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　各市町の子育て支援センター等で、主に未就園のお子さんを
対象とした子育てイベント（リズム遊び・絵本の読み聞かせ・
かんたんな親子体操など）が定期的に行われています。

地域      　開催場所                    問合先TEL　開催日時
大　 曲　 かがやき広場　　　　　　　　　　　　　　　　 　  0187-63-5118　  毎月1回
　　　　　　めんちょこ広場　　                           　     0187-62-1027     毎月１回
　　　　　　四ツ屋こども園　　　　　　　　　　　　　　    　 0187-66-1517     毎月１回    

神　 岡　 おひさまひろば（すくすくだけっこ園）　 　     0187-72-2148　  第2水曜
西仙北   みつばっ子げんきひろば（みつば保育園）  0187-87-7130     毎月１回
中 　仙　 わんぱく広場（なかせんワイワイらんど）    0187-56-4139     毎月１回
協 　和　 きらきらひろば（協和まほろばこども園）　   018-892-3426　   毎月1回
南 　外　 ぞうさんくらぶ（つきの木こども園）　          0187-73-1088　   毎月1回
仙 　北　 わくわく広場（せんぼくちびっこらんど）　　　  　    0187-63-1143      毎月1回
太 　田　 たんぽぽ広場（おおたわんぱくランド）    　0187-88-1659    第3水曜9:30～　　　　

仙北市

地域      　開催場所                    問合先TEL　開催日時
田沢湖　だしっこルーム（だしのこ園）　　              0187-43-1025　  水曜9:30～
　 〃　　 わいわい広場（神代こども園）　　　　　　   0187-44-2502    火曜9:30～
角　 館  おひさまルーム（角館こども園）　　　　　   0187-53-2918　  火曜9:30～
　〃 　　 さくラッコ（角館児童館）　　　　　　　　　080-1663-4494　 水、木、金曜10:00～
　〃 　　 おやこ交流広場（健康管理センター開放）　0187-55-1112 月曜9:30～
西　 木  なかよしルーム（にこにここども園）　　　   0187-47-2525    木曜9:30～
　 〃　　 さくらんぼルーム（ひのきないこども園）   0187-48-2345    随時9:30～　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　※開催月によって毎週・隔週異なるのでお確かめください　　

美郷町

地域      　開催場所                   問合先TEL　　開催日時
千　 畑　ひまわり広場（なかよし園）　　             0187-85-3115  　　 毎週金曜9:30～
六 　郷　あそびにおいで（わくわく園）　　　　　　  0187-84-0023  　　 毎週木曜9:30～
仙　 南　子育て「ひだまり」（すこやか園）　 　　　 0187-83-2100　　　毎週水曜9:30～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大仙市

市町発行の広報で、毎月の内容が紹介されていますので、御確認ください。

遊びの広場

【注記】このガイドブックは、令和２年１０月時点での取材をもとに改訂
しました。内容の変更など情報が更新されている場合もありますので、あ
らかじめご了承ください。



３ ４

育児サークル　はなびキッズ
活動場所：仙北ふれあい文化センターなど

活動日時：月1～2回（月曜日）　時間10:00～11:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問 合 せ：土田　TEL０９０－５６４７－４９７５

Facebook：www.facebook.com/hanabikids.oomagari/

利用者の声
◇1～3歳までの子ども達なり
のふれあいがあります。

◇親同士で子育ての悩みの
相談などができます。

会　　費：無料（イベント参加費や材料費をいただく
　　　　　　　　　　こともあります）
対　　象：未就園児・保護者（地域は問いません）

様々行事があり、お友達との関わり方など
親子ともいろんな体験ができます。

育児サークル　スマイル・マム

活動場所：サンクエスト大曲など
活動日時：月２回　（主に水曜日）　
　　　　　　　時間10:00～11:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問 合 せ：sｍｉｌｅ_mam2019@yahoo.co.jp
　　
Facebook：www.facebook.com/akitasmilemam/

会　　費：無料（イベント参加費や材料費をいただく
　　　　　　　　　　こ ともあります）
対　　象：未就園児・保護者（地域は問いません）

「お母さん達のお友達作り」「親子でのび
のびと楽しい時間を過ごす」ことを目的に
活動しています。どなたでもお気軽におい
でください。

利用者の声
自由に過ごせる雰囲気や、
気軽に楽しめる仲間ができて
うれしいです。

　各市町の図書館などで、お子さんを対象とした絵本の読み聞
かせ、エプロンシアター、紙芝居などが行われる「お話し会」
等が定例的に行われています。

大仙市

美郷町

図書館名     問合先TEL　　　開催予定日時　　　　対　象　　　
　 大　 曲　  　　0187-62-1012　 　春・秋の水曜  15:00～   小学生以下
 　                                            第2土曜日10:30～　　　　
   神　 岡　  　　0187-72-2501　 　第3日曜11:00～　　　　　幼児から小学生以下 
　 西仙北    　　0187-75-0099   　第4土曜10:00～　　　　　幼児から小学生以下
　 中　 仙　　　　0187-56-7200   　第2金曜10:30～           幼児 
 　協 　和　  　　018-892-3830　 　第3土曜10:00～　　　　　小学生以下　　
　 南 　外　  　　0187-74-2130　 　夏・冬休み中　　　　　　 小学生以下　　　　
　 仙 　北　　  　0187-69-3334   　第2土曜10:30～　　　　　小学生以下
　 太 　田　　　 0187-86-9460　　　12月　　　　　　　　　　　　どなたでも
                     （太田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）

