
　たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの御協力御協力御協力御協力、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。順不同順不同順不同順不同となっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますので予予予予めごめごめごめご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。
クイックパスタクイックパスタクイックパスタクイックパスタCOPINCOPINCOPINCOPIN 真森苑真森苑真森苑真森苑デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター

ビッグボーイビッグボーイビッグボーイビッグボーイ　　　　イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大曲店大曲店大曲店大曲店 元気元気元気元気でねっでねっでねっでねっトトトト((((株株株株))))

築地銀築地銀築地銀築地銀だこだこだこだこ　　　　イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大曲店大曲店大曲店大曲店 ((((有有有有))))横堀自動車横堀自動車横堀自動車横堀自動車

おおおお茶茶茶茶のののの井井井井ヶヶヶヶ田田田田　　　　喜久水庵喜久水庵喜久水庵喜久水庵 秋田県埋蔵文化財秋田県埋蔵文化財秋田県埋蔵文化財秋田県埋蔵文化財センターセンターセンターセンター

リンガーハットリンガーハットリンガーハットリンガーハット　　　　イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大曲店大曲店大曲店大曲店 合資会社合資会社合資会社合資会社　　　　高橋物産高橋物産高橋物産高橋物産

スーパースポーツゼビオスーパースポーツゼビオスーパースポーツゼビオスーパースポーツゼビオ　　　　イオンイオンイオンイオン大曲店大曲店大曲店大曲店 協和小学校協和小学校協和小学校協和小学校

長澤工務店長澤工務店長澤工務店長澤工務店((((株株株株)))) 進藤建設進藤建設進藤建設進藤建設((((株株株株))))

合資会社合資会社合資会社合資会社FINEFINEFINEFINE ((((有有有有))))峰吉川建設峰吉川建設峰吉川建設峰吉川建設

有限会社高橋建材有限会社高橋建材有限会社高橋建材有限会社高橋建材 植植植植えるえるえるえる花夢花夢花夢花夢ドンパンドンパンドンパンドンパン

おうようかんおうようかんおうようかんおうようかん「「「「川口川口川口川口のののの家家家家」」」」 西仙北中学校西仙北中学校西仙北中学校西仙北中学校

三航光測三航光測三航光測三航光測 ((((有有有有))))峰峰峰峰のののの山山山山　　　　グループホームグループホームグループホームグループホームみずこしのみずこしのみずこしのみずこしの里里里里

ウェルハートウェルハートウェルハートウェルハート禮禮禮禮((((株株株株)))) 西仙北小学校西仙北小学校西仙北小学校西仙北小学校

中半産業中半産業中半産業中半産業((((株株株株))))秋田工場秋田工場秋田工場秋田工場 一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人　　　　大曲成年会議所大曲成年会議所大曲成年会議所大曲成年会議所

((((株株株株))))髙橋自動車工業髙橋自動車工業髙橋自動車工業髙橋自動車工業 大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校

((((有有有有))))福寿福寿福寿福寿　　　　グループホームグループホームグループホームグループホーム福寿草福寿草福寿草福寿草 グループホームグループホームグループホームグループホームひかりひかりひかりひかり

おうようかんおうようかんおうようかんおうようかん富士見富士見富士見富士見 カトレアカトレアカトレアカトレア((((株株株株))))

おうようかんおうようかんおうようかんおうようかん介護介護介護介護センターセンターセンターセンター ((((株株株株))))仙北印刷所仙北印刷所仙北印刷所仙北印刷所

((((株株株株))))オールホンダオールホンダオールホンダオールホンダ大曲若竹店大曲若竹店大曲若竹店大曲若竹店 ((((有有有有))))秋田民報社秋田民報社秋田民報社秋田民報社

大曲大曲大曲大曲ジュニアソフトテニスクラブジュニアソフトテニスクラブジュニアソフトテニスクラブジュニアソフトテニスクラブ 大曲商工会議所大曲商工会議所大曲商工会議所大曲商工会議所

((((株株株株))))シーグシーグシーグシーグ 大曲郵便局大曲郵便局大曲郵便局大曲郵便局

植植植植えるえるえるえる花夢花夢花夢花夢あかつきあかつきあかつきあかつき((((株株株株)))) 朝日生命大曲営業所朝日生命大曲営業所朝日生命大曲営業所朝日生命大曲営業所

大曲中通病院大曲中通病院大曲中通病院大曲中通病院ショートステイショートステイショートステイショートステイ 秋田県田沢疎水土地改良区秋田県田沢疎水土地改良区秋田県田沢疎水土地改良区秋田県田沢疎水土地改良区

