
会場：秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場

令和
５年

後援：大仙市教育委員会・（一社）大仙市観光物産協会

主催：太田の火まつり実行委員会・大仙市

会場は寒いので暖かい
服装でお越し下さい

各種イベント日程

太田支店
〒019-1601　秋田県大仙市太田町横沢字久保関北708-2

TEL0187-88-2200　FAX0187-88-2203 ２月４日（土）
JA秋田おばこは地域の元気を応援します。

（奥羽山荘西側広場）

大仙市東部営農センター
太田購買課

〒019-1613　秋田県大仙市太田町太田字新田田尻3-13
TEL0187-88-2201　FAX0187-88-1177

【ご来場の皆様へお願い】
・マスクの着用をお願いいたします。
・手指の消毒をお願いいたします。
・咳や発熱の症状がある場合はご入場をお控
えください。
・適度な距離の確保をお願いいたします。
※荒天の場合や、新型コロナウイルス感染
拡大の状況を考慮し、イベントの内容を
縮小または変更する場合があります。

１７：００～
１７：１５～
１７：４５～
１７：５０～
１８：１０～
１８：３０～
１８：５０～
１９：４０～

開場・甘酒振る舞い
神事
開会宣言
福分け
雪中田植え
東今泉八幡太鼓
紙風船上げ
天筆焼き

冬花火20:00～

第
41
回

第
41
回

※荒天の場合は中止となる場合があります。
※本イベントで打ち上げる花火は「新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し実施
しております。
・企画：AKITAナイトコンテンツ創出事業共同体
・運営協力：日本煙火協会秋田地区会
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交通規制日時  

 

 
 

あか松庵

２月4日（土）１６：３０～２１：３0

太田の火まつり交通規制のお知らせ

《来場の皆さまへ》
※ 路上駐（停）車はしないでください。
※ 飲酒運転は絶対にしないでください。

会場周辺は道路の混雑等が予想されますので、
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
太田の火まつり実行委員会（太田庁舎内）TEL0187-88-1111
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　昭和57年2月太田町公民館と太田

町連合青年会が主体となり開催され

た「ふるさと火祭り」が始まりです。火

祭りという名のとおり最初のころは天

筆焼きが主でした。

　天筆とは緑、黄、赤、白、青の順に

細長く貼り足した５色の短冊のこと

で、これに「天筆和合楽、地福円満

楽、日月清明楽、五穀豊穣楽、天下泰平楽、学明上達楽」などの願いごとを筆書き

したものです。燃え上がる稲わらの塔（かまくら）へ天筆をかざし、高く燃え上がると

願いごとがかなうとされ、火柱にみんなが手を合わせました。

　また、紙風船上げは当時習字の書き損じた紙や古新聞紙などを使って作っており、上

げられる紙風船は数個しかありませ

んでした。

　現在は地域の学校や集落から集

まるようになり、それぞれの想いが込

められた約４０個の紙風船が冬の夜

空に上がることで、天筆焼きと並ぶ太

田の火まつりの見どころの一つとなっ

ています。

　その年の作占いの大切な行事で

ある雪中田植え（地域によっては「たっこたっこ」と呼んだ）や、東今泉八幡太鼓による寄

せ太鼓など、地域に伝承される小正月行事を集め、太田地域最大のイベントに成長して

きた「太田の火まつり」も今年で41回目となります。

　五穀豊穣や無病息災、地域の安泰、そして子どもたちの健やかな成長などを願って行

われてきた行事を通して、私たちは先人の思いを知ることができます。人々の願いは、今も

昔も変わりありません。

　当時より「太田の火まつり」は太田地域のたくさんの方がたのお力添えをいただきなが

ら、薄れゆく地域の小正月行事の伝承を目的として開催しております。

太田の火まつりは、

●紙風船をふくらませている様子（平成31年2月）

●田ノ尻　雪中田植え（平成31年2月）



おう       よう       かん

◆通所介護事業所　◆小規模多機能型居宅介護事業所
◆看護小規模多機能型居宅介護事業所
◆住宅型有料老人ホーム　◆川口整骨院
〒014-0017　大仙市佐野町3番41号