図書館名 　　　　　 問合先TEL　　開催予定日時　　　　　　　対　象　　　
学習資料館（角館）  　0187-43-3333   　第1土曜10:00～　　　どなたでも
田沢湖図書館（田沢湖）0187-43-1307　第3土曜10:00～　　　参加できます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おはなし会　 　　　　　　　　　問合先TEL　　　　開催予定日時　対　象　　　　　　　
千畑地区　　
おはなしの会「しゃぼんだま」　　　生涯学習課　 　　　　第2土曜10:00～　 どなた
六郷地区　　　　　　　　　　　　　　　歴史文化財班　　　　　　　　　　　　　　　 でも自由
わくわくおはなし「夢ふうせん」　　（美郷町学友館内） 　第１土曜10:30～　に参加
仙南地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 できます
おはなし「紙ひこうき」　　　　　　　　0187-84-4040　　　　第3土曜14:00～　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市町発行の広報で、毎月の内容が紹介されていますので、詳しい日程等は御確認
ください。また、公民館等の主催事業でも、同様の「お話し会」などが開催されること
もあります。

お話し会

仙北市

サークル紹介



住　所：大仙市内小友字仙北屋８５
ＴＥＬ：０１８７－７３－７００５

ＵＲＬ：https://www.agriflight-o.jp
利　用：２月中旬から５月下旬まで
　　　　 　13:30～15:30

　　　※完全予約制（電話またはＨＰから）
料　金：中学生以上　1,600円
　　　　小学生および60歳以上　1,400円
　　　　未就学児　700円、３歳以下　無料
駐車場：あり（普通車６～７台ほど）

④合同会社ダイセン創農 農産物処理加工施設 道の駅なかせん

住　所：大仙市長野字高畑95-1　道の駅なかせん
ＴＥＬ：０１８７－４９－８２５０
ＵＲＬ：https://daisensounou.jp/

利　用：8月上旬から8月下旬まで　　※要予約　
　　　　　9：００から１６：００まで
　　　　　悪天候時は中止となる場合あり　　　　
料　金：1,000円（１家族）
　　「毎日がとまと曜日」トマトジュースを３種類
　　プレゼント。指定袋に収穫したトマト詰め放題
　　（約５～１０㎏）
駐車場：特になし（周辺の農作業道路に駐車可能）

米の国・秋田の田んぼで栽培した露地トマト 。広大な自然の中で真っ赤な完熟トマトを楽
 しく収穫してみませんか！緑の葉っぱの下には沢山の完熟トマトが隠れていますよー。

②農事組合法人　中仙さくらファーム
住　所：大仙市豊川字田川63-1

ＴＥＬ：０１８７－５７－３００１

ＵＲＬ：nakasen-sakura.f@khaki.plala.or.jp
利　用：４月下旬～10月上旬まで　8:00～17:00

料　金：無料　　
駐車場：あり

当法人は、集落組織が一つとなり農業法人を設立し
稲作を中心に約100haを経営しています。小中学生
の農業体験、高校生、一般企業のインターンシップ
等、稲の育苗作業～田植作業～稲刈り作業を通じて
地域の人々と関わり「食・農」を体験できます。

住　所：大仙市太田町東今泉字中村49

ＴＥＬ：０１８７－８８－８９４６
ＵＲＬ：aguri4ota@yahoo.co.jp

営　業：いちご直売　１２月下旬から５月下旬頃まで
　　　　　　　　　　１１：００～１７：００
　　　　いちご摘み取り　１月下旬から５月中旬頃まで
　　　　　　　　　　１０：００～１２：００（要予約制）　　　　　　　　　　
料　金：パック販売　６５０円（税込み）
　　　　摘み取り　中学生・大人　1,500円、小学生・60歳以上
　　　　　　　　　1,300円、未就学児　５００円、３歳以下　無料
駐車場：あり　（普通車　約５台）

　アグリフォー太田は、大台スキー場の麓に立地
　いちご栽培４年目を迎え、ハウス２棟増設！
　新鮮ないちごの販売と『摘み取り体験』企画中！
　甘くておいしい太田のいちご、一度ご賞味ください。

③農事組合法人アグリフォー太田

⑤あきた芸術村・エコニコ農園「ブルーベリー狩り」
住　所：仙北市田沢湖卒田字早稲田390

ＴＥＬ：０１８７－４４－３９２９
利　用：７月上旬～７月下旬まで　9:00～15:00

U R L ：http://www.warabi.gr.jp/econiko/
料　金：大人（中学生以上）900円
　　　　小学生　500円、幼児（４歳以上）300円
駐車場：あり　　

⑥アグリ・アサノ・ファーム
住　所：仙北市田沢湖生保内字宮ノ前24-3

ＴＥＬ：０１８７－４３－３６３６
利　用：５月下旬～１０月下旬まで10:00～15:00

料　金： 中学生以上　2,500円／人
　　　　 小学生以下　1,500円
　　　　　 ※完全予約制　※おみやげつき　　
駐車場：あり

子供たちの成長を見ているように手をかけ愛情
をこめて野菜を育てています。
土に根を張った状態で完熟した野菜を採り、そ
の場で食べる「野菜本来の味」が楽しめます。
　※有機栽培で農薬は使っておりません。

