
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止・変更となる場合があります。

① 県有施設の無料開放

施設名 所在地
無料開放する箇所・時間

その他連絡事項
実施日 問合せ先 備考

県立総合プール 秋田市新屋町字砂奴寄4-6

〈無料開放箇所〉
　メインプール、ダイビングプール、サブプール
〈時間〉
　10：00～17：00

8月29日（月）
向浜スポーツゾーン

総合事務所
（018-895-5056）

県立向浜運動広場 秋田市新屋町字砂奴寄4-6

〈無料開放箇所〉
　テニスコート
〈時間〉
　9：00～17：00

8月29日（月）
向浜スポーツゾーン

総合事務所
（018-895-5056）

・事前予約が必要です。
・雨天の場合、中止すること
があります。

県立武道館 秋田市新屋町字砂奴寄2-2

〈無料開放箇所〉
　小道場、柔道場、剣道場、近的弓道場、遠的弓道場、
　相撲場・屋外相撲場
<時間>
　9：00～17：00

8月29日（月）
県立武道館

（018-862-6651）
・事前予約は不要です。
・貸切使用はできません。

新屋運動広場
秋田市豊岩石田坂字館野21-
9

〈無料開放箇所〉
　メイングラウンド、サブグラウンド

8月29日（月）
新屋運動広場

(018-828-8676)

〈時間〉
9:00～17:00
〈その他〉
ご利用の際は事務所で
受付が必要です。

田沢湖スポーツセンター
仙北市田沢湖生保内字下高
野73-75

〈無料開放箇所〉
　屋外施設　サッカー場、ラグビー場

8月21日（日）
田沢湖スポーツセンター

(0187-46-2001)

県営祓川山荘
由利本荘市矢島町城内字木
境

宿泊料（無料開放実施日から翌日まで１泊） 8月27日（土）
由利本荘市矢島総合支所
産業建設課商工観光班

（0184-55-4953）

県営鉾立山荘 にかほ市象潟町小滝字鉾立 宿泊料（無料開放実施日から翌日まで１泊） 8月27日（土）
鉾立山荘

（090-3124-2288）

・宿泊にあたっては、原則と
して事前に予約が必要で
す。

県立博物館 秋田市金足鳰崎字後山52

本館・分館旧奈良家住宅
（企画展示室、わくわくたんけん室は展示替えのため閉
室）
開館時間　9:30～16:30

8月29日(月)
県立博物館

（018-873-4121）

・通常は月曜日が休館日で
すが、8/29は県の記念日に
伴い臨時開館します。

農業科学館 大仙市内小友字中沢171-4

<無料開放箇所>
 本館・温室・曲屋・屋外施設
<無料開放時間>
 9:30～16:30

8月29日(月)
農業科学館

（0187-68-2300）

・通常は月曜日が休館日で
すが、8/29は県の記念日に
伴い臨時開館します。

秋田県健康増進交流センター
「ユフォーレ」

秋田市河辺三内字丸舞1-1

〈無料開放箇所〉
　バーデゾーン（温水プール等）、トレーニングルーム
〈その他〉
　別途、入館料として大人400円、小学生300円がかかりま
す。

8月29日（月）

秋田県
健康増進交流センター

「ユフォーレ」
（018-884-2111）

県立小泉潟公園 秋田市金足鳰崎字後谷地21

テニスコート
・１組につき２時間まで。
・利用にあたっては予約及び受付が必要です。
・貸出し器具は有料です。

8月28日（日）
小泉潟公園管理事務所

(018-873-5272)

県立中央公園 秋田市雄和椿川字駒坂台4-1

<個人利用施設>
　フィールドアスレチック、トレーニングルーム、アーチェ
リー場
<予約利用施設>
　テニスコート（ハードコート）
<時間>
　屋内　9：00～17：00
　屋外　9：00～18：30
<その他>
・各施設とも、利用に当たっては受付が必要です。
・施設によっては設備・時間などに制限がありますので、
事前にお問い合わせください。
・トレーニングルームは、新型コロナ感染症の状況により、
開放出来ない場合があります。

8月28日（日）
中央公園事務所

総務企画課
（018-886-4141）

県立北欧の杜公園 北秋田市上杉字中山沢128

テニスコート
<その他>
・一組につき１時間まで
・利用に当たっては予約及び受付が必要です。
・貸出し器具は有料です。

8月28日（日）
北欧の杜公園事務所

（0186-78-3300）

令和４年度「県の記念日」関連事業

「県の記念日」とは？

　　１８７１年（明治４年）の廃藩置県によって、「秋田県」が誕生した８月２９日を記念し、

　　１９６５年（昭和４０年）に制定されました。秋田県は、今年で１５１歳を迎えることになります。

　　今一度ふるさと秋田を見つめ直す機会としていただきたく、県の誕生日を記念し、県有施設の無料開放や一般公開、

　　各種協賛イベントなど、様々な記念行事を実施します。
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施設名 所在地
無料開放する箇所・時間

