
行事・イベント等の予定一覧

月 日 曜 イベント名 開催場所 担当課 主催 電話番号
（問い合わせ先）

開催
中止・延期

備考
（参加予定人

数）

7 22 木 風穴クイズラリー　～8/31 長走風穴館、散策路 歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催 200人

7 24 土 戸嶋靖昌　恩師と友人たち展　～8/29 郷土博物館 歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催 300人

8 1 日 大館市ミニ・エコフェア 秋田犬の里 環境課 環境課 43-7049 開催予定 100人

8 1 日
わくわくサイエンスオンデマンド
（なるほど！おもしろ科学実験）～8/31

オンライン
（YouTube)

歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催予定 -

8 2 月 夏休み囲碁教室  ～４日 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 30人

8 4 水 スポーツ講座　卓球バレー② 身体障害者福祉センター 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 18人

8 4 水
わんぱくスクール・
キッズカレッジ合同おもしろ理科教室 田代公民館 田代公民館 中央公民館・田代公民館 43-7126 開催予定 30人

8 6 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑫ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

8 7 土
わくわくサイエンス
（外来種アメリカザリガニを釣ろう） 芝谷地湿原 歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催予定 20人

8 7 土 おしゃべりひろばひだまり「杉灯篭づくり」 ハチ公小径 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 20人

8 8 日 大文字の火　採火 大館市 スポーツ振興課 観光協会

42-4360
（秋田犬の
里内観光協

会）

開催 未定

8 8 日 アランマーレバスケットボール教室 タクミアリーナ スポーツ振興課
大館市、スポーツコ
ミッション大館

43-7148 開催 未定

8 8 日 ひまわり畑で撮影会 真中公民館 真中公民館 真中公民館 49-5928 開催予定 80人

8 8 日 森林づくり講演会 秋田職業能力開発短期大学校 林政課 大館市林政課 43-7076 延期 80人

8 11 水 わんぱくスクール・田代学舎合同日帰り研修旅行 能代市子ども館 中央公民館 中央公民館・田代公民館 42-4369 開催予定 15人

○対象期間　８月１日（日）から１０月３１日（日）までの間 ※８月１日現在



行事・イベント等の予定一覧
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中止・延期
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8 12 木 親子夏休み自由研究企画　色が変わるゼリーづくり 比内公民館 比内公民館 比内公民館 43-7141 開催 (6組)12人

8 14 土 令和２年度成人式 ほくしか鹿鳴ホール 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 500人

8 14 土 東京パラリンピック聖火フェスティバル ほくしか鹿鳴ホール スポーツ振興課 大館市 43-7148 開催 未定

8 15 日 令和３年度成人式 ほくしか鹿鳴ホール 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 500人

8 16 月 パラ聖火　集火式 秋田市 スポーツ振興課 秋田県 43-7148 開催 未定

8 18 水 大館市老壮大学定例学習会（クラブ学習のみ） 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催予定 120人

8 19 木 スポーツ講座　クッブ① 上川沿公民館 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 20人

8 19 木 比内あおぞら学園定例講座 比内公民館 比内公民館 比内公民館 43-7141 開催 70人

8 19 木 Let'sGo!木育ひろばinキッズテラス キッズテラスアットセイジュ 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 30人

8 20 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑬ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

8 23 月 　大館市平和祈念・戦没者慰霊式 ほくしか鹿鳴ホール 福祉課 大館市 42-8100 規模縮小開催 40人

8 26 木 Let'sGo!木育ひろばinわいわいキッズ 比内公民館 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 30人

8 27 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑭ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

8 31 火 修学旅行　～9/1 秋田県内 学校教育課 桂城小学校 42-2262 開催予定 40人

9 1 水 修学旅行　～２日 秋田県内 学校教育課 扇田小学校 55-0043 開催予定 28人

9 1 水 修学旅行　～２日 秋田県内 学校教育課 西館小学校 55-0324 開催予定 17人

9 1 水 修学旅行　～２日 秋田県内 学校教育課 東館小学校 56-2112 開催予定 14人



行事・イベント等の予定一覧
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9 2 木 スポーツ講座　クッブ② 上川沿公民館 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 20人

9 3 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑮ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

9 4 土 パブリックビューイング（ボッチャ） 大館市 スポーツ振興課 大館市 43-7148 開催 200人

9 4 土 Let'sGo!木育ひろばinニプロハチ公ドーム ニプロハチ公ドーム 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 50人

