
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）

10 1 土 ラジオ体操会終了大会 城南小グラウンド 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 80人

10 1 土 学校祭 有浦小学校 学校教育課 有浦小学校 42-2833 開催 未定

10 1 土 学校祭 川口小学校 学校教育課 川口小学校 42-9762 開催 未定

10 1 土 学校祭 成章小学校 学校教育課 成章小学校 52-2818 開催 未定

10 1 土 学校祭 北陽中学校 学校教育課 北陽中学校 48-3777 開催 未定

10 1 土 学校祭 南中学校 学校教育課 南中学校 49-5516 開催 未定

10 1 土 学校祭（～2日） 比内中学校 学校教育課 比内中学校 55-1506 開催 未定

10 1 土 学校祭 田代中学校 学校教育課 田代中学校 54-3042 開催 未定

10 2 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 未定

10 2 日 学校祭 矢立小学校 学校教育課 矢立小学校 46-3012 開催 未定

10 2 日 学校祭 山瀬小学校 学校教育課 山瀬小学校 54-3036 開催 未定

10 2 日 学校祭 第一中学校 学校教育課 第一中学校 42-3089 開催 未定

10 2 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 未定

10 2 日 学校祭 成章中学校 学校教育課 成章中学校 52-3022 開催 未定

10 2 日 学校祭 東中学校 学校教育課 東中学校 42-0415 開催 未定

10 3 月 大学校公開市民講座（１日目） 秋田職業能力開発短期大学校 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 15人

10 4 火 Let's Go！木育ひろば
in城南保育園分園 城南保育園分園 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 23人

10 5 水 大学校公開市民講座（２日目） 秋田職業能力開発短期大学校 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 10人

※9月30日現在○対象期間　１０月１日（土）から１２月３１日（土）までの間
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10 5 水 比内支援学校中学部生活単元学習 市民交流センター 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 25人

10 6 木 シニア向け「ピンポン（卓球）」講座 市民交流センター 中央公民館 市民交流センター 49-7028 開催 10人

10 6 木 修学旅行（10/6～10/7） 函館 学校教育課 山瀬小学校 54-3036 開催 20人

10 6 木 修学旅行（10/6～10/7） 函館 学校教育課 早口小学校 54-3033 開催 25人

10 7 金 大学校公開市民講座（３日目） 秋田職業能力開発短期大学校 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 20人

10 7 金 手話奉仕員養成講座（基礎編）㉑ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催 15人

10 8 土 本場大館きりたんぽまつり ニプロハチ公ドーム 観光課 大館食の祭典協議会 0186-59-6333 開催

10 8 土 大館バラまつりシーズン２ 石田ローズガーデン 観光課 大館市観光課 0186-43-7072 開催

10 12 水 ふるさとあきたラン！壮行会 市役所会議室101・102 スポーツ振興課 大館市 0186-43-7148 開催 25人

10 13 木 修学旅行（10/13～10/14） 函館 学校教育課 有浦小学校 42-2833 開催 88人

10 14 金 秋の星空観望会 大葛天文台 比内公民館 比内公民館 43-7141 開催 20人

10 14 金 手話奉仕員養成講座（基礎編）㉒ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催 15人

10 15 土 学校祭 桂城小学校 学校教育課 桂城小学校 42-2262 開催 未定

10 15 土 学校祭 南小学校 学校教育課 南小学校 49-5519 開催 未定

10 15 土 学校祭 扇田小学校 学校教育課 扇田小学校 55-3053 開催 未定

10 15 土 学校祭 西館小学校 学校教育課 西館小学校 55-2077 開催 未定

10 15 土 学校祭 東館小学校 学校教育課 東館小学校 56-3040 開催 未定
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10 16 日 学校祭 城南小学校 学校教育課 城南小学校 42-3295 開催 未定

10 16 日 学校祭 城西小学校 学校教育課 城西小学校 42-3238 開催 未定

10 16 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 未定

10 18 火 障がい者雇用促進に関するセミナー 比内支援学校 福祉課 障害者自立・差別解消支援協議会 59-7255 開催 40人

10 19 水 秋の星空観望会（オンライン） オンライン 歴史文化課 歴史文化課 43-7133 開催 未定

10 20 木 Let's Go！木育ひろば
in桂城児童仲良しクラブ 桂城児童センター 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 80人

10 21 金 秋の星空観望会 大葛天文台 比内公民館 比内公民館 43-7141 開催 20人

10 21 金 手話奉仕員養成講座（基礎編）㉓ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催 15人

10 23 日 ハロー！ハチウィンin御成座2022 御成座 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 100人

10 26 水 老壮大学「サエラふれあいコンサート」 ほくしか鹿鳴ホール 中央公民館 市老司クラブ連合会
・老壮大学 42-4369 開催 400人

10 28 金 手話奉仕員養成講座（基礎編）㉔ 大館市総合福祉センター 福祉課 障害福祉係 43-7052 開催 15人

10 29 土 わくわくサイエンスin田代 田代公民館 歴史文化課 歴史文化課 43-7133 開催 12人

10 29 土 大館城跡発掘調査現地説明会（2回開催） 大館城跡 歴史文化課 歴史文化課 43-7133 開催 30人×2回

11 3 木 博物館無料開放デー 大館郷土博物館 歴史文化課 歴史文化課 43-7133 開催 未定

11 5 土 放課後児童クラブドッジボール交流会 グリアス田代 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 450人