デイデイデイデイ・・・・サロンサロンサロンサロン中通中通中通中通りりりり 大仙市観光物産協会大仙市観光物産協会大仙市観光物産協会大仙市観光物産協会

((((株株株株))))グランドパレスグランドパレスグランドパレスグランドパレス川端川端川端川端　　　　営業部営業部営業部営業部 ((((株株株株))))まるむまるむまるむまるむ

秋田県立大曲農業高等学校秋田県立大曲農業高等学校秋田県立大曲農業高等学校秋田県立大曲農業高等学校 大曲南保育園大曲南保育園大曲南保育園大曲南保育園

((((株株株株))))長岐建築設計事務所長岐建築設計事務所長岐建築設計事務所長岐建築設計事務所 秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合

えがおえがおえがおえがお介護介護介護介護センターセンターセンターセンターひびきひびきひびきひびき愛愛愛愛 秋田県立大曲工業高等学校秋田県立大曲工業高等学校秋田県立大曲工業高等学校秋田県立大曲工業高等学校

チャレンジデーチャレンジデーチャレンジデーチャレンジデー２０１４２０１４２０１４２０１４ｉｎｉｎｉｎｉｎ大仙大仙大仙大仙　　　　　　　　参加団体参加団体参加団体参加団体・・・・企業企業企業企業



東大曲小学校東大曲小学校東大曲小学校東大曲小学校 秋田修英高校秋田修英高校秋田修英高校秋田修英高校

大曲高齢者大学大曲高齢者大学大曲高齢者大学大曲高齢者大学 ((((株株株株))))ユーイーアイユーイーアイユーイーアイユーイーアイ

大曲太極拳大曲太極拳大曲太極拳大曲太極拳　　　　剣美会剣美会剣美会剣美会 プアアカアカプアアカアカプアアカアカプアアカアカ（（（（シニアフラダンスシニアフラダンスシニアフラダンスシニアフラダンス））））

悠悠健康教室悠悠健康教室悠悠健康教室悠悠健康教室 ティアレティアレティアレティアレ（（（（フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス））））

大曲大曲大曲大曲ウィングスウィングスウィングスウィングスＪｖ（Ｊｖ（Ｊｖ（Ｊｖ（スポスポスポスポ少少少少バレーバレーバレーバレー）））） いきいきいきいきいきいきいきいき３３３３ＢＢＢＢ

大曲大曲大曲大曲シルビアシルビアシルビアシルビア（（（（ママママママママさんさんさんさんバレーバレーバレーバレー）））） 大仙市大仙市大仙市大仙市パークゴルフパークゴルフパークゴルフパークゴルフ協会協会協会協会

大曲大曲大曲大曲ミニテニスクラブミニテニスクラブミニテニスクラブミニテニスクラブ はぴねすはぴねすはぴねすはぴねすクラブクラブクラブクラブ卓球卓球卓球卓球

新舞踊鈴新舞踊鈴新舞踊鈴新舞踊鈴若若若若流流流流 大曲大曲大曲大曲空手道空手道空手道空手道スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団

大曲小大曲小大曲小大曲小型貨型貨型貨型貨物自動車物自動車物自動車物自動車運送運送運送運送㈱㈱㈱㈱ ㈱㈱㈱㈱荒屋鋪荒屋鋪荒屋鋪荒屋鋪建設建設建設建設

㈱㈱㈱㈱西部工業西部工業西部工業西部工業 八重八重八重八重寿寿寿寿銘醸 銘醸 銘醸 銘醸 株株株株式式式式会社会社会社会社

ににににここここににににここここリハビリデイサービスリハビリデイサービスリハビリデイサービスリハビリデイサービス 株株株株式式式式会社会社会社会社JAWA JAWA JAWA JAWA ささささららららささささ大曲大曲大曲大曲

㈱㈱㈱㈱県南県南県南県南環境環境環境環境保保保保全全全全センターセンターセンターセンター    大曲事業所大曲事業所大曲事業所大曲事業所 秋田県立大曲秋田県立大曲秋田県立大曲秋田県立大曲技術専門技術専門技術専門技術専門校校校校

オートバックスオートバックスオートバックスオートバックス秋田大曲店秋田大曲店秋田大曲店秋田大曲店 ㈱㈱㈱㈱大仙美大仙美大仙美大仙美郷郷郷郷エコエコエコエコクリーンクリーンクリーンクリーン

