4120 0187-52-6033

中仙公民館　鑓見内分館 0187-56-2504 0187-52-6036

中仙公民館　清水分館 0187-56-2210 0187-52-6471

中仙公民館　豊川分館 0187-57-2030 0187-52-7535

中仙公民館　豊岡分館 0187-57-2010 0187-52-7350

八乙女交流センター 0187-56-3870 0187-56-3889

協和公民館（協和市民センター　和ピア） 018-892-3128 018-892-3822

協和図書館 018-892-3830 018-892-3833

南外公民館 0187-74-2130 0187-74-2456

南外図書館 0187-74-2130 0187-74-2456

仙北公民館（仙北ふれあい文化センター） 0187-69-3333 0187-69-2106

大仙市ふれあい体育館 0187-69-2115 0187-69-2115

仙北図書館 0187-69-3334 0187-69-3339

太田公民館 0187-88-1119 0187-88-1921

太田図書館 0187-86-9460 0187-88-2044

教育研究所 0187-63-9400 0187-63-9401

教育委員会事務局　総合図書館（大曲図書館） 0187-62-1012 0187-62-1023

教育委員会事務局　生涯学習課
0187-63-1111
(内線339)

0187-63-7131



問い合わせ先一覧 　　
施設・機関名 ＴＥＬ ＦＡＸ

観光文化スポーツ部　文化財課 0187-63-8972 0187-63-8973

観光文化スポーツ部　スポーツ振興課 0187-63-1111 0187-63-1119

大曲スポ－ツクラブ 0187-63-1122 0187-63-1122

おおたスポ－ツクラブ 0187-86-9460 0187-88-2044

内小友スポ－ツクラブ 0187-68-2033 0187-68-2037

花館グリ－ンウインズスポ－ツクラブ 090-0164-7184 0187-62-5333

中仙スポ－ツクラブ 0187-56-7201 0187-56-7202

大仙協和スポ－ツクラブ 018-892-3088 018-892-3088

西仙北スポ－ツクラブ 0187-75-0552 0187-75-0552

大仙スポ－ツクラブ 0187-72-2721 0187-72-2832

せんぼくスポーツクラブ 0187-69-3333 0187-69-2106

南外スポーツクラブ 0187-74-2130 0187-74-2456

※サークル・同好会の活動内容等詳細については、問い合わせ先より代表者の連絡先をお教え
　いたしますので、直接ご連絡くださいますようお願いいたします。

経済産業部　花火産業推進課
花火伝統文化継承資料館（はなび・アム）

0187-73-7931 0187-73-7939

教育委員会事務局
総合市民会館（大曲市民会館・大曲中央公民館）

0187-63-8766 0187-63-6102