①（有）アグリフライト大曲

５ ６

☆収穫体験スポット ☆収穫体験スポット

冬でも温かいハウスの中で５品種栽培してお
ります。いちご狩りでは、常時３品種の食べ
比べをすることができます。
販売のみも承っております。（予約制）

ブルーベリーの低い枝にも美味しい実がたくさん
着いていますので、小さなお子さんも楽々、自分
で摘んで楽しめます。無農薬栽培です。安心して
食べ比べてみて下さい。



住　所：大仙市協和荒川字新田表１５－２
ＴＥＬ：０１８－８８１－６６４６
利　用：５～１０月　９：００～１９：００
　　　　１１～４月　９：００～１８：００
料　金：無料
駐車場：あり

豊かな自然に包まれており、軽スポーツ
やピクニック等の行楽が楽しめます。

④笹倉公園

住　所：大仙市神宮寺字笹倉１－２
ＴＥＬ：０１８７－７２－２１１１
　　　　　　　　　　(大仙市役所神岡支所)

利　用：４～１１月中旬　
　　　　８：３０～１６：００　期間中無休
料　金：無料
駐車場：あり

春から秋にかけて、放牧の情景を見るこ
とができる牧歌的な公園です。

②協和スキー場
住　所：大仙市協和船岡字上庄内７１－１
ＴＥＬ：０１８－８９３－２０５０
ＵＲＬ：http://business4.plala.or.jp/kyowaski/

営　業：１２月下旬～３月上旬（期間中無休）
　　　　９：００～１６：００
　　　　ナイター営業時間 １７：００～２１：００
　　　　（１月第１土曜日～２月最終土曜日）
駐車場：あり

未就学児童はリフト料金が無料、ソリ滑
り用の緩やかなコースもあります。小さ
なお子さんが安心して過ごせます。

③西仙北ぬく森温泉

　　ユメリア　プール
住　所：大仙市刈和野字山北ノ沢５－４
ＴＥＬ：０１８７－８７－３１００
ＵＲＬ：http://www.obako.or.jp/ym/

営　業：４～９月（水曜定休）
　　　　１０：００～１７：００
料　金：未就学児は無料
　　　　小学生３００円、中学生以上５００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場：あり

いずれも温水の｢20ｍ｣｢子供用｣｢ﾏｯｻｰｼﾞ｣

各プールがあり、天候に左右されずに楽
しめます。

⑤神岡中央公園

住　所：大仙市神宮寺字中瀬古川敷
ＴＥＬ：０１８７－７２－２７２１(嶽ドーム)

利　用：４～１１月中旬　
　　　　８：３０～１７：００　期間中無休
料　金：無料
駐車場：あり

広い芝生の園地には、大型遊具やマンホー
ルのトンネルなどがあり、親子で楽しめま
す。

⑥大仙市神岡B&G海洋センタープール
住　所：大仙市神宮寺字中瀬古川敷２１０
ＴＥＬ：０１８７－７２－２５０１
　　　　（かみおか嶽雄館）
営　業：７月上旬～８月下旬（月曜定休）　
　　　　10:00～12:00　13:00～16:00

　　　　　※R2年度は、18:00～21:00中止
料　金：未就学児は無料
※小学生以上は居住地・時間帯で料金が異なります
駐車場：あり

国道からのアクセスも良く、周辺には嶽ドーム
や温泉嶽の湯等もあり、気軽に御利用頂けます。

①道の駅協和

８

☆おでかけ・体験スポット ☆おでかけ・体験スポット

※Ｒ２年度以降当面中止となりました

７



住　所：大仙市大花町１－７
ＴＥＬ：０１８７－６３－２３４４
利　用：９：００～１６：００
　　　　休館日／毎週水曜日
　　　　　　　　12月29日から1月3日まで
料　金：無料　　　　　
駐車場：あり

親子の交流の場として気軽にご利用頂け
ます。様々なイベントも行われ、参加者
から好評を得ています。

⑩大曲ファミリースキー場

住　所：大仙市内小友字中沢地内
ＴＥＬ：０１８７－６８－４０００
営　業：１２月下旬～２月末日　
　　　　　　　　　　９：００～１６：００
　　　　ナイター　１８：００～２１：００
　　　　※ﾅｲﾀｰ営業は1/６～2/1７の毎週土曜日　
駐車場：あり

緩やかな傾斜で、初級者の基礎練習に適
したコースとなっています。

⑧秋田県立農業科学館
住　所：大仙市内小友字中沢１７１－４
ＴＥＬ：０１８７－６８－２３００
利　用：４～１０月　９：３０～１６：３０
　　　　１１～３月　９：３０～１６：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　休館日／毎週月曜日、12月28日～1月3日
　　　　※月曜日が祝日に当たる場合は、その翌日
料　金：無料　　　　　　駐車場：あり

広大な敷地を利用しての遊びや、｢食や
農」に関する体験ができるほか、熱帯温
室の見学ができます。広い芝生でおも
いっきり遊べると好評を得ています。

⑨大仙市民プール　　※R2年度は、市内の人のみ利用可

住　所：大仙市大曲川原町２－６２
ＴＥＬ：０１８７－６３－１１２２
営　業：６月２０日～９月１０日
　　　　10:00～12:00　　13:00～15:00

　　　　16:00～18:00　　
料　金：市内：幼・小・中は、無料、一般100円
　　　　市外：幼は無料。小・中100円、一般210円
　　　　※小学校３年生までは、保護者同伴。保護　　　　　　　　　　　
　　　　　者は有料（100円）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場：あり

