
 

 

 

  

大館市のおでかけ情報 
公共施設を中心にまとめています。 

【開】開館時間 【休】休館日 

【所】所在地 ☎連絡先 

※「こどものえき」は、おむつ交換台（お）、

ベビーキープ（ベ）、授乳スペース（授）

などを設置した施設。 

※無料 Wi-Fi スポット（公衆無線 LAN）が

使用できる公共施設（Wi-Fi） 

※掲載内容は平成 27 年 2 月現在のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城南保育園⼦育て相談室 
育児の相談・講座・講演会を実施。

未就園児とその保護者を対象に

「つくしんぼ広場」を月 1 回開

催。（登録制） 

【開】育児相談 8:30～17:15 

【休】日・祝日・年末年始 

【所】字水門前 124 

城南保育園分園内 

☎42-8185 

扇⽥保育園 

地域⼦育て⽀援センター
育児の相談・講座・講演会を実施。

未就園児とその保護者を対象に

「わいわいキッズ」を毎週水曜日

開催。（登録制） 

【開】育児相談 8:30～17:15 

【休】日・祝日・年末年始 

【所】比内町扇田字町後 13-8 

☎55-3095 

たしろ保育園 

⼦育て⽀援室「きりん」 
育児の相談・園開放（月２回、不

定期）・体験保育・一時保育を実

施。 

【問】8:30～17:15 

【休】日・祝日・年末年始 

【所】岩瀬字上岩瀬上野 19 

☎54-0415 

つどいの広場「ひよこ」
入園前の子どもと家族が自由に

遊べる広場です。会場が移動にな

る場合があるので、ひよこ通信な

どでご確認ください。（お）（ベ）

【開】9:00～14:00 

【休】土・日・祝日 

【所】有浦四丁目 6 番 43 号 

有浦児童会館内 

☎49-3370 

栗盛記念 

図書館（お）（ベ）（Wi-Fi） 
絵本の読み聞かせの定期的な開催。

文化講座、文化講演会、読書感想文

コンクールの開催。 

【開】火～金／9:30～19:00 

土・日・祝／9:30～17:00 

【休】月・年末年始・ばく書期間 【所】字谷地町 13 ☎42-2525

花⽮図書館 
【所】花岡町字前田 162-3  

☎46-1557 

⽐内図書館 
【所】比内町扇田字庚申岱 8 

☎43-7142 

⽥代図書館 
【所】早口字上野 43-1

☎43-7127 

子育て広場・つどいの広場 

図書館 

【開】火～金／9:00～19:00 土・日／9:00～17:00 

【休】月・年末年始 

公民館 

中央公⺠館（お）（ベ）（Wi-Fi） 

【所】字桜町南 45－1 ☎42-4369

市民の生涯学習に役立つ社会教育の

ための施設であり、交流の場。サーク

ル活動、各種会議などに利

用できます。 

【開】9:00～21:30 

【休】第３月曜日 

年末年始 

⽐内公⺠館（お）（ベ） 
【所】比内町扇田字庚申岱 8 

☎43-7141 

⽥代公⺠館（お）（ベ）（授）

【所】早口字上野 43-1 

☎43-7126 

児童 
センター

放課後児童クラブの開催時間外

は使用が可能です。（事前申込） 

【開】9:30～18:00 

【休】日曜日、祝日、年末年始 
桂城児童センター 

【所】水門町 1-5 ☎49-4708 

釈迦内児童センター 
【所】釈迦内字相染台 24 

☎48-4486 

城⻄児童センター 
【所】城西町 8-1 

☎43-6153 

4 か所の図書館、移動図書館「お

おとり号」で本、絵本、紙芝居な

どを貸し出ししています。 

Ⓒ大館市



 

  