9 5 日 令和３年度大館市総合防災訓練
本庁舎４階
二井田地区

危機管理課 大館市 43-7100 開催予定 300人

9 6 月 修学旅行　～７日 秋田県内 学校教育課 成章小学校 52-2818 開催予定 15人

9 8 水 Let'sGo!木育ひろばin桂城小 桂城小学校 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 35人

9 11 土 ほくろく文化財オンラインツアー（第１回）
オンライン

（YouTube、ＺＯＯＭ)
歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催予定 -

9 12 日 伝統文化親子教室 タクミアリーナ 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 300人

9 13 月 障害者雇用促進に関するセミナー 中央公民館 福祉課 障害者自立・差別解消支援協議会 43-7052 開催予定 30人

9 15 水 大館市老壮大学定例学習会 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催予定 120人

9 16 木 修学旅行　～１７日 秋田県内 学校教育課 南小学校 49-5518 開催予定 26人

9 16 木 比内あおぞら学園定例講座 比内公民館 比内公民館 比内公民館 43-7141 開催 70人

9 17 金 音訳教室③ 市役所　会議室１０１ 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 10人

9 17 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑯ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

9 17 金 松村六也展　～10/17 郷土博物館 歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催予定 300人

9 22 水 ハーバリウム講座 身体障害者福祉センター 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 15人
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9 24 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑰ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

9 25 土
生涯学習フェスティバル（メイン開催日）
～２６日 中央公民館ほか 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 2500人

9 25 土 生涯学習フェスティバル　点字教室 中央公民館 福祉課 障害福祉係 49-0104 開催予定 －

9 25 土 学校祭 西館小学校 学校教育課 西館小学校 55-0324 開催予定 未定

9 25 土 　航空教室・キッズお仕事体験 大館能代空港 移住交流課 大館能代空港利活用大館地域推進会議 43-7149 開催予定 各15人

9 26 日 生涯学習フェスティバル　手話教室 中央公民館 福祉課 障害福祉係 49-0104 開催予定 －

9 26 日 大館市スポーツレクリエーション祭 大館市 スポーツ振興課 大館市 43-7148 開催 未定

9 26 日 学校祭 釈迦内小学校 学校教育課 釈迦内小学校 48-2934 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 長木小学校 学校教育課 長木小学校 48-5158 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 川口小学校 学校教育課 川口小学校 42-9762 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 成章小学校 学校教育課 成章小学校 52-2818 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 花岡小学校 学校教育課 花岡小学校 46-1615 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 矢立小学校 学校教育課 矢立小学校 46-3012 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 早口小学校 学校教育課 早口小学校 54-3033 開催予定 未定

9 26 日 学校祭 山瀬小学校 学校教育課 山瀬小学校 54-3036 開催予定 未定

9 29 水 スマート林業研修会 中央公民館 林政課 大館市林政課 43-7076 開催予定 25人

9 30 木
おしゃべりひろばひだまり
「おうちパン」を作ろう② 中央公民館 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 20人
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9 30 木 スポーツ講座　フライングディスク① 上川沿公民館 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 20人

10 1 金 手話奉仕員養成講座（入門編）⑱ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催予定 20人

10 2 土 大館市ラジオ体操会終了大会 城南小学校グラウンド 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催予定 100人