一般の25ｍプールに加え、深さが40～
60cmの幼児用プールもあり、親子で御
利用頂けます。

　

⑪餅の館　大仙市仙北民具資料館

住　所：大仙市板見内字一ツ森１４９
ＴＥＬ：０１２０－１５２－６８３（柵の湯）
利　用：９：００～１６：００　
　　　　休館日／毎週月、火曜日
料　金：無料　　　　駐車場：あり

様々な餅の種類を紹介する展示の見学がで
きるほか、事前に予約すると、まがり家で
杵と臼を使った餅つき体験をして、つきた
てのお持ちを食べることができます。

⑫花園児童センター
住　所：大仙市大曲川原町２－８１
ＴＥＬ：０１８７－６３－７６６６
利　用：１１：００～１７：００
　　　　※1１月～２月は10:30～16:30

　　　　休館日／毎週月曜日　8月13､14日
　　　　　　　　大曲の花火当日、12月29日～
　　　　　　　　1月3日　　
料　金：無料　　　　　駐車場：なし

体育館で、のびのびと体を動かしてボール
遊びなどできるほか、金曜（年40回）は
親子体力増進指導教室も開かれます。

⑦まるこのひろば

※餅つき体験は有料で、１週間前の予約が必要となります。
　 餅米２升分８，８００円。あん、ごま、きなこあり。

９ １０

☆おでかけ・体験スポット☆おでかけ・体験スポット



住　所：大仙市大曲若葉町２－６２
ＴＥＬ：０１８７－６３－２４２６
利　用：１１：００～１７：００（3月～10月）
　　　　１０：３０～１６：３０（11月～2月）
　　　　休館日／毎週月曜日、12月29日から　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　1月3日まで、8月13､14日、大曲　　　　　　　　　　
　　　　の花火当日
料　金：無料　　　　　駐車場：あり

ボール投げや輪投げで体を動かしたり、
積み木で遊んだりできるほか、絵本コー
ナーもあります。毎週木曜午後は体力増
進指導教室も開かれます。

⑯モリボの里（動物舎）

住　所：大仙市太田町太田字惣行大谷地１０－５
ＴＥＬ：０１８７－８６－９１１６
利　用：１０：００～１６：００
料　金：小学生１１０円　中学生以上３１０円
　　　　　※未就学児は無料　　　　　　　　　
駐車場：あり

ポニーをはじめ、ヤギ、牛、ウサギなど可
愛い動物たちがいます。餌をあげたり「触
れて体験できる楽しさ」があふれています。

⑭うさちゃんひろば
住　所：大仙市北長野字袴田９５
　　　　　　　　（中仙市民会館ドンパル内）
ＴＥＬ：０１８７－５６－７２００
利　用：１０：００～１６：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　休館日／毎週日・月・火曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　12月２９日～1月３日
料　金：無料　　　　　　駐車場：あり

⑮太田ふれあいの里
住　所：大仙市太田町太田字惣行大谷地内
ＴＥＬ：０１８７－８６－９１１６
利　用：秋田太田奥羽グラウンドゴルフ場
　　　　８：３０～１７：００
　　　　ふれあい交流館（室内グラウンドゴルフ）
料　金：小学生110円、中学生以上310円
　　　　※未就学児は、無料
駐車場：あり

広大な敷地の中に、自由に遊べる芝生広
場があり「自然との一体感」が大変気持
ちよいと好評です。

　

⑰大仙市大台スキー場
住　所：大仙市太田町川口字大台１－２
ＴＥＬ：０１８７－８９－１７８８
ＵＲＬ：

http://ohdai.omagari-sc.com
　営　業：営　業：12月下旬～3月中旬　
　　　　９：００～１６：００
　　　　ナイター　１７：３０～２１：３０
　　　　   ※ナイター営業は金・土
駐車場：あり

ファミリーコースからチャンピオンコースまで６種
類のコースがあり、初級者から上級者まで楽しめま
す。「仙北平野を一望できるワイドなロケーショ
ン」「七色の光が彩るナイター」がお薦めです。

⑬桂児童センター

１１ １２

親子の交流の場として気軽にご利用頂け
ます。様々なイベントも行われ、参加者
から好評を得ています。

住　所：大仙市刈和野字愛宕下２４－１
　　　　　　　　　   　　　（大綱交流館）
ＴＥＬ：０８０－８２１４－８１５９
利　用：１０：００～１６：００
　　　　 毎週水・木・金・土曜日　
　　　　　 ※臨時休館あり
料　金：無料　　　　　駐車場：あり

⑱つなっこひろば　　　※R2.10.7から移転しました

親子の交流の場として気軽にご利用頂け
ます。様々なイベントも行われ、参加者
から好評を得ています。

☆おでかけ・体験スポット☆おでかけ・体験スポット



１３ １４

㉒さくラッコ
住　所：仙北市角館町田町上丁６９－１
ＴＥＬ：０８０－１６６３－４４９４
利　用：毎週水・木・金曜日
　　　　１０：００～１５：００
Facebook：  www.facebook.com/happy.mamu

料　金：無料（イベントによっては、参加費あり）　　　　　
駐車場：あり

子育て家族の応援団！親子が自由に集い、情
報交換や交流を大名得る場として気軽にご利
用いただけます。イベントも毎月開催！詳細
はFacebookや仙北市広報毎月１日号をご覧
ください。