その他連絡事項
実施日 問合せ先 備考

秋田県北部
老人福祉総合エリア

大館市十二所字平内新田
237-1

テニスコート
　　〈時間〉　9:00～17:00

9月4日（日）

秋田県北部老人福祉
総合エリア

コミュニティセンター
（0186-47-7070）

〈その他〉
1組1時間交替
ご利用の際は受付まで

秋田県中央地区
老人福祉総合エリア

秋田市御所野下堤5丁目1-1 緑地運動広場 8月28日（日）
秋田県中央地区老人福祉

総合エリア
018-829-2151

要予約。
9：00～17：00まで

秋田県北部
男女共同参画センター

大館市字馬喰町48-1 研修室
8月27日(土)
～28日（日）

秋田県北部
男女共同参画センター

(0186-49-8552)
要事前予約

秋田県中央
男女共同参画センター

秋田市中通2-3-8
アトリオン6階、7階

研修室
8月27日(土)
～28日（日）

秋田県中央
男女共同参画センター

(018-836-7853)
要事前予約

秋田県南部
男女共同参画センター

横手市神明町1-9 研修室
8月27日(土)
～28日（日）

秋田県南部
男女共同参画センター

(0182-33-7018)
要事前予約

②県有施設の料金割引
施設名 所在地 料金割引する箇所 実施日 問合せ先 備考

ホテルサンルーラル大潟 南秋田郡大潟村字北1-3
展望浴場　サンシャワー
※通常600円の入浴料を半額の300円にいたします。

8月27日（土）
～29日（月）

ホテルサンルーラル大潟
（0185-45-3311）

秋田県南部
老人福祉総合エリア

横手市大森町字菅生田245-
34

一般休憩入浴料通常630円を半額の320円
小学生までの入浴料通常310円を半額の160円に割引

8月28日（日）
秋田県南部

老人福祉総合エリア
（0182-26-3880）

10：00～19：00まで
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施設名 所在地 施設の概要 施設の見どころ 実施日・時間 問合せ先 備考

食肉衛生検査所 鹿角市八幡平字川部内川原62-1
食品の安全・安心の確保のため、食肉の
衛生検査を実施しています。

食肉衛生検査所の業務を紹介しま
す。食肉衛生検査に関わる細菌検
査、理化学検査、病理検査について
見学できます。

8月24日(水)
～26日(金)

13:00～16:00

食肉衛生検査所
管理・業務班

（0186-32-2995）

見学を希望する方
は、見学希望日の
一週間前まで御連
絡ください。

大松川ダム管理事務所 横手市山内大松川字木戸口60
重力式コンクリートダム

堤高：65.0ｍ
堤長：296.0ｍ

ダム堤長及び操作室の見学ができ
ます。

8月29日（月）
～31日（水）
10:00～15:00

平鹿地域振興局
建設部

保全・環境課
河川保全班

0182－32－6210

見学を希望される
方は事前に御連
絡ください。
ただし洪水等の緊
急時は公開中止と
なります。

秋田臨海処理センター 秋田市向浜二丁目3-1
秋田市、男鹿市、潟上市、三種町、五城目
町、八郎潟町、井川町、大潟村の下水道
処理区域内の下水処理をしています。

ビデオ上映（２０分）の後、中央監視
室の見学や微生物の動きを顕微鏡
で見ることができます。

8月22日（月）
～26日（金）
9:00～15:00

指定管理者：
東北環境管理(株)
（018-824-4783）

見学を希望される
方は、前日の午後
４時までにご連絡
ください。

大曲処理センター 大仙市花館字上大戸下川原74-36

大仙市、仙北市、美郷町の下水道処理区
域内の下水処理をしています。
また処理過程で発生した下水汚泥を炭化
処理し、炭化肥料を作っています。

ビデオ上映（２０分）の後、下水の流
入から放流までの処理施設や微生
物の活動を顕微鏡で見ることができ
ます。
（炭化施設は公開対象から除外しま
す）

8月22日（月）
～26日（金）
9:00～15:00

指定管理者：
(株)県南環境
保全センター

（0187-63-8299）

見学を希望される
方は、前日の午後
４時までにご連絡
ください。

大館処理センター 大館市川口字中川口1

大館市の下水道処理区域内の下水処理
をしています。
またし尿や下水汚泥を炭化処理し、資源
化物を作っています。

ビデオ上映（２０分）の後、下水の流
入から放流までの処理工程や、汚
水処理に活躍する微生物の活動を
顕微鏡で見ることができます。

8月22日（月）
～26日（金）
9:00～15:00

指定管理者：
(株)県北環境
保全センター

（0186-42-8545）

見学を希望される
方は、前日の午後
４時までにご連絡
ください。

③県有施設の一般公開

　＜注意事項＞
　　・見学を希望される方は、事前に御連絡ください。
　　・洪水等の緊急時や悪天候時は公開中止となる施設もございます。事前に御確認ください。
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事業・イベント名 開催場所・連絡事項等
開催予定日

