もっと知りたい!

大館特集

大館特集

ハチ公のふるさと、大館市
映画「ハチ公物語」や「HACHI 約束の犬」の
モデルになった忠犬ハチ公は、本市の出身。
あきたいぬ

市内のさまざまな場所で、秋田犬を感じることができます。

ハチ公ゆかりの地
今も映画や書籍で語り継がれる忠犬ハチ公の生まれは
大館市。大正12年11月、本市大子内の斎藤義一宅に
て生まれました。秋田犬ならではの大きな体と穏やか
な性格、そして愛くるしさを持ったハチ公。市内には
大館駅や秋田犬会館、生家の斎藤宅前をはじめ、観光
案内所、神社、橋やマンホールなど、数多くのハチ公、
秋田犬をテーマにした銅像・モニュメントが設置され
ています。

●大館市観光キャラクター■「はちくん」
秋田犬のキャラクター
「はちくん」
は、忠犬ハチ
公と同様、垂れ下がった左耳がポイント。たぷっ
としたお腹がキュートな本市の観光キャラクター
です。イベントやお祭りで見かけたら、声をか
けてくださいね！
あきたいぬかいかん

秋田犬会館

MAP 8･A-2

にほん けん

昭和６年、日
本犬で最初の天然記念物に指定された
あきた いぬ
。その種の保存のため発足した秋田犬保存
「秋田犬」
会の創立50周年を記念して建てられた秋田犬会館
には、全国の犬種団体で唯一の博物室があり、忠犬
ハチ公や秋田犬に関する貴重な展示物を見学できま
す。また、春から秋までの間は、本物の秋田犬を見
ることができます。
●秋田犬会館 ☎42-2502
住 三ノ丸13-1
毎日午前9時～午後4時
（11月下旬～4月下旬を除く）
アメッコ市の2日間午前
9時～午後4時 休 11月21日～4月20日の土曜日の午後、
日曜日、祝日、年末年始
（12月28日～
1月3日）
、
8月13日の午後 料 大人100円、
子ども50円、
団体
（30名以上）
大人80円、
子ども30円

AD H30mm×W90mm
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▼ ▼ハチ公のふるさと、大館市・技が光る伝統工芸

大館特集

技が光る

伝統工芸
使うほどにぬくもりが伝わる、
秋田杉を使った伝統工芸。
昔ながらの
アイテムに加え、受け継がれてきた技は今、
新たな作品を生み出しています。

◀ ◀ ◀ 大館曲げわっぱ
すぎ まさ

きこりが杉柾で器を作ったことが始まりといわれる
「曲げ
わっぱ」
は、今や国内にとどまらず、世界に誇る伝統工芸
品として知られています。かつては樹齢300年を超える
天然秋田杉のみを使って、美しい木目と弾力性を持つ製
品を作り出してきました。秋田杉を薄くはぎ、柔らかくす
るために熱湯につけ曲げ輪を作り、山桜の皮で縫い止め
るのが伝統のスタイル。昭和55年には国の伝統的工芸品
の指定を受けました。近年は秋田杉の豊かな香りと優美
なフォルムを生かしつつ、機能性にすぐれた新しいデザイ
ンの製品が次々と生み出されています。

あき

た

すぎ おけ たる

秋田杉桶樽 ▶ ▶ ▶
秋田杉桶樽は、昭和59年に国の伝統的工芸品指
定を受けました。天然秋田杉を大きくまたは小さ
く
「曲げる」
技を用いて作られます。昔から、洗濯
ひつ
用のたらい桶やお櫃、酒樽、漬物桶といった用途
で活躍してきました。近年では優美なフォルムと
素材のぬくもりをいかした花器やワインクーラー、
椅子といったさまざまな製品が人気です。

AD H30mm×W90mm
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もっと知りたい!

大館特集

大館特集

はち まん じん じゃ

八幡神社 神殿２棟
（国指定重要文化財）

MAP 8･C-1

初代大館城代小場義成のときに守護神として城内に祭
られ、貞享４年(1687年)に第４代佐竹義武が現在地
に遷座建立しました。神殿は現在の八幡神社の奥につ
さやどう
ながる鞘堂にあり、左に正八幡宮、右に若宮八幡宮を
配します。両殿ともに桃山式の遺風を持つ建物で、各
部に極彩色を施した豪華なつくりが特徴。平成２年に
重要文化財の指定を受けました。東北地方の近世社寺
建築を代表する社殿は、大館駅から東南約４㎞、長木
川の清流を望む老杉の茂る高台にあります。
住 字八幡１