TEL0187-62-1217㈹  FAX0187-62-1205  

株式会社 伊達電器製作所
各種産業用配電盤・制御装置の設計 製造

秋田太田工場
秋田大曲工場

大仙市太田町斉内字北開182-2　TEL 0187-89-1181
大仙市大曲福見町11-28　　　　TEL 0187-62-3107

株式会社  ローズメイ
自然と調和した製品作りを展開しています

秋田事業所
秋田県大仙市太田町斉内字北開182-3

0120-083-083

オレンジスライスジャムご予約承り中

三共光学工業株式会社
〒019-1602　秋田県大仙市太田町三本扇字一本木18-1

TEL 0187-88-1001

宮腰精機株式会社
印 刷 機 械 製 造

〒019-1605  大仙市太田町国見字稲荷堂162
TEL0187-88-1200　FAX0187-88-2255

モリボの里

https://www.ouu-moribo.jp/

木戸製材所株式会社
建 築 資 材・一 般 製 材

地域密着!! がんばる秋田の企業を応援します!

〒019-1614　秋田県大仙市太田町東今泉字壱本木256-2
TEL 0187-89-1088  FAX 0187-89-1174

祝　第41回太田の火まつり  《どど～ん!と大仙市を発信》

〒014-0024　大仙市大曲中通町6-18-5
TEL 0187-88-8481

一般社団法人
大仙市観光物産協会

代表理事　鈴　木　直　樹

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

 （火災共済契約に付帯する特約）

佐藤歯科クリニック
大仙市太田町横沢字久保関北731 ■休 診 日 　日曜・祝日

■診療時間 　9：00～12：30
　　　　　  14：30～18：00
（水～土曜日は9：00～12：30迄）
■訪問診療もいたします

歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

TEL0187-86-9955

大　森　三四郎

URL https://www.date.co. jp

有限会社 熊谷鉄工
〒019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字堤田379-2

TEL0187-88-2012

豊かな自然を未来へ

有限会社中仙測量設計事務所
取締役　藤原聡史

〒014-0207　秋田県大仙市長野字下川原21-1
TEL:0187-56-3881　FAX:0187-56-4173

◎私たちは太田地域を応援しています

有限会社鷹觜商店
大仙市太田町三本扇字小柳201－2

TEL 0187－88－2128　FAX 0187－88－2689

ISO 9001:2000 認証取得

MSA-QS-1865 QS Accedition
RO23

緑豊かな地域環境を創造する
総合建設業

各種電子部品・機器製造、一般労働者派遣事業

大仙市花館字中台26-1　TEL 0187-88-8724

北斗通信工業株式会社

太田秋田ライオンズクラブ
祝 第41回太田の火まつり

≪ 我々は奉仕する ≫

みなさまの営農に奉仕する

有限会社 ヨ 渡辺清米商店
マルヨ キヨ　 　メ

大仙市長野字漆原 49   TEL 0187-56-2641  FAX 0187-56-2641

安宅信之

株式会社

8：30～12：30

14：00～17：30

※火・木曜日は19：00まで



有限会社加藤鐵建
大仙市太田町国見字伊勢堂190

TEL0187-88-2373　FAX0187-88-2502

確かな〝ものづくり〟をめざして
国土交通大臣認定　鉄骨製作工場

民間車検・点検・鈑金・塗装・車販

大仙市太田町国見字伊勢堂176番地2
TEL・FAX 0187-88-1503

水のことなら  なんでも さく井工事 水道工事 下水工事

冨木自動車整備工場
〒019-1612　秋田県大仙市太田町太田字新田田尻69-1

TEL0187-88-2314
大仙市太田町横沢字堀ノ内109-2

TEL0187-88-1328　FAX88-1181

〒019-1601　大仙市太田町横沢字堤田554-2
TEL（0187）88-1639　FAX88-1645

秋田県知事許可　第12612号

代表取締役　安　達　吉　男

株式会社伊藤オートボデー
大仙市太田町横沢字相野263

TEL 0187-88-1217　FAX 0187-88-1130

ヴァンヴェール
TEL・FAX 0187-88-2900

手づくり  パン  ジャム

グループホーム太田ふくし苑
〒019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字久保関北716-1