花花花花館館館館郵便局郵便局郵便局郵便局 大仙美大仙美大仙美大仙美郷環境郷環境郷環境郷環境事業組合事業組合事業組合事業組合

ネネネネッツトッツトッツトッツトヨヨヨヨタタタタ秋田秋田秋田秋田㈱㈱㈱㈱大曲店大曲店大曲店大曲店 合合合合名名名名会社会社会社会社    大曲大曲大曲大曲タイタイタイタイヤヤヤヤ

㈲㈲㈲㈲鷹揚館鷹揚館鷹揚館鷹揚館おうようかんおうようかんおうようかんおうようかんケケケケアセンターアセンターアセンターアセンター 大曲大曲大曲大曲駅前駅前駅前駅前郵便局郵便局郵便局郵便局

秋田県南生秋田県南生秋田県南生秋田県南生ココココンンンン株株株株式式式式会社会社会社会社 ㈲㈲㈲㈲千葉千葉千葉千葉建建建建機機機機サービスサービスサービスサービス

興栄興栄興栄興栄建設建設建設建設㈱㈱㈱㈱ 株株株株式式式式会社会社会社会社 丸茂 丸茂 丸茂 丸茂組組組組

藤藤藤藤興興興興業業業業 株株株株式式式式会社会社会社会社    ミウラミウラミウラミウラ産業産業産業産業

スーパーマースーパーマースーパーマースーパーマーケケケケットットットットよねよねよねよねや や や や 富士見富士見富士見富士見町町町町店店店店 株株株株式式式式会社会社会社会社    ミウラミウラミウラミウラ    つつつつけけけけ麺麺麺麺半半半半兵衛 本兵衛 本兵衛 本兵衛 本店店店店

㈱㈱㈱㈱オールホンダオールホンダオールホンダオールホンダ大曲大曲大曲大曲 ㈲㈲㈲㈲デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター鷹揚館鷹揚館鷹揚館鷹揚館

羽後電羽後電羽後電羽後電設工業設工業設工業設工業㈱㈱㈱㈱ 花花花花館館館館小学校小学校小学校小学校

株株株株式式式式会社会社会社会社    大曲大曲大曲大曲油脂油脂油脂油脂 株株株株式式式式会社会社会社会社    大曲仙北介護大曲仙北介護大曲仙北介護大曲仙北介護支援支援支援支援事業所事業所事業所事業所

大曲北大曲北大曲北大曲北幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園 大曲中学校大曲中学校大曲中学校大曲中学校

大曲北保育園大曲北保育園大曲北保育園大曲北保育園 花花花花館体館体館体館体育育育育振興振興振興振興会会会会

ははははななななだだだだてててて保育園保育園保育園保育園 仙北仙北仙北仙北フフフファァァァミリーボウルミリーボウルミリーボウルミリーボウル

大仙市民大仙市民大仙市民大仙市民ゴルフゴルフゴルフゴルフ倶楽倶楽倶楽倶楽部部部部 大曲農業高校大曲農業高校大曲農業高校大曲農業高校女子女子女子女子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部

内内内内小小小小友友友友保育園保育園保育園保育園 大曲農業高校大曲農業高校大曲農業高校大曲農業高校男子男子男子男子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部

内内内内小小小小友友友友グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ同同同同好好好好会会会会 かかかか・・・・ラブリーラブリーラブリーラブリーズズズズ

大仙大仙大仙大仙ゼルゼルゼルゼルコヴァコヴァコヴァコヴァ ㈱㈱㈱㈱アーテスアーテスアーテスアーテス秋田秋田秋田秋田

内内内内小小小小友友友友バドミントンクラブバドミントンクラブバドミントンクラブバドミントンクラブ 大曲農業高等学校大曲農業高等学校大曲農業高等学校大曲農業高等学校



大曲西大曲西大曲西大曲西ミニバスミニバスミニバスミニバスケケケケットボールクラブットボールクラブットボールクラブットボールクラブ 大曲高等学校大曲高等学校大曲高等学校大曲高等学校

ココココスモススモススモススモスＴＣＴＣＴＣＴＣ 内内内内小小小小友友友友小学校小学校小学校小学校

大曲工業高校大曲工業高校大曲工業高校大曲工業高校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部 内内内内小小小小友友友友スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ

大川西大川西大川西大川西根根根根地区地区地区地区環境衛環境衛環境衛環境衛生協議会生協議会生協議会生協議会 グループホームグループホームグループホームグループホーム　　　　杉矢崎杉矢崎杉矢崎杉矢崎