10 2 土 学校祭 有浦小学校 学校教育課 有浦小学校 42-2834 開催予定 未定

10 2 土 学校祭 北陽中学校 学校教育課 北陽中学校 48-2935 開催予定 未定

10 2 土 学校祭 南中学校 学校教育課 南中学校 49-5516 開催予定 未定

10 2 土 学校祭 比内中学校 学校教育課 比内中学校 55-1505 開催予定 未定

10 2 土 学校祭 田代中学校 学校教育課 田代中学校 54-3042 開催予定 未定

10 3 日 学校祭 第一中学校 学校教育課 第一中学校 42-4177 開催予定 未定

10 3 日 学校祭 下川沿中学校 学校教育課 下川沿中学校 42-9761 開催予定 未定

10 3 日 学校祭 成章中学校 学校教育課 成章中学校 52-3022 開催予定 未定

10 3 日 学校祭 東中学校 学校教育課 東中学校 42-2835 開催予定 未定

10 4 月
大学校公開市民講座「福祉と住生活の関わりに
ついて」

秋田職業能力開発短期大学校 生涯学習課 秋田職業能力開発短期大学校 43-7113 開催予定 30人

10 6 水
大学校公開市民講座「機械検査２級を題材とし
た間接測定技法」

秋田職業能力開発短期大学校 生涯学習課 秋田職業能力開発短期大学校 43-7113 開催予定 30人

10 7 木 修学旅行　～８日 函館 学校教育課 早口小学校 54-3033 開催予定 10人

10 7 木 修学旅行　～８日 函館 学校教育課 山瀬小学校 54-3036 開催予定 20人

10 8 金 参加者の集い（身体障害者） 鹿角市 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 15人
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10 8 金
大学校公開市民講座「人工知能が描くこの世に
存在しない画像」

秋田職業能力開発短期大学校 生涯学習課 秋田職業能力開発短期大学校 43-7113 開催予定 30人

10 13 水 参加者の集い（知的・精神障害者） 鹿角市 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 15人

10 15 金 危険物安全協会消火訓練 エコシステム花岡 消防危険物係
大館市危険物安全協会
・大館支部LPガス協会

43-4151 開催予定 90人

10 16 土 　農業婚活　～１７日 陽気な母さんの店ほか 移住交流課 大館市まるごと体験推進協議会 43-7149 開催予定 20人

10 16 土 木育インストラクター養成講座 比内公民館 林政課 大館市林政課 43-7076 開催予定 40人

10 16 土 学校祭 桂城小学校 学校教育課 桂城小学校 42-2262 開催予定 未定

10 16 土 学校祭 扇田小学校 学校教育課 扇田小学校 55-0043 開催予定 未定

10 16 土 学校祭 東館小学校 学校教育課 東館小学校 56-2112 開催予定 未定

10 17 日 学校祭 城南小学校 学校教育課 城南小学校 42-3025 開催予定 未定

10 17 日 学校祭 城西小学校 学校教育課 城西小学校 42-3238 開催予定 未定

10 17 日 学校祭 上川沿小学校 学校教育課 上川沿小学校 49-6155 開催予定 未定

10 17 日 学校祭 南小学校 学校教育課 南小学校 49-5518 開催予定 未定

10 19 火 修学旅行　～２０日 秋田県内 学校教育課 有浦小学校 42-2834 開催予定 97人

10 21 木
令和３年度第２回東北都市教育長協議会
役員会　～２２日 プラザ杉の子 教育総務課 教育総務課 43-7111 開催予定 20人

10 21 木 スポーツ講座　フライングディスク② 上川沿公民館 福祉課 身体障害者福祉センター 49-0104 開催予定 20人

10 22 金 市制７０周年記念式典兼行政協力員大会 ほくしか鹿鳴ホール 総務課 大館市 43-7025 開催 600人

10 22 金 第40回女性センターまつり　～２３日 女性センター 中央公民館
大館市女性センター自主サークル

連絡協議会・女性センター 49-7028 開催予定 250人



行事・イベント等の予定一覧
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10 23 土 　大館の魅力発見！大発見！　～２４日 陽気な母さんの店ほか 移住交流課 大館市まるごと体験推進協議会 43-7149 開催予定 20人

10 23 土 おしゃべりひろばひだまり「ハロウィン！」 ハチ公小径 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催予定 20人

10 23 土 ほくろく文化財オンラインツアー（第２回）
オンライン

（YouTube、ＺＯＯＭ)
歴史文化課 郷土博物館 43-7133 開催予定 -

10 27 水 チャレンジデー２０２１ 大館市 スポーツ振興課 笹川スポーツ財団 43-7148 開催 未定

10 27 水
大館市老壮大学・
大館市老人クラブ連合会合同学習会 ほくしか鹿鳴ホール 中央公民館

中央公民館・
大館市老人クラブ連合会 42-4369 開催予定 300人

10 28 木 修学旅行　～２９日 函館 学校教育課 川口小学校 42-9762 開催予定 17人

10 30 土 　婚活再会企画　仲をとり餅ます餅つき 陽気な母さんの店ほか 移住交流課 大館市まるごと体験推進協議会 43-7149 開催予定 10人

10 30 土 　ふるさとあきたラン仙北大会　～３１日 仙北市 スポーツ振興課 秋田県 43-7148 開催 未定

10 31 日 二井田地区一周駅伝大会 二井田地区内 二井田公民館
二井田公民館・

地区スポーツ振興会 49-4121 開催予定 45人