下記の体育館にはアリーナ、トレーニング 

ルームがあります。 

※予約状況をご確認のうえ、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

⼥性センター 
（お）（ベ）（Wi-Fi） 
教養や趣味を深め、交流を図る

施設。休憩室、講習室、調理室、

和室、軽運動室、木育ひろばなど

が利用できます。 

【開】月～金／9:00～21:00 

土・日／9:00～17:00 

【休】日曜日、祝日、年末年始 

【所】根下戸新町 6-13 

☎49-7028 

勤労⻘少年ホーム（Wi-Fi） 
教養講座、各種会議、レクリエ

ーションに利用できます。 

【開】月～金／9:00～21:00 

土・日／9:00～17:00 

【休】第３日曜日、祝日、年末年始 

【所】字三ノ丸 60 

☎42-0872 

市⺠⽂化会館 
（お）（ベ）（Wi-Fi） 
文化・教養活動の拠点施設。各

施設の利用ができます。 

【休】毎週火曜日（火曜日が祝

祭日の場合はその翌日） 

【所】字桜町南 45-1 

☎49-7066 

北地区コミュニティセンター
地域交流・地域文化の発展などに

利用できる活動拠点施設。各施設

の利用ができます。（Wi-Fi） 

【開】9:00～21:00 

【休】年末年始 

【所】有浦一丁目 8 番 15 号 

☎45-0515 

タクミアリーナ（樹海体育館）
ジョギングコースがあります。（お）（ベ）（Wi-

Fi） 

【開】9:00～21:30【休】年末年始 

【所】上代野字八幡岱 29-4 ☎43-

⽐内体育館 
【開】9:00～22:00【休】年末年始 

【所】比内町扇田字庚申岱 8 ☎55-0194

⽥代体育館（グリアス⽥代） 
ジョギングコースがあります。（お）（ベ） 

【開】9:00～22:00【休】年末年始 

【所】早口字岩瀬越 6-1 ☎54-0555 

集会施設スポーツ施設（体育館） 

 

 

 

その他

北部⽼⼈福祉総合エリア 
屋内運動広場、キッズコーナー、陶

芸室、料理室、視聴覚室、レストラ

ン、売店が利用できるほか、入浴・

宿泊が可能。（お）（ベ）（授）（Wi-Fi）

【開】9:00～17:00 

（入浴時間 9:30～20:00） 

【休】毎週月曜日（祝祭日の場合は

その翌日） 

【所】十二所字平内新田 237-1 

☎47-7070 

ベニヤマ⾃然パーク 
天然温泉付きの宿泊施設「比

内ベニヤマ荘」、パークには小

さな子どもから楽しめる滑り

台やスカイロープ、ブランコ

などの大型複合遊具やアスレ

チック遊具のほか、多目的広

場やステージ、キャンプ広場

などがあります。 

【所】比内町大葛字金山沢口 5

☎57-2324 

多目的広場 

⼆ツ⼭多⽬的運動広場 
芝生広場、サッカー場、テニスコ

ート、遊具などがあります。 

【開】9:00～18:00 

（利用期間 4 月～10 月） 

【所】字餅田一丁目地内 

☎54-0555（田代体育館） 

県⽴⼤館少年⾃然の家 
青少年教育・生涯学習施設。キャン

プやバーベキュー、創作活動等、

様々な体験ができます。（お）（ベ）

【休】毎週月曜日、年末年始、冬季

間の施設利用【所】東台字岩神沢 31

☎43-3174 

樹海コミュニティ広場 
樹海ドーム周辺。語らいの森、イ

ベント広場があります。 

【開】9:00～19:00 

（利用期間 4 月～10 月） 

【所】上代野字八幡岱地内 

☎43-7136（樹海体育館） 

⻑根⼭運動公園多⽬的広場 
芝生広場、野球場、テニスコート、

陸上競技場があります。 

【開】9:00～19:00 

（利用期間 4 月～10 月） 

【所】字東台地内 

☎43-7136（樹海体育館） 

達⼦森公園多⽬的広場
芝生広場、野球場があります。

【開】9:00～19:00 

（利用期間 4 月～10 月） 

【所】比内町達子字前田野地内

☎55-0194 

（比内体育館）

花 岡 総 合 スポ ー ツ 公 園 
多⽬的運動広場 
多目的プール、多目的運動広場、

多目的室内運動場があります。 

【開】9:00～17:00 

（利用期間 4 月～10 月） 

【所】花岡町字アセ石 33 番地 

☎43-7148（スポーツ振興

課スポーツ振興係） 

⽥代多⽬的運動広場 
芝生広場、野球場、テニスコートが

あります。オートピクニック広場、

アドベンチャー広場が隣接。 

【開】9:00～18:00 

（利用期間 4 月中旬～10 月）

【所】岩瀬字上岩瀬塚の岱地内 

☎54-0555（田代体育館） 

ニプロハチ公ドーム 

(⼤館樹海ドーム)（お）（ベ）（Wi-Fi）

幼児の遊び場無料提供（平日 9:00～

16:00 の団体利用が入っていない時間。

未就学児と保護者 2 名まで） 

【開】9:00～21:30【休】第 2､第 4 月曜日、年末年始 

【所】上代野字稲荷台 1-1 ☎45-2500 

H27.3 子ども課作成 R2.4 訂正 