11 6 日 秋の火災予防運動　防火チラシ配布
イオンスーパーセンター
・いとくショッピングセ
ンター

予防課 大館市・消防本部・消防団 43-4151 開催 400人
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11 6 日 秋の火災予防運動　防災訓練
比内前田地区・獅子ヶ森
地区・向田地区・谷地の
平地区

予防課 大館市・消防本部・消防団 43-4151 開催 200人

11 6 日 消防団防災リーダー養成講習 消防本部 消防総務課 大館市・消防本部・消防団 43-4152 開催 15人

11 6 日 普通救命講習（消防団） 消防本部 消防総務課 大館市・消防本部・消防団 43-4152 開催 15人

11 8 火 障がい者サポーター養成講座 中央公民館 福祉課 障害者自立・差別解消支援協議会 59-7255 開催 70人

11 11 金 そば打ち講座 市民交流センター 中央公民館 市民交流センター 49-7028 開催 15人

11 12 土 おうちぱん講座（障がい者の生涯学習事業） 比内公民館 比内公民館 生涯学習課 43-7141 開催 12人

11 12 土 わくわくサイエンスin田代 田代公民館 歴史文化課 歴史文化課 43-7133 開催 12人

11 13 日 ハチ公生誕祭 秋田犬の里 観光課 銅像維持会
ハチ100実行委員会 0186-43-7072 開催

10 14 金 消火訓練 エコシステムジャパン㈱
ローリー車駐車場 予防課 大館市危険物安全協会

大館LPガス協議会 43-4151 開催 100人

11 15 火 老壮大学文化祭 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 110人

11 16 水 老壮大学文化祭 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 110人

10 16 日 スポーツを通じた大館市のレガシー発見 タクミアリーナ スポーツ振興課
・環境課 大館市 0186-43-7148 開催 300人

11 18 金 第72回秋田県公民館大会 ほくしか鹿鳴ホール 中央公民館 秋田県公民館連合会 42-4369 開催 350人

11 20 日 ONSEN・ガストロノミーウォーキング 大滝・中山方面 観光課 おおだて歩き実行委員会 0186-43-7072 開催
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10 20 木 育児講演会 比内公民館 子ども課 子ども課（城南保育園分
園子育て相談室） 42-8185 開催予定 20人

10 21 金 令和４年男性の家事・育児と仕事との両
立を促進するためのセミナー バーリーズクラブ 企画調整課 秋田県北部男女共同参画センター 0186-49-8552 開催予定 30人

10 22 土 体力テスト タクミアリーナ スポーツ振興課 大館市 0186-43-7148 開催 30人

10 2223
土
日 第24回大館圏域産業祭　　 ニプロハチ公ドーム 商工課 大館圏域産業祭実行委員会  43-7071（内線475） 開催 20,000人

11 23 水 伝統文化親子教室 ほくしか鹿鳴ホール 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 600人

11 26 土 「民謡をどうぞ　ふるさとデリバリーin
大館市」公開収録 ほくしか鹿鳴ホール 生涯学習課 生涯学習課 43-7113 開催 900人

10 29 土 ウォーキングデー大館大会 岩神ふれあいの森周辺 スポーツ振興課 大館市 0186-43-7148 開催 50人

11 10 木 生涯現役合同企業面談会 プラザ杉の子 商工課 大館市高齢者活躍支援協議会  43-7071（内線473） 開催 100人

11 13 日 障がい者スポーツに関する研修会 中央公民館 スポーツ振興課 大館市 0186-43-7148 開催 50人

11 23 水 タイフェス タクミアリーナ スポーツ振興課 大館市 0186-43-7148 開催

11 24 木 消防出初式纏振り　合同訓練 比内体育館 消防総務課 大館市・消防本部・消防団 43-4152 開催 80人

11 26 土 はちくんオープンボッチャ交流会 タクミアリーナ スポーツ振興課 大館市 0186-43-7148 開催 80人

12 1 木 消防出初式纏振り　合同訓練 比内体育館 消防総務課 大館市・消防本部・消防団 43-4152 開催 80人

12 1 木 市民交流センターサークル発表会 ほくしか鹿鳴ホール 中央公民館 市民交流センター 49-7028 開催 100人

12 6 火 クリスマスのおもてなし講座 市民交流センター 中央公民館 市民交流センター 49-7028 開催 15人
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大館シャイニングストリート
市立総合病院交差点～
秋田看護福祉大学正門前
付近

観光課 大館シャイニングスト
リート実行委員会 090-3368-2085 開催

12 21 水 老壮大学12月学習会 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 110人

12 26 月 冬休みわんぱくスクール（ハンドベル） 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 15人

12 26 月 冬休みわんぱくスクール（ボッチャ） 中央公民館 中央公民館 中央公民館 42-4369 開催 12人

12上旬
～