大川西大川西大川西大川西根手芸根手芸根手芸根手芸教室教室教室教室　　　　 秋田県立農業秋田県立農業秋田県立農業秋田県立農業科科科科学学学学館館館館

大川西大川西大川西大川西根根根根茶茶茶茶道道道道教室教室教室教室 市立大川西市立大川西市立大川西市立大川西根根根根小学校小学校小学校小学校

株株株株式式式式会社会社会社会社　　　　大曲産業大曲産業大曲産業大曲産業機械機械機械機械　　　　 秋田秋田秋田秋田振興振興振興振興建設株建設株建設株建設株式式式式会社会社会社会社

グループホームグループホームグループホームグループホーム　　　　ののののぞぞぞぞみみみみ セイセイセイセイココココーインスツルーインスツルーインスツルーインスツル（（（（株株株株））））

農業組合法人農業組合法人農業組合法人農業組合法人　　　　ふじふじふじふじききききフフフファァァァーミングーミングーミングーミング 藤藤藤藤木木木木保育園保育園保育園保育園

山山山山二二二二建設資材株建設資材株建設資材株建設資材株式式式式会社会社会社会社　　　　大曲営業所大曲営業所大曲営業所大曲営業所 藤藤藤藤木木木木小学校小学校小学校小学校

（（（（株株株株））））ささささととととうううう （（（（有有有有））））佐佐佐佐藤藤藤藤縫製縫製縫製縫製

イイイイエエエエローローローロー・・・・ソックスソックスソックスソックス 小小小小松造松造松造松造園園園園

姫神姫神姫神姫神ＧＧＧＧ・・・・ＧＧＧＧ同同同同好好好好会会会会（（（（ＳＳＳＳ１５１５１５１５龍巳龍巳龍巳龍巳会会会会）））） どれどれどれどれみみみみ保育園保育園保育園保育園

大仙市立大仙市立大仙市立大仙市立四四四四ツツツツ屋屋屋屋小学校小学校小学校小学校 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　吉田自動車工業吉田自動車工業吉田自動車工業吉田自動車工業

綱引綱引綱引綱引きききき愛愛愛愛好好好好会会会会 ショートステイショートステイショートステイショートステイ　　　　ふぁふぁふぁふぁみりみりみりみりぃぃぃぃ

((((株株株株))))オールホンダオールホンダオールホンダオールホンダ大曲大曲大曲大曲 （（（（資資資資））））よつよつよつよつややややタクシータクシータクシータクシー

ヘヘヘヘアモードアモードアモードアモード・・・・モガモガモガモガ （（（（有有有有））））大曲大曲大曲大曲興興興興業業業業

((((株株株株))))響屋響屋響屋響屋 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　菊菊菊菊地地地地住住住住設設設設

((((株株株株))))佐佐佐佐々々々々木丸六木丸六木丸六木丸六工務店工務店工務店工務店 Ｓ－ＬＩＮＥＳ－ＬＩＮＥＳ－ＬＩＮＥＳ－ＬＩＮＥ

ビフレビフレビフレビフレ大曲店大曲店大曲店大曲店 （（（（有有有有））））成成成成栄栄栄栄

((((有有有有))))アルフアルフアルフアルファァァァオートオートオートオート ほほほほっっっっともともともともっっっっとととと北大曲北大曲北大曲北大曲

株株株株式式式式会社会社会社会社　　　　渡渡渡渡部設部設部設部設備備備備 株株株株式式式式会社会社会社会社　　　　マルビックマルビックマルビックマルビック

大同大同大同大同衣料衣料衣料衣料㈱㈱㈱㈱ 特別養特別養特別養特別養護護護護老老老老人人人人ホームホームホームホーム　　　　サンサンサンサン・・・・サルビアサルビアサルビアサルビア

石石石石川組川組川組川組 ナナナナイスデイイスデイイスデイイスデイ大曲大曲大曲大曲

㈱㈱㈱㈱フルフルフルフルヤヤヤヤモールドモールドモールドモールド ((((有有有有))))すばるすばるすばるすばる

㈱㈱㈱㈱テクレテクレテクレテクレココココ秋田工場秋田工場秋田工場秋田工場 医療医療医療医療法人法人法人法人　　　　伊伊伊伊藤藤藤藤内科医内科医内科医内科医院院院院

最上最上最上最上材材材材木木木木店店店店 延州緑延州緑延州緑延州緑化化化化

JAJAJAJAあきあきあきあきたたたたおばこおばこおばこおばこ大曲南店大曲南店大曲南店大曲南店 鈴木正俊鈴木正俊鈴木正俊鈴木正俊商店商店商店商店((((有有有有))))