⑳大佐沢公園

住　所：大仙市刈和野字山堂ケ沢
ＴＥＬ：０１８－８９２－３７０８
　　　　（大仙市西仙北・協和建設水道事務所）
料　金：無料
駐車場：あり

広場の一角に展望管理棟があり、周囲を一
望することができます。東屋、遊歩道、休
憩所、車椅子対応のトイレも設置しており、
気軽に散策を楽しめます。近くの大佐沢沼
は人気の釣りスポットとなっています。

⑲しあわせ公園

住　所：大仙市幸町（はぴねす大仙隣）
ＴＥＬ：０１８７－６６－４９０８
　　　　（大仙市都市管理課）
料　金：無料
駐車場：なし

はぴねす大仙隣に位置し、近くには駅、病
院、商業施設等があります。広い敷地内に
は遊具も設置が設置され、のびのびと遊ぶ
ことができます。

㉑市民交流プラザ
　　　　　のびのびらんど

住　所：大仙市大曲通町３－３
連絡先：０１８７－６２－１０９１
利用時間：１０：００～１６：００
　　　　休館日　毎週　日・火曜日、
　　　　　　　　12/29～1/3　　　　　　　　　　
料　金：無料　　　　　駐車場：なし

買い物や用事の際などにも、気軽にお立ち寄
りください。畳のスペースもあり、積み木や
ブロック等の遊具もあります。幅広い世代が
自由に集まって語り合える場所です。季節の
イベントも開催しています。

㉓西木温泉ふれあいプラザ　クリオン　プール
住　所：仙北市西木町門屋字屋敷田８３－２
ＴＥＬ：０１８７－４７－２０１０
ＵＲＬ：http://www.kurion.co.jp

営　業：月～金曜日１３：３０～２０：００
　　　　土～日曜日１０：００～１７：００
料　金：未就学児は無料
　　　　小・中学生２００円　大人４００円　　　　　
駐車場：あり

２５ｍプールの一角に、未就学児専用の浅
瀬コースを準備しております。未就学児は
併設の温泉にも無料で入浴できます。

㉔かたまえ山森林公園
住　所：仙北市西木町西明寺字潟尻地内
ＴＥＬ：０１８７－４７－２００７
　　　　（(有)田沢湖自然体験センター）
ＵＲＬ：http://www.tazawako.net

利　用：４月下旬～１１月上旬（無休）
　　　　８：３０～１７：００（受付時間）
料　金：無料　　　　　駐車場：あり

田沢湖を一望できる展望台や森林を散策
できる遊歩道のほか、遊具が揃うかたま
えランドでお楽しみ下さい。コテージ
（有料）もありキャンプ等に最適です。

☆おでかけ・体験スポット☆おでかけ・体験スポット



㉕たざわ湖スキー場

住　所：仙北市田沢湖生保内字下高野７３－２
ＴＥＬ：０１８７－４６－２０１１
ＵＲＬ：http://www.tazawako-ski.com/

営　業：12月～４月（降雪状況による）
　　　　８：３０～１６：００
　　　　（平日９：００～１６：００）
駐車場：あり

広々としたゲレンデで親子一緒にリフ
レッシュできます。「キッズパック」
（大人１日券＋託児料）がお得です。

　

㉚大台野広場（美郷町ラベンダー園）
住　所：美郷町千屋字大台野1番地4

ＴＥＬ：０１８７－８４－４９０９
　　　　　　商工観光交流課（多目的広場）
　　　　０１８７－８５－３１３１
　　　　　　大台野広場管理棟（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場等）
利　用：４月下旬～１１月下旬  ９：００～１７：００

料　金：無料
　　　　※ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場の使用や用具貸出等は有料
駐車場：あり

広い芝生広場や大型遊具等で、親子一緒に楽しめま
す。ラベンダーまつり期間中（６月中旬～７月上
旬）はきれいなお花畑をバックにした写真撮影も人
気です。

１５ １６

㉖かたくり館
住　所：仙北市西木町小山田字八津２４９－１
ＴＥＬ：０１８７－４７－３５３５
ＵＲＬ：http://katakurikan.jimdo.com/

営　業：　８：３０～１７：１５
　　　　休館日 8/13､12/29～1/3　　　　　　　　　　
料　金：入場無料（施設利用別途有料）　　　　　
駐車場：あり

歩いて行ける場所にかたくり群生地があり、
夏には夏祭りや川遊びが行われます。また、
伝統の鎌足和紙の紙漉き体験ができます
（1人500円）。館内に和室、調理室等が
ありイベント等に利用できます。

㉗生保内公園

住　所：仙北市田沢湖生保内武蔵野
ＴＥＬ：０１８７－４３－１１４７
　　　　（田沢湖地域センター）
料　金：無料
駐車場：あり

幼児が遊べる遊具があります。園内にス
テージもありイベント等も行われます。
またツツジの名所でもあり、5月中旬か
ら5月下旬にかけては｢生保内公園つつじ
祭り」が開催され、期間中はライトアッ
プなども行われます。

㉙角館駅東公園

住　所：仙北市角館町上菅沢３８４　
ＴＥＬ：０１８７－４３－２２９５
　　　　　　　　　　　（仙北市建設課）
利　用：１２月～４月（降雪状況による）
料　金：無料
駐車場：あり

公園内は、芝生広場、大型遊具がありま
す。角館駅に近い為、新幹線や内陸線の
発着を見ることができます。

㉘田沢湖ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ「ハートハーブ」

住　所：仙北市田沢湖田沢字潟前７８
ＴＥＬ：０１８７－４３－２４２４
ＵＲＬ：http://www.heart-herb.co.jp

利　用： ４月～１１月上旬（無休）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　平日10:00～16:00　土日祝9:00～17:00