㍿マーメイドソーイング秋田
〒019-1601　秋田県大仙市太田町横沢字相野389

株式会社 加藤モータース
〒019-1601　秋田県大仙市太田町横沢字堤田600

TEL0187-88-2045

ファミリーマート
大仙太田町店

〒019-1601 大仙市太田町横沢字堤田1番地3
TEL 0187-86-9470

藤 谷 建 築
〒019-1601　大仙市太田町横沢字泥窪369-1
TEL0187-88-1670　FAX88-1861

秋田県知事許可建築業・二級建築設計事務所

一級技能士・二級施工管理士　藤 谷 知 義

有限会社 ライズ

INTERIOR DISPLAY FURNITURE
代 表  田  中  裕  二

（有）田口電気店
〒019-1602　秋田県大仙市太田町三本扇字狐柳76-1

TEL0187-88-2705

本多輪業商会
大仙市太田町三本扇字高花103-2
TEL0187-88-2225

長澤工務店株式会社
〒019-1604　秋田県大仙市太田町駒場字高倉114

TEL0187-88-2083

有限会社 戸澤工務店
大仙市太田町国見字大釣木15-2　TEL&FAX.0187(88)2542

http://www.tozawa-kohmuten.com/

酒類・たばこ・雑貨

藤 原 酒 店 　仲村管工設備
大仙市太田町国見字上仲島88

TEL0187-88-1592　FAX0187-73-7579

大仙市仙北市給排水指定工事店　冷暖房・給排水・衛生設備
水廻りならお任せください

〒019-1604　秋田県大仙市太田町駒場字荒屋敷140
電話0187（88）1439　FAX0187（88）1452

アスファルト舗装工事・産業廃棄物収集運搬業
家屋解体工事・一般建設工事・太田培土販売

藤本家電サービス
平成25年度 大仙市技能功労者表彰

住宅設備工事店　大仙市太田町三本扇字羽見内92  
☎（0187）88-2576㈹

／事務局子育て世代の安くていい家専門店
登録商標4712842号

TEL 0187-88-1215お問合せは

株式会社 

冨岡歯科医院
大仙市太田町中里字二十町98　TEL0187-88-1123

みんなで豊かな太田　明るい太田

㈲太成建設
大仙市太田町駒場字福田52-8

TEL0187-88-2692　FAX88-2213

型枠工事一式請負　大工工事業 第9960号

写真のすべて

理容セイコー
大仙市太田町国見字高橋113-3　☎0187-88-1505

原  料  館
〒019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字平内清水3-1

TEL0187-88-2017

各種宴会、仕出し承っております

藤  谷　  勉
〒019-1613  大仙市太田町太田字新田街道上24
電話 0187-88 -1513　携帯 080-1673-8623

藤 谷 建 具 店

おいしいおにくあります

佐々木精肉店

電気工事・水道工事

イサム電気合同会社

電気工事一般・設計・施工・管理

株式会社佐々木電工
〒019-1603 大仙市太田町中里字二十町131番地
TEL0187-88-2010　FAX0187-88-8017

技能士がふとんを作る店
綿ふとん・羽毛ふとんの打直し

大仙市太田町三本扇　TEL・FAX（0187）88-2104

三本扇髙橋わたや

太田支店 TEL：0187-88-2311 FAX：0187-88-2312

TEL0187-88-2500

TEL・FAX 88-1065

知

大仙市太田町国見字砂溜17－1
 TEL 0187－88－2067

（有）加 昭 興 業

戸　沢　電　機

祝 第41回 太田の火まつり
みんなで元気に!