訪れたい、

大館の歴史・文化
市内には、歴史的にも価値の高い建築物が点在しています。
足を運んでじっくりと見学したい、名所をご紹介。
おう

ろ

かん

桜櫓館
（国登録有形文化財）

MAP 8･A-2

大館旧市街地が度重なる大火に見舞われなが
らも、奇跡的に残った数少ない昭和初期の本
格木造建築として貴重な存在である桜櫓館。
市制施行前最後の町長を務めた桜場文蔵氏の
私邸として知られています。特徴は、2階の
屋根に突き出るよう四方にガラス窓を配した
展望台。このほか、武家屋敷に見られる格式
むく
は ふ
のついた玄関など、多くの
の高い
「起リ破風」
見どころがあります。
住 字中城13-3

午前9時30分～午後4時

休 毎週月曜日
（月曜日が祝･休日の場合は開館し､

翌日休館）
､8月13日､12月29日～1月5日､1月11
日～2月28日 料 小中高生無料､一般100円以上

（維持管理協力金）

AD H30mm×W90mm
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▼ ▼訪れたい、大館の歴史・文化

大館特集

とり がた かい かん

鳥潟会館（旧鳥潟家住宅・庭園）
（県指定有形文化財・県指定名勝）

MAP 18･A-2

慶長年間から続く、旧家の鳥潟家。昭和11年
（1936年）
、
第17代の鳥潟隆三博士が、宝暦年間に新築されたとする
旧主屋の増改築、庭園拡張を行いました。約5年の歳月と
1,000人を超える京都の大工・左官等の手による整備は、
京風の意匠を取り入れたもの。建物は、京都から造園師を
招いた情緒豊かな京風庭園とあわせ、東北地方有数の文化
遺産として知られています。平成23年
（2011年）
3月22
日、建造物が秋田県指定有形文化財に、庭園が秋田県指定
名勝
（記念物）
に指定されました。
住 花岡町字根井下156
午前9時～午後5時（4月1日～10月
31日）
､午前9時～午後4時
（11月1日～3月31日） 休 毎週月曜日
（月曜日が祝･休日の場合は開館し､翌日休館）
､年末年始 料 見学

は無料

ほく ろく

北鹿ハリストス正教会聖堂
（県指定有形文化財）

MAP 13･E-4

建坪は約15坪ながら、明治時代の擬洋風建築とし
て文化的価値の高い北鹿ハリストス正教会聖堂。明
治25年、豪農の畠山市之助氏により曲田福音聖堂
として建てられました。秋田杉を巧みに加工し、四
方から木製アーチをのばしてドームをかけるなどし
た貴重な木造ビザンチン様式が有名です。また、堂
内には明治の女流聖像画家、山下りんの聖像画も飾
られています。
住 曲田字曲田80

AD H30mm×W90mm
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大館特集

もっと知りたい!

大館特集

大館観光案内

美しく、豊かな自然
ずっと眺めていたくなる、緑豊かな自然が残る本市。
貴重な植物・動物が、身近に観察できるのも自慢の一つです。

田代岳県立自然公園

全体図 B-1

白神山地に属する田代岳
（1178ｍ）
は、青森、
秋田の県境近くに位置します。昭和50年1月
11日、田代岳を中心とする山岳および山麓、
早口沢・岩瀬沢両沢の大川目渓流一帯の
1855haが、県立自然公園に指定されました。
高層湿原が形成された9合目付近は120個以
ちとう
上の池塘が散在、山頂からの眺めも見事で多
くの登山客でにぎわいます。

住 早口 ※降雪は11月中旬から､残雪
は5月中旬頃まで。登山口のトイレや
登山道に設置している木橋は11月末
で閉鎖､撤去しています。

な が ばしり ふ う け つ

長走風穴高山植物群落

●長走風穴館
住 長走362-6
午前9時30
分～午後4時30分 休 毎週月

（国指定天然記念物）


MAP 18･E-3

岩石が堆積してできた累積型風穴では、真夏でも5～6度
の冷気が吹き出します。このため、周辺の国見山西側山麓
標高200m前後の低地では、ゴゼンタチバナ、オオタカネ
イバラなど1000m付近で観測される高山植物が群生し、
特異現象地帯となっています。散策路は1周20～30分程
度。パネルコーナーやミニシアターが見学できる長走風穴
館については、P75をご覧ください。