㈲㈲㈲㈲丸丸丸丸橋産業橋産業橋産業橋産業 グループホームグループホームグループホームグループホームあっあっあっあったたたたかかかか荘荘荘荘

((((有有有有))))丸丸丸丸橋橋橋橋運運運運輸輸輸輸 角角角角間間間間川川川川道道道道場場場場剣剣剣剣道道道道ススススポポポポ少少少少



社会福社会福社会福社会福祉祉祉祉法人法人法人法人　　　　水水水水交交交交会会会会　　　　かかかかわわわわ舟舟舟舟のののの里里里里 角間角間角間角間川川川川ミニバスミニバスミニバスミニバスケケケケットボールットボールットボールットボール

角間角間角間角間川小学校川小学校川小学校川小学校 角間角間角間角間川川川川パッパッパッパッチワチワチワチワークークークークのののの会会会会

大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校 角間角間角間角間川保育園川保育園川保育園川保育園

（（（（株株株株））））ミラドールミラドールミラドールミラドール 神宮寺神宮寺神宮寺神宮寺郵便局郵便局郵便局郵便局

（（（（有有有有））））勝栄勝栄勝栄勝栄プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック工業所工業所工業所工業所 （（（（有有有有））））トトトトピピピピックスックスックスックス・・・・ササササササササキキキキ

でんのでんのでんのでんのスタンプスタンプスタンプスタンプ ＪＪＪＪＡＡＡＡ秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ神岡支神岡支神岡支神岡支店店店店

東北東北東北東北醤油醤油醤油醤油（（（（株株株株）））） 秋田県農秋田県農秋田県農秋田県農林林林林水産水産水産水産技術技術技術技術センターセンターセンターセンター畜畜畜畜産産産産試験試験試験試験場場場場

（（（（株株株株））））船戸製作船戸製作船戸製作船戸製作所所所所 （（（（有有有有））））斉斉斉斉藤藤藤藤石油石油石油石油

（（（（株株株株））））北日北日北日北日本本本本花花花花火興火興火興火興業業業業 かみおかかみおかかみおかかみおか温泉嶽温泉嶽温泉嶽温泉嶽のののの湯湯湯湯

（（（（株株株株））））ホクホクホクホクエエエエツツツツ秋田秋田秋田秋田　　　　大曲工場大曲工場大曲工場大曲工場 神宮寺松倉堰神宮寺松倉堰神宮寺松倉堰神宮寺松倉堰土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区

手作手作手作手作りりりり工工工工房房房房　　　　心紬心紬心紬心紬 テンダーランドリーテンダーランドリーテンダーランドリーテンダーランドリー　　　　フフフファァァァクトリークトリークトリークトリー

（（（（有有有有））））トウセートウセートウセートウセーエエエエレクトロンレクトロンレクトロンレクトロン 大仙大仙大仙大仙ふくふくふくふくしししし会会会会

秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ農協中農協中農協中農協中央配送央配送央配送央配送センターセンターセンターセンター （（（（株株株株）　）　）　）　ＲＩＣＥＲＩＣＥＲＩＣＥＲＩＣＥ　Ｂ　Ｂ　Ｂ　ＢＡＬＬＡＬＬＡＬＬＡＬＬ

（（（（有有有有））））大曲大曲大曲大曲オートオートオートオート 仙北仙北仙北仙北タクシータクシータクシータクシー神宮寺神宮寺神宮寺神宮寺営業所営業所営業所営業所

（（（（有有有有））））佐佐佐佐藤土建藤土建藤土建藤土建 （（（（有有有有））））羽後製作羽後製作羽後製作羽後製作所所所所

（（（（株株株株））））宮原宮原宮原宮原組組組組 北北北北楢岡楢岡楢岡楢岡郵便局郵便局郵便局郵便局

羽後信用金庫神岡支羽後信用金庫神岡支羽後信用金庫神岡支羽後信用金庫神岡支店店店店 神岡安全神岡安全神岡安全神岡安全自動車自動車自動車自動車整備整備整備整備工場工場工場工場