　　　　※11月中旬～３月（要問い合わせ）　　
料　金：無料　　　　　　駐車場：あり

コバルトブルーの田沢湖畔からそよぐ風に漂う
ハーブの香りの中、癒やしの空間をゆったりと
散策できます。「お花のキーホルダー」づくり
（有料）などの体験メニューも豊富です。

☆おでかけ・体験スポット☆おでかけ・体験スポット



住　所：美郷町金沢東根字仏沢２１０番地２
ＴＥＬ：０１８７－８４－３９８６
営　業：１０：００～２１：００
　　　　（休館：毎月第3火曜日）　
料　金：未就学児は無料
　　　　小人200円、大人４１0円
　　　　※温泉、ﾃﾆｽｺｰﾄは別料金です。　
駐車場：あり

ご家族で年中安心して楽しめる「温水プール」です。テ
ニスコートや大台野広場などで思いっきり汗をかいた後
は、温泉＆プールでリフレッシュしてください。

㉜後三年スキー場
住　所：美郷町飯詰字東西法寺１５９
ＴＥＬ：０１８７－８３－２７０７
　　　　　雁の里山荘（冬期：後三年ｽｷｰ場）
利　用：１２月下旬～３月中旬　 ※毎週月曜定休
　　　　９：００～１７：００　
料　金：無料　　　　　　駐車場：あり
※ゲレンデ状況や天候により休業する場合があります。
営業日については、町ホームページをご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全長２００ｍのなだらかな斜面で、ス
キー初心者やお子さんのソリ滑りに最適
です。

㉝プールパークみさと
住　所：美郷町飯詰字糠渕18番地１
ＴＥＬ：０１８７－８６－８３００
　　　　　教育委員会生涯学習課スポーツ振興班
営　業：7月中旬～８月下旬
　　　　１０：００～１７：００
料　金：小学生2年生以下（保護者同伴が必要）は無料
　　　　※小３～中学生２００円
　　　　大人（付添・見学含む）３００円
駐車場：あり

公園のようなデザインの敷地に「２５ｍ」
「キッズ」「幼児」の３つのプールがあり、
「キッズ」はすべり台・水上アスレチック
等の遊具を備えるプールです。

㉛千畑温泉サン・アール　プール　
　　　サン・スポーツランド千畑

１７ １８

㉞せせらぎ公園
住　所：美郷町千屋字猪ノ鼻８７－１
ＴＥＬ：０１８７－８４－４９１０
　　　　（美郷町建設課）
料　金：無料
駐車場：あり

緩急の流れを組み合わせた約１kmの浅瀬
で、安全に思う存分水遊びができます。
周辺には子ども向けの遊具やアスレティッ
クコースも整備されています。

子育て便利メモ

☆おでかけ・体験スポット☆おでかけ・体験スポット



１９ ２０

　子育てサポーター　スマイル

ＴＥＬ　　　　０９０－８４２４－１５９３（代表：千葉）

利用時間　９：００～１９：００
　　　　　　　※他の時間帯のご利用は相談に応じます

利用料金　個人託児　１時間５００円
　　　　　　　※他の時間帯は１時間７００円
団体託児　サポーター１人につき１時間７００円　

　　　　　　　　 別途交通費がかかります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利用対象　大仙市・仙北市・美郷町にお住まいの方
　　　　　　　　　　（中学生以上は相談に応じます）

仕事の都合など保護者不在時の託児、送迎「子どもの軽度
病気時」「保護者の体調不良・出産」「保育園がお休み」
等における託児・催し物などにおける会場での団体託児

利用者の声

急に体調を悪くした
とき、緊急にもかか
わらず生後１カ月
の子どもの面倒を
見てもらい、本当に
助かりました！

　　大仙市ファミリー・サポート・センター

大仙市大曲白金町１２－１２
　　　　　　ＴＥＬ：０１８７－６２－１３８６
申込受付　平日９：００～１７：００
　　　　　　　※土・日・祝日、12月29日～1月3日は除く

利用時間　終日（宿泊は行いません）
利用料金　１時間５００円（平日７：００～１９：００）　
　　　　　　　※上記時間以外は１時間６００円
利用対象　大仙市内在住で生後６カ月から小学６年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　までの子どもの保護者

子育てを手助けして欲しい人の依頼に応じて、お互いの
希望を調整します

利用者の声

安心できる方に
対応してもらい、
娘もなついて
「ばっちゃ」と呼
んでます。
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託児を頼みたいとき



２１ ２２

　子育てサポート「はっぴい・マム」

　すこやかサポートにしせん

ＴＥＬ　０８０－１６９０－３７４２（代表：茂木）
申込受付　随時対応いたします。

利用時間　平日９：００～１７：００
　　　　　　　※他の時間帯のご利用は相談に応じます

利用料金　個人託児
　　　　　　　　 平日の場合９：００～１７：００　１時間７００円
　　　　　　　　　  　　　　　 　　他の時間帯は、１時間８００円
　　　　　　　　 土日の場合９：００～１７：００　１時間８００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　他の時間帯は、１時間９００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　※団体託児の場合も同様です。加えて別途、
　　　　　　　　 交通費が必要な場合がありますのでお問い
　　　　　　　　 合わせください。
利用対象　仙北市周辺
                  ※お子さんの年齢は相談に応じます