曜日(月曜日が祝日の場合はそ
の翌日)6～8月は 無 休。12月
1日～3月31日は冬期閉館。
料 無料

しば

や

ち

芝谷地湿原植物群落

（国指定天然記念物）

MAP 1･E-2

人為的影響のない、貴重な低地湿原です。学術上価値
の高い湿原植物が自生していることに加え、食虫植物
が多いのも特徴の一つ。トンボや水辺の野鳥・小動物
なども手軽に観察できます。
住 釈迦内ヲコハ

AD H30mm×W90mm
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▼ ▼大館観光案内

大館特集

気軽に

 温泉巡り
豊富な温泉で
「いで湯の里」
としても知られる本市。
白濁した湯や茶色い湯など泉質もさまざまです。
市街地にも温泉施設が多数あるため、
温泉巡りが楽しめます。

矢立・日景温泉

MAP 18･E-1

湯治場の情緒をそのまま残す、青森県境にある温泉。
日景温泉の泉質は含硫黄−ナトリウム−塩化物泉
（硫化
水素型）
で皮膚病に良いとされています。矢立ハイツの
温泉は峠の金の湯とも呼ばれ、泉質はナトリウム・カ
ルシウム−塩化物泉です。
●矢立・日景温泉

大滝温泉

住 長走

MAP 14･C-5

秋田の藩主であった、佐竹侯も湯治
に利用したことで知られています。
泉質は、ナトリウム・カルシウム−
硫酸塩・塩化物泉。米代川に沿って
宿泊施設が建ち並びます。
●大滝温泉

住 大滝温泉

たしろ温泉

雪沢温泉

MAP 20･C-2

昭和 38 年に開湯、長木渓流や
四十八滝など、周囲の素晴らしい
景観も見どころの一つ。泉質はカ
ルシウム・ナトリウム−硫酸塩泉。
●雪沢温泉

AD H30mm×W90mm

015

MAP 19･C-2

スポーツ公園に隣接した宿泊保養施設、
たしろ温泉
「ユップラ」
では、露天風呂
やジェットバスなどのお風呂をはじめ、
宴会、食事などの施設も充実。泉質は
ナトリウム・カルシウム−塩化物泉です。
●たしろ温泉
「ユップラ」
住 岩瀬字上岩瀬塚の岱43-1
午前6時
休
料
～午後10時
不定休
大人350円(中
学生以上)、
子ども150円

P有

住 雪沢温泉

※広告が入ります
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もっと知りたい!

大館特集

大館特集

春
夏

大館の

一年を通して、数多くのまつり
季節を感じ記憶に残る、
期間中は多くの

大館桜まつり

（4月下旬～5月上旬）
桂城公園ほかで行われ、夜桜
が楽しめるエリアも。多くの
市民でにぎわいます。
→■ MAP 8･A-2
■桂城公園ほか

田代名産たけのこ祭り

（6月第2日曜日）

田代地域で開かれる恒例イベント。旬
のたけのこが存分に味わえます。
→ MAP 19･C-2 ■ 田代多目的運動広
場
（田代スポーツ公園内）

大館バラまつり

（6月中旬、10月中旬）

約500種のバラが植栽されてい
る、石田ローズガーデンで行わ
れるバラまつり。夜のライト
アップもあり。
→ MAP 8･A-2 ■ 石田ローズ
ガーデン

大館大文字まつり

（8月16日）

大鮎の里
ふるさとまつり（8月中旬）

おおまちハチ公通りを舞台に、大館
大文字踊りや市内小学生によるパ
レード、スクールバンドなどが行わ
れる夏の風物詩。夜の花火大会と同
時に、市の東に位置する鳳凰山には、
大の火文字が浮かび上がります。
→ MAP 7･E-3 ■大館市内

盆踊りや打ち上げ花火、鮎の塩焼きなど
が楽しめる夏祭り。→ MAP 15･D-4 ■米
代川河川緑地
（田代総合支所の川向かい）

AD H30mm×W90mm
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▼ ▼春夏秋冬、大館のまつり

まつり

大館特集

秋
冬

が各所で開催されます。
鮮やかな本市のまつり。
人でにぎわいます。

五色湖まつり（10月初旬）
山瀬ダムの完成を機に、毎年紅葉の始まりに開催。リンゴ
の皮むき競争や魚のつかみ取りなどで盛り上がります。
→ MAP 18･A-3 ■山瀬ダム多目的運動広場

大館神明社例祭

（9月10日・11日）

大館神明社の祭典。曳き山車
（や
ま）
が巡行される際に演奏される
「大館囃子」
は、大館市無形民俗
文化財に指定されています。
→ MAP 7･C-4 ■大館神明社