神岡神岡神岡神岡物産物産物産物産館館館館 秋田銀秋田銀秋田銀秋田銀行神宮寺支行神宮寺支行神宮寺支行神宮寺支店店店店

大仙市社会福大仙市社会福大仙市社会福大仙市社会福祉祉祉祉協議会協議会協議会協議会神岡支神岡支神岡支神岡支所所所所 荒屋町内荒屋町内荒屋町内荒屋町内会会会会

蒲友蒲友蒲友蒲友のののの会会会会 本郷町内本郷町内本郷町内本郷町内会会会会

館館館館ノノノノ北北北北婦婦婦婦人部人部人部人部 宇船宇船宇船宇船部部部部落落落落会会会会

ビュータウンビュータウンビュータウンビュータウン嶽町内嶽町内嶽町内嶽町内会会会会 ささささくらくらくらくらのののの会会会会

アイシンアイシンアイシンアイシン電機電機電機電機 多機能多機能多機能多機能ホームホームホームホーム　　　　西仙西仙西仙西仙

進藤進藤進藤進藤電機電機電機電機 デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス　　　　まんさまんさまんさまんさくくくく

土川保育園土川保育園土川保育園土川保育園 西仙北西仙北西仙北西仙北ゲゲゲゲートボールートボールートボールートボール協会協会協会協会

刈刈刈刈和和和和野野野野富士見富士見富士見富士見町町内町町内町町内町町内会会会会 西仙北小学校西仙北小学校西仙北小学校西仙北小学校

秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合　　　　西仙北西仙北西仙北西仙北支支支支店店店店 介護介護介護介護老老老老人保健人保健人保健人保健施施施施設設設設　　　　幸幸幸幸寿園寿園寿園寿園

秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合　　　　強首支強首支強首支強首支店店店店 ホクトプラホクトプラホクトプラホクトプラ　　　　株株株株式式式式会社会社会社会社

秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合　　　　土川土川土川土川支支支支店店店店 ひまひまひまひまわわわわりりりり園園園園秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合　　　　西仙北資材西仙北資材西仙北資材西仙北資材センターセンターセンターセンター 杉杉杉杉のののの子子子子スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団

グループホームグループホームグループホームグループホーム　　　　西仙西仙西仙西仙 土川郵便局土川郵便局土川郵便局土川郵便局



大仙市立中仙中学校大仙市立中仙中学校大仙市立中仙中学校大仙市立中仙中学校 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　長長長長幸幸幸幸

大仙市立大仙市立大仙市立大仙市立清清清清水小学校水小学校水小学校水小学校 清清清清水水水水グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ同同同同好好好好会会会会

中仙郵便局中仙郵便局中仙郵便局中仙郵便局 長長長長野野野野地区地区地区地区ゲゲゲゲートボールートボールートボールートボール同同同同好好好好会会会会

中仙中仙中仙中仙ささささくらくらくらくらフフフファァァァームームームーム 若若若若杉杉杉杉みみみみどどどどりりりり新新新新日日日日本舞踊本舞踊本舞踊本舞踊教室教室教室教室

鑓鑓鑓鑓見見見見内内内内カラオカラオカラオカラオケケケケ同同同同好好好好会会会会 気気気気功功功功教室教室教室教室

鑓鑓鑓鑓見見見見内踊内踊内踊内踊りりりり同同同同好好好好会会会会 中仙中仙中仙中仙スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ

長長長長野野野野地区地区地区地区ゲゲゲゲートボールートボールートボールートボール同同同同好好好好会会会会 大仙市立中仙小学校大仙市立中仙小学校大仙市立中仙小学校大仙市立中仙小学校

大仙市立大仙市立大仙市立大仙市立豊豊豊豊川小学校川小学校川小学校川小学校 長長長長野駅前町内野駅前町内野駅前町内野駅前町内会会会会

マルマンソーイングマルマンソーイングマルマンソーイングマルマンソーイング 大仙市中仙市民会大仙市中仙市民会大仙市中仙市民会大仙市中仙市民会館職員館職員館職員館職員一同一同一同一同

全全全全市一市一市一市一斉斉斉斉クリーンアップウクリーンアップウクリーンアップウクリーンアップウォォォォーーーーキキキキングングングング イオンリテールイオンリテールイオンリテールイオンリテール株株株株式式式式会社会社会社会社イオンイオンイオンイオン中仙店中仙店中仙店中仙店

大大大大空空空空大仙大仙大仙大仙　　　　中仙東保育園中仙東保育園中仙東保育園中仙東保育園 藤田藤田藤田藤田電装電装電装電装

有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　クサクサクサクサナギナギナギナギ型枠型枠型枠型枠工業工業工業工業 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺清米渡辺清米渡辺清米渡辺清米商店商店商店商店

有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　佐佐佐佐々々々々木書木書木書木書店店店店 加加加加藤藤藤藤内装表具内装表具内装表具内装表具店店店店

長長長長楽寺集落楽寺集落楽寺集落楽寺集落営農組合営農組合営農組合営農組合 大仙市大仙市大仙市大仙市野球連盟野球連盟野球連盟野球連盟中仙中仙中仙中仙支支支支部部部部