ＴＥＬ　０１８７－７５－２２８６（代表：高橋）
申込受付　随時対応いたします（不在時は留守電になります）

利用時間　平日９：００～１７：００
　　　　　　　※他の時間帯のご利用は相談に応じます

利用料金　個人託児１時間５００円　
　　　　　　　※保育所等への送迎は、距離によって料金を設定

　　　　　　　団体託児（イベント）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　※別途交通費が必要ですのでお問い合わせください

利用対象　西仙北地区周辺　※お子さんの年齢は相談に応じます

乳幼児一時託児や保育園、幼稚園、小学校までの送迎、
放課後保育（放課から午後６：３０頃まで）を行っています

利用者の声

託児の利用時だ
けでなく、気にか
けてくれて、相談
にものってもらっ
ています。

利用者の声

通院や私自身のリ
フレッシュで、利用
させてもらっていま
す!!

医療機関一覧 詳しくは、秋田医療情報ガイドをご覧ください。　
http://www.qq.pref.akita.lg.jp/ 



２３ ２４

◆小児救急外来◆
診療時間：毎週日曜日　9:00～15:00
場所：大曲厚生医療センター　0187-63-2111　

◆夜間に子どもの急病で困ったとき◆
秋田県こども救急電話相談室（毎日19:30～22:30（年中無休））

♯８０００　（プッシュ回線の固定電話・携帯電話から）018-895-9900（全ての電話から）　

相談窓口一覧（大仙市・仙北市・美郷町）

困りごとがありましたらご相談ください



２５ ２６

相 談 窓 口

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
相
談

　　　　　　　　　　秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
　　　　　　　　　　 　秋田市旭北栄町１－５
　　　　　　                ＴＥＬ　０１８－８９６－１５３１
　　　　　　                相談受付時間　月曜～金曜　８：３０～１７：００
　

秋田県

　　　　　　　　　　大仙市福祉事務所　　　　　
　　　　　　　　　　　 大仙市大曲花園町１－１　　
　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　０１８７－６３－１１１１（代表）
　　　　　　　　　　　 　相談受付時間　月曜～金曜　８：３０～１７：１５
　

大仙市

                       　仙北市福祉事務所　　　　　　
                          　仙北市角館町中菅沢81番地8　（ R2.12.21から変更）
　　　　　　               ＴＥＬ　０１８７－４３－２２８０
　　　　　　               相談受付時間　月曜～金曜　８：３０～１７：１５
　

仙北市

　　　　　　　　　<就業支援> 
　　　　　　　　　  ①秋田県平鹿地域振興局福祉環境部（南福祉事務所）　　

                             横手市旭川一丁目３－４６
                            　　    ＴＥＬ　０１８２－３２－３２９４
　　　　　　              　      相談受付時間　月曜～金曜　８：３０～１７：１５

                  　      ②秋田県仙北地域振興局福祉環境部　　
                                 大仙市大曲上栄町１３－６２
　　　　　　　　 　　　　　　ＴＥＬ　０１８７－６３－３４０３
　　　　　　　　　　　　　　相談受付時間　月・火・木・金曜　９：３０～１６：３０　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（水曜日は休み）

　　　　　＜母子寡婦福祉資金、児童扶養手当、生活相談、養育費＞

　　　　　　　　　　　美郷町福祉保健課　

　　　　　　　　　　　　　　　美郷町土崎字上野乙１７０－１０
　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　０１８７－８４－４９０７
　　　　　　                  相談受付時間　月曜～金曜　８：３０～１７：１５　

美郷町

角館町中菅沢81番地８

角館町東勝楽丁19

★ ★

角館町中菅沢77-28

田沢湖生保内字武蔵野117-263　　

田沢湖神代字珍重屋敷89-3　　

角館町中菅沢91-1　　

西木町門屋字六本杉2-1　　

西木町桧木内字高屋137　　

角館町田町上町６９－１　　

土崎字上野乙170-10

野中字下村55

土崎字上野乙170-10

土崎字上野乙31

六郷字作山13-7

美郷町飯詰字糠渕4-1

秋田市新屋下川原町1-1

横手市旭川1-3-46　　　　　　　

横手市旭川1-3-46　　　　　　　

秋田市手形住吉町4-26

大仙市大曲上栄町13-62

名　　称

住　　所

仙北市子育て推進課

仙北市教育委員会（北浦教育文化研究所）

妊娠期～子育て期相談拠点

仙北市版ネウボラ　なないろ　　

だしっこルーム（だしのこ園）

わいわい広場（神代こども園）

おひさまルーム（角館こども園）　　

なかよしルーム（にこにここども園）

さくらんぼルーム(ひのきないこども園)

さくラッコ（角館児童館）　　

美郷町福祉保健課　

美郷町保健センター　

美郷町教育推進課　

ひまわり広場（千畑なかよし園）　　　　

あそびにおいで(六郷わくわく園）　　　　　　　　　

子育て広場「ひだまり」（仙南すこやか園）　　　　　

秋田県中央児童相談所　

秋田県南児童相談所

秋田県南福祉事務所

秋田県女性相談所　　　　

仙北地域振興局福祉環境部

（大仙保健所）

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
0187-43-

2280

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★ ★ ★ ★
0187-43-

3382

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

018-2813-
0835

月～金（休・祝日を除
く）8:30～16:30

★ ★
0187-43-

1025

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★
0187-44-

2502

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★
0187-53-

2918

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

0187-47-

2525

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★
0187-48-
2345

月～金（休・祝日を除
く）8:30～17:15

★ ★
018-１６６３

-４４９４

水・木・金

10:00～15:00

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
0187-84-
4907

月～金（休・祝日を除
く）8:30～17:15

★ ★ ★
0187-84-

4900

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
0187-84-
1112

月～金（休・祝日を除
く）8:30～17:15

★ ★ ★ ★ ★
0187-85-

3115

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★ ★ ★ ★
0187-84-
0023

月～金（休・祝日を除
く）8:30～17:15

★ ★ ★ ★ ★
0187-83-

2100

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

018-862-

7311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（相談・予約・
問合せ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0120-42-