本場大館きりたんぽ
まつり（10月）

大館で生まれ、育てられ、守られてきたき
りたんぽ文化をつないでいくため、
「本場の
きりたんぽ」
を切り口に、さまざまなイベン
トが開かれます。きりたんぽの食べ比べや
自分で炭火でこんがりと焼く
「たんぽ一万本
焼き」
が大人気。
→ MAP 4･A-3 ■大館樹海ドーム

比内とりの市（1月第4日曜日とその前日）
特産の比内地鶏にとことんこだわっ
た、とりの市。
「見る・遊ぶ･買う･
食べる」
の冬まつりは、イベントが
盛りだくさんです。
→ MAP 13･A-2 ■比内グラウンド

大館シャイニングストリート

（12月上旬～1月上旬）

約30万球の電飾が施され、幻想的な空間を
味わえる県内最大規模のイルミネーション。
→ MAP 5･D-4 市道大館駅東大館線(通称
22m道路)の市立病院交差点から看護福祉大学
正門付近(約900ｍ■街路樹87本)

AD H30mm×W90mm
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大館アメッコ市

（2月第2土曜日とその翌日）
「この日にアメを食べると風邪をひかない」
しら
おおかみ
や
「秋
と言われています。
「白ひげ大神巡行」
田犬パレード」
も。枝アメや細工アメなど、
アメを販売する露店が多く立ち並びます。
→ MAP 7･E-3 ■おおまちハチ公通り

※広告が入ります
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大館特集

もっと知りたい!

豊かな自然から生まれた、特産品をピックアップしました。

名物きりたんぽを始め、美味しいものの宝庫の大館。

大館市、
自慢 の味

大館特集

「きりたんぽの本場」、
 ふるさと名物応援宣言
秋田県の中でも、
「きりたんぽの本場」
と
して知られる本市。その昔、狩りで山に
入ったマタギ、炭焼きや狩りのために山
ごもりをした人々が、ご飯をこねて木の
串に巻きつけ焼き干して食べたり、ある
いは味噌を塗って食べたものが
「たんぽ」
の始まりと伝えられています。これを鍋
にしたのが
「きりたんぽ」
です。
シンプルながら、各家庭で代々受け継が
れるおふくろの味
「きりたんぽ」
。おもて
なしや冠婚葬祭の際にも出されるごちそ
うです。秋田杉の串につけ、こんがりと
焼くことで豊かな香りのきりたんぽの出
来上がり。特に秋の新米きりたんぽと脂
がのった比内地鶏を使ったきりたんぽ鍋
は格別です。今では、その美味しさが全
国的に知られるようになりました。

おふくろの味、
きりたんぽの作り方
１

少し固めに炊いたご飯をすり
こぎでこねるようにつきます。
米粒が残る程度につくのがポ
イント。

AD H30mm×W90mm
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2

ついたご飯を秋田杉の串につ
け、伸ばしながら巻きつけま
す。

※広告が入ります

3

食塩水をつけながら、まな板
の上で転がして形を整えます。

4

炭火で表面がきつね色にこん
がりと焼けたら出来上がり。

AD H30mm×W90mm
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▼ ▼大館市、自慢の味

大館特集

比内地鶏
日本三大美味鶏の一つとして知られている
比内地鶏。出荷まで、160日以上かけて一
羽一羽丹念に育てられます。本市の澄んだ
空気と水、緑といった豊か、良好な環境で
放し飼いされることにより、健康的で美味
しい肉質が生まれます。適度な歯ごたえは
もちろん、ダシ汁の美味しさが最大の特徴。
きりたんぽ鍋の具材に欠かせない食材です。

きりたんぽには
欠かせない!

とんぶり

山の芋

チョウザメの卵に似ているこ
とから
「畑のキャビア」
ともいわ
れるとんぶりは、アカザ科のホ
ウキ草種子を独特な技術で加工
したもの。プリプリとした歯ざ
わりが美味しさの秘密です。

強い粘りを持ち、栄養価に優れて
いる山の芋。おろしてとろろ芋に
するとそのコクと粘り強さを楽し
めます。

酒
米どころ秋田ならではの、
こだわりの銘酒が揃いま
す。また、ビールの魂と
いわれるホップの生産も
盛んです。

たけのこ
本市に広く分布する
「根曲がり竹」
。
特に白神山地田代岳周辺に自生す
るものは柔らかく味わいも豊か。
５月下旬から６月上旬が旬です。

AD H30mm×W90mm
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※広告が入ります
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