ななななかかかかせせせせんんんんワワワワイイイイワワワワイイイイららららんんんんどどどど 平熊平熊平熊平熊商店商店商店商店

有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　村村村村吉工務店吉工務店吉工務店吉工務店 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　共栄共栄共栄共栄メメメメディカルディカルディカルディカル

セブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンセブンイレブン中仙店中仙店中仙店中仙店 秋山秋山秋山秋山多多多多三三三三郎郎郎郎商店商店商店商店

ＰＳＭＰＳＭＰＳＭＰＳＭ 熊谷電機熊谷電機熊谷電機熊谷電機

栗栗栗栗沢小沢小沢小沢小堤集落堤集落堤集落堤集落営農組合営農組合営農組合営農組合 佐佐佐佐藤藤藤藤木木木木材材材材

有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　アートウイングアートウイングアートウイングアートウイング 中仙地中仙地中仙地中仙地域域域域生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習奨励奨励奨励奨励員員員員協議会協議会協議会協議会

ＮＮＮＮＨＨＨＨ豊豊豊豊成成成成 チチチチャャャャンスンスンスンス長長長長野屋野屋野屋野屋

中仙中仙中仙中仙ライオンライオンライオンライオンズズズズクラブクラブクラブクラブ 寺寺寺寺田建設株田建設株田建設株田建設株式式式式会社会社会社会社

中仙土中仙土中仙土中仙土友友友友会会会会 中仙中仙中仙中仙鋳鋳鋳鋳造造造造所所所所

道道道道のののの駅駅駅駅中仙中仙中仙中仙連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会 田口田口田口田口シーリングシーリングシーリングシーリング

大仙市立大仙市立大仙市立大仙市立豊豊豊豊成中学校成中学校成中学校成中学校 角館角館角館角館消防署消防署消防署消防署中仙中仙中仙中仙分署分署分署分署

株株株株式式式式会社会社会社会社　　　　三三三三浦浦浦浦工務店工務店工務店工務店 滑滑滑滑川川川川医医医医院院院院

大仙市立大仙市立大仙市立大仙市立豊岡豊岡豊岡豊岡小学校小学校小学校小学校 特別養特別養特別養特別養護護護護老老老老人人人人ホームホームホームホーム　　　　桜桜桜桜寿苑寿苑寿苑寿苑

アクセスアクセスアクセスアクセス 大仙市社会福大仙市社会福大仙市社会福大仙市社会福祉祉祉祉協議会中仙協議会中仙協議会中仙協議会中仙支支支支所所所所

石石石石川川川川屋屋屋屋商店商店商店商店 介護介護介護介護老老老老人保健人保健人保健人保健施施施施設設設設　　　　八八八八乙乙乙乙女荘女荘女荘女荘

株株株株式式式式会社会社会社会社　　　　秋田銀秋田銀秋田銀秋田銀行行行行　　　　長長長長野支野支野支野支店店店店 秋田秋田秋田秋田プランテイションプランテイションプランテイションプランテイション

中仙中仙中仙中仙スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ 鴬鴬鴬鴬野婦野婦野婦野婦人会人会人会人会



上上上上宿宿宿宿部部部部落落落落会会会会 東北藤東北藤東北藤東北藤村村村村ヒヒヒヒュームュームュームューム管管管管株株株株式式式式会社秋田工場会社秋田工場会社秋田工場会社秋田工場

桐桐桐桐原原原原商店商店商店商店 協和保育園協和保育園協和保育園協和保育園

株株株株式式式式会社協和土建会社協和土建会社協和土建会社協和土建 協和中学校協和中学校協和中学校協和中学校

協和協和協和協和いきいきいきいきいきいきいきいき会会会会 協和協和協和協和消防分署消防分署消防分署消防分署

特別養特別養特別養特別養護護護護老老老老人人人人ホームホームホームホーム峰山峰山峰山峰山荘荘荘荘 落落落落合自合自合自合自治治治治会会会会

淀淀淀淀川保育園川保育園川保育園川保育園 農事組合法人農事組合法人農事組合法人農事組合法人たたたたねっこねっこねっこねっこ

船岡船岡船岡船岡保育園保育園保育園保育園 荒荒荒荒川川川川グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ協会協会協会協会

有限会社有限会社有限会社有限会社エエエエムムムムエエエエムムムム住住住住建建建建 大仙市立南大仙市立南大仙市立南大仙市立南外外外外小学校小学校小学校小学校

大大大大及及及及水水水水環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動隊隊隊隊 大仙市立南大仙市立南大仙市立南大仙市立南外外外外中学校中学校中学校中学校