4152　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（電話相談専

用）

月～金（休・祝日を除
く）8:30～17:15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙは24時間365

日

18歳未満の子どもに関

する相談

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
0182-32-

0500

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

夜間・休日は中央児童
相談所へ転送されま

す。

★ ★
0182-32-

3294

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

★

018-835-

9052（相談専
用）　　　

0120-783-

251（DVﾎｯﾄﾗ

ｲﾝ）

電話相談　　　　　　　

月～金8:30～21:00　　　　　　　　　　　
土日祝日9:00～18:00　　　　

・12/29～1/3除く
・DVホットラインは携

帯電話、県外からのご

利用はできません。　　　　

★ ★
0187-63-

3403

月～金（休・祝日を除

く）8:30～17:15

DV(女性相談)は水曜日

以外

子
育
て
全
般
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・　
非
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電話番号 時    間 特記事項

仙
北
市

美
郷
町

県



あきた子育てふれあいカード赤
ち
ゃ
ん
の
相
談

心
と
体
の
健
康
相
談

経
済
面
の
相
談

　秋田赤十字乳児院　　「でんわ相談」

　　赤ちゃんほっとダイヤル　 TEL　０１８－８８４－１７６１
　　 相談受付期間　 年中無休  ８：３０～２３：００

  秋田県大仙保健所　　　　
     大仙市大曲上栄町１３－６２
　　ＴＥＬ　０１８７－６３－３４０３
　　相談受付期間  月曜～金曜　８：３０～１７：１５
　　※土・日・祝日、12月29日～1月3日は除く

 秋田県精神保健福祉センター　「こころの電話相談」
    秋田市中通2-1-51　明徳館ビル１Ｆ

　　ＴＥＬ　０１８－８３１－３９３９
　　相談受付時間：月曜～金曜　９：００～１６：００
　　土・日・祝日　１０：００～１６：００
　　※12月29日～1月3日の間のみお休みとなります

大仙市社会福祉協議会　　　
　 大仙市大曲通町１－１４　　大仙市健康福祉会館３Ｆ
　 ＴＥＬ　０１８７－６３－０２７７

仙北市社会福祉協議会　　　　
   仙北市角館町小勝田間野５４－５
　 ＴＥＬ　０１８７－５２－１６２４

美郷町社会福祉協議会　　　　
    美郷町土崎字上野乙６－１

　　ＴＥＬ　０１８７－８５－２２９４　　　　　

相談受付時間は、いずれも
月曜～金曜8:30～17:00
※土・日・祝日、12月29日  
    ～1月3日は除く

赤ちゃんを育てていて不安な時は
ご相談ください。

　　ふれあいカード協賛店で、カードを提示すると、
　「料金の割引」「飲食店のドリンク無料」など様々なサービス
　を受けることができます。

＜対象世帯＞　　
　　中学生以下の子ども、または妊婦のいる世帯

＜カードの受け取り＞
　　お住まいの市・町でご確認ください
　　　大仙市　子ども支援課　☎　０１８７－６３－１１１１（代表）
　　　仙北市　子育て推進課 ☎   ０１８７－４３－２２８０　　
　　　美郷町　福祉保健課　　☎　０１８７－８４－４９０７
　

県外で利用する
時は、全国共通
展開マークのある
カードを使用して
下さい

２７ ２８

秋田県あきた未来創造部　次世代・女性活躍支援課
TEL　０１８－８６０－１５５３　FAX  ０１８－８６０－３８９５
E-mail　persons@pref.akita.lg.jp



　　　秋田県次世代・女性活躍支援課

あきた子育て情報 いっしょにねっと。

http://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/

子ども・子育て支援推進仙北地区協議会

　 民間や行政の子育てに関わる様々な関係者が参加し、地域の

子育て環境の整備や、子どもの成長を地域全体で応援するための
ネットワーク作りなど、様々な活動を行っています。

＜協議会委員の所属団体＞

地　域 所　　属

大仙市 NPO法人まることびおら　まるこのひろば

子育てサポータースマイル

NPO法人すこやかサポートにしせん

社会福祉法人大曲保育会　

大仙市子ども支援課

仙北市 畑楽～畑違いな仲間たち

子育てサポート「はっぴぃ・マム」

読み聞かせボランティア「ひまわりの会」

母親代表

仙北市子育て推進課

美郷町 社団法人日本３Ｂ体操協会　秋田南グループ

グループ　「とここ」

美郷町福祉保健課

＜主な活動＞
　　・子育て情報発信、ガイドブックの作成
　　・子育て親育ち交流イベントの開催、子育て応援普及啓発事業
　　・子育て支援者の研修会
　　・協議会の開催

事務局：秋田県仙北地域振興局福祉環境部　TEL：0187-63-3403

２９ ３０

子育て関係の内容
◇子育てに関するトピックス
◇お