応援しています「太田の火まつり」

大 仙 市 大 曲 花 園 町 2 - 41
TEL0187-63-0163　FAX0187-63-0056

秋田魁新報社大曲支局

TEL0187-62-2582

株式会社トータルジムキ 

大仙市福田町7-25 TEL（0187）66-2161
http://climb-akita.com

～地域の農地は俺たちが守る！～

農業、地域の未来を考える

アグリグループ  と ん ぼ
代  表 　 髙 橋  広 之

タイヤショップ北野
〒019-1612　秋田県大仙市太田町小神成字北野88-5

TEL0187-89-1140

大仙市太田町小神成字南田ノ尻68
TEL・FAX 0187-89-1950

祝 第41回「太田の火まつり」

高橋花苗店

有限会社 髙橋工務店
〒019-1611　秋田県大仙市太田町斉内字高野1-225

TEL 0187-89-1265

砂利採取・建設資材（砂・土石類）販売

仙北市角館町下菅沢59-1
TEL(0187)54-3866  http://www.takamo.info/

㍿ タカハシモータース
くるまのことなら　車検・鈑金・新車・中古車販売 事務用品・オフィス家具・OA機器

キャンプとギフトのセレクトショップ

ハチミツ・ローヤルゼリー・プロポリス

株式
会社奥羽養蜂園

大仙市太田町太田字金井伝山下55
TEL.0187－88－1781　FAX.88－1783

総合電気設備工事・電化製品販売

TEL89-1903（代） FAX89-1773

（有） 高 橋 架 設

一般建築板金

大仙市太田町斉内字鶴ケ窪123－2
TEL0187（89）1322・（88）2080　FAX（89）1342

秋田県大仙市太田町太田字築地古館66
TEL0187―89―1550

－ 時代の空間に未来を建設する －

〒014-0114 秋田県大仙市福田川原道下42-1
TEL0187-69-2963 FAX0187-69-2309 

（農）アグリフォー太田

プロパンガス、灯油類、住宅機器、建築資材

有限会社 石川屋商店
大仙市清水字上大蔵126-8 TEL 0187（56）4222㈹FAX 0187（56）4555

時計・メガネ・貴金属・補聴器 販売修理

U.タケダ
大仙市大曲田町29-38　TEL/FAX. 0187-63-4840
I－LOVE－

有限会社 鈴 木 電 気

有限会社 高橋建材

大仙市太田町斉内字高田23　TEL0187（89）1700
有限会社 仙北砕石

アイ・タック たかはし 

中古車販売・車検・板金塗装・車のトータルサービス

工場　TEL 0187-88-1772・0187-88-1237
　　　FAX 0187-88-1508

カーショップ川原

TEL0187-88-2337

出光昭和シェル石油特約店

ずっと走ろう、シェルと走ろう

㈱

太田店 TEL 0187－89－1777
大仙市太田町横沢字窪関南520

エイハウス

有限会社安達住建

金谷呉服店

・大仙市上下水道指定工事店
・浄化槽設備工事店
・東北電力㈱認定工事店
・一級電気工事施工管理士

髙橋ボーリング
リフォーム、介護保険住宅改修からオール電化住宅まで

東京本社
〒182-0003
東京都調布市若葉町 2-10-41
秋田工場
〒019-1603
秋田県大仙市太田町中里字新屋敷87-1
TEL0187-88-2831  FAX88-2833
E-mail：rise@a-1.ne.jp

朝 陽 観 光

大仙市太田町国見字上堰80－2
TEL 0187－88－1367

ふとん丸洗い、ジュータンクリーニング専門店

〒019-1603

健康と福祉のサポーター

有限会社 水谷
TEL 0187-89-1585

Kaigosien-kitaura.jimdo.com

くらしのパートナー

各種看板・製作・企画・設計・施工・インクジェット出力・LEDサイン

佐藤富佳税理士事務所

税理士 佐藤富佳
秋田県大仙市大曲栄町13番23号  TEL 0187-63-4558

㈲佐 木々書店/佐 木々薬局
大仙市長野字六日町94

TEL（0187）56－3002  FAX（0187）56－2110

太田郵便局
大仙市太田町横沢字窪関南535-3 TEL：0187-88-2100

長信田郵便局
大仙市太田町小神成字桜木81 TEL：0187-89-1100

行きます。聞きます。提案します。

大仙市商工会
会　長　　平  瀬  孝  志

〒019-2112　秋田県大仙市刈和野字愛宕下106-3
 TEL（０１８７）７５－１０４１  FAX ７５－１２７３

洋品・呉服・化粧品・学生衣料

大仙市太田町三本扇字今宿42-2
TEL・FAX0187-88-2161

髙橋工務店
〒019-1603  秋田県大仙市太田町中里字二十町94

TEL　0187-88-1732

代　表　髙　橋　良　幸

㈱秋田精巧堂
大仙市大曲丸の内町3の5　☎0187-62-2340
https://www.seikodo-print.co.jp/