金屋金屋金屋金屋自自自自治治治治会会会会 有限会社高有限会社高有限会社高有限会社高強強強強建設建設建設建設

株株株株式式式式会社会社会社会社佐佐佐佐藤工務店藤工務店藤工務店藤工務店 特別養特別養特別養特別養護護護護老老老老人人人人ホームホームホームホーム福寿園福寿園福寿園福寿園

有限会社有限会社有限会社有限会社サンソンサンソンサンソンサンソン工業工業工業工業 南南南南外外外外グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ愛愛愛愛好好好好会会会会

ＪＪＪＪＡＡＡＡ秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ南南南南外外外外営農営農営農営農センターセンターセンターセンター 南南南南外外外外生生生生活活活活支援支援支援支援ハウスハウスハウスハウスぬぬぬぬくもくもくもくもりのりのりのりの郷郷郷郷

ＪＪＪＪＡＡＡＡ秋田秋田秋田秋田おばこおばこおばこおばこ南南南南外外外外支支支支店店店店 南南南南外外外外卓球卓球卓球卓球愛愛愛愛好好好好会会会会

ＪＪＪＪＡＡＡＡおばこおばこおばこおばこライフサービスライフサービスライフサービスライフサービス株株株株式式式式会社会社会社会社上野上野上野上野給給給給油油油油所所所所 日吉日吉日吉日吉・・・・木木木木直直直直婦婦婦婦人部人部人部人部

ＪＪＪＪＡＡＡＡおばこおばこおばこおばこライフサービスライフサービスライフサービスライフサービス株株株株式式式式会社南会社南会社南会社南外給外給外給外給油油油油所所所所 株株株株式式式式会社会社会社会社ワワワワカバカバカバカバ

杉杉杉杉田田田田メメメメリリリリヤヤヤヤスススス工業株工業株工業株工業株式式式式会社会社会社会社 株株株株式式式式会社会社会社会社　　　　大曲大曲大曲大曲舗舗舗舗装装装装

有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　アートアートアートアートネネネネオンオンオンオン ああああじじじじさいさいさいさいサロンサロンサロンサロン

大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校 社会福社会福社会福社会福祉祉祉祉協議会協議会協議会協議会　　　　仙北仙北仙北仙北支支支支所所所所

大仙市立高大仙市立高大仙市立高大仙市立高梨梨梨梨小学校小学校小学校小学校 株株株株式式式式会社会社会社会社タニタタニタタニタタニタ秋田秋田秋田秋田

大仙市立横堀小学校大仙市立横堀小学校大仙市立横堀小学校大仙市立横堀小学校 株株株株式式式式会社会社会社会社タニタハウジングウェアタニタハウジングウェアタニタハウジングウェアタニタハウジングウェア秋田工場秋田工場秋田工場秋田工場

社会福社会福社会福社会福祉祉祉祉法人大法人大法人大法人大空空空空大仙大仙大仙大仙　　　　認定認定認定認定子子子子どもどもどもども園園園園

せせせせんんんんぼぼぼぼくくくくちちちちびっこびっこびっこびっこららららんんんんどどどど　　　　みみみみどどどどりりりり園園園園・・・・わわわわかばかばかばかば園園園園

太田太田太田太田診診診診療療療療所所所所

大仙市大仙市大仙市大仙市　　　　太田太田太田太田支支支支所所所所 大大大大空空空空大仙大仙大仙大仙　　　　おおおおおおおおたわたわたわたわんんんんぱぱぱぱくくくくランドランドランドランド

大仙市商工会大仙市商工会大仙市商工会大仙市商工会　　　　太田太田太田太田支支支支所所所所 （（（（有有有有））））鈴木電鈴木電鈴木電鈴木電気気気気

宮宮宮宮腰精腰精腰精腰精機機機機（（（（株株株株）　）　）　）　国国国国見工場見工場見工場見工場※※※※掲載漏掲載漏掲載漏掲載漏れがあるれがあるれがあるれがある場合場合場合場合はははは、、、、おおおお手数手数手数手数をおをおをおをお掛掛掛掛けしますがけしますがけしますがけしますがスポーツスポーツスポーツスポーツ振興課振興課振興課振興課（（（（TELTELTELTEL０１８７０１８７０１８７０１８７－－－－６３６３６３６３－－－－１１１１１１１１１１１１１１１１））））までまでまでまで　 　 　 　 ごごごご連絡連絡連絡連絡をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。