時間
問合せ先

企画展
「ぐっとくる古文書LIFE」

秋田県公文書館
２階　特別展示室

8月25日（木）～9月25日（日）
9:00～17:00

秋田県公文書館
（018-866-8301）

県政映画上映会
「ぐっとくる鉄道LIFE」

秋田県公文書館
３階　多目的ホール

8月25日（木）～8月26日（金）
①9:20～10:20
②10:50～11:50
③13:30～14:30

秋田県公文書館
（018-866-8301）

菅江真澄資料センター企画コーナー展
地誌『雪の出羽路平鹿郡』を読む－第1期－

県立博物館
菅江真澄資料センター
※無料

7月16日(土)～9月4日(日)
9:30～16:30

展示期間中の休館日（7/19、7/25、
8/1、8/22、8/30）

県立博物館
（018-873-4121）

特別展
「大恐竜展秋田」－生命の鼓動を感じて－

県立博物館
企画展示室
※有料（幼児以下無料）

7月23日(土)～8月28日(日)
9:30～16:30(最終入場16:00）

展示期間中の休館日（7/25、8/1、8/22）

県立博物館
（018-873-4121）

ものづくり展示ホール第２１回企画展
「秋田の手しごと展」

県庁第２庁舎１階
ものづくり展示ホール
※竿燈期間(8/3～8/6)のみ開催時間変更

7月22日（金）～8月22日（月） 9:00～16:00
8月3日（水）～8月5日（金） 9:00～21:00

8月6日（土） 15:00～21:00

秋田県産業政策課企画班
（018-860-2214）

秋田県農業試験場参観デー
秋田県農業試験場
（秋田市雄和相川字源八沢34-1）
※無料

8月19日（金）～8月20日（土）
9:00～15:00(両日とも)

秋田県農業試験場
企画経営室

(018-881-3312)

秋田県産業技術センター
令和４年度研究成果報告会on Web公開

（事前登録が必要です）

秋田県産業技術センター
公式YouTubeチャンネル

8月29日（月）～9月30日（金）
秋田県産業技術センター

（018-862-3414）

令和４年度　総合食品研究センター
試験研究成果発表会

総合食品研究センター
※公式YouTubeチャンネルでも配信予定

9月6日（火）
13:00～16:00

総合食品研究センター
企画班

（018-888-2000）

郷土資料コーナー展示「秋田の夏休み」
県立図書館2階閲覧室
郷土資料コーナー

7月7日（木）～9月6日（火）
9:00～19:00

＊土日祝日9:00～18:00

県立図書館図書資料班
（018-866-8400）

チャレンジ！夏休み～読もう！調べよう！試そう！～
県立図書館2階閲覧室
調べ学習コーナー

7月14日（木）～8月23日（火）
9:00～19:00

＊土日祝日9:00～18:00

県立図書館情報班・サービス
班

（018-866-8400）

スロープ展示「渡辺萬次郎スケッチ展」
県立図書館
スロープギャラリー

8月4日（木）～10月4日（火）
9:00～19:00

＊土日祝日9:00～18:00

県立図書館企画・広報班
（018-866-8400）

特別展示
scrapbooker赤川菊村

―乃木大将自刃をスクープしたといわれた男―

あきた文学資料館
＊入館・観覧　無料

6月1日（水）～8月31日（水）
10:00～16:00

8月11日～13日および毎週月曜は休館

あきた文学資料館
（018-884-7760）

猿倉番楽披露 ホテルフォレスタ鳥海（館内） 8月13日、9月10日
ホテルフォレスタ鳥海

（0184-58-2888）

ユフォーレ　風呂の日
秋田県健康増進交流センター　「ユフォーレ」
〇入浴・休憩料260円（大人、小学生）

8月26日（金）
秋田県健康増進交流センター

「ユフォーレ」
(018-884-2111)

みらいあミニ縁日 秋田県児童会館 8月21日（日）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

みらいあ日曜カプラ 秋田県児童会館
8月21日（日）
9月4日（日）

秋田県児童会館
（018-865-1161）

つくって遊ぼう 秋田県児童会館
8月13日（土）、8月20日（土）

8月27日（土）、9月3日（土）、9月10日（土）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

みらいあキッズジム 秋田県児童会館
8月14日（日）
8月28日（日）
9月11日（日）

秋田県児童会館
（018-865-1161）

闘心乱華見参 秋田県児童会館 8月20日（土）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

エジソンの部屋 秋田県児童会館 8月20日（土）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

ゴスペルで歌おう 秋田県児童会館 9月10日（土）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

元気ダンス 秋田県児童会館 9月4日（日）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

子育てシンポジウム～少子化の未来（仮）～
秋田県児童会館
子ども劇場

9月9日（金）
秋田県児童会館
（018-865-1161）

④協賛イベント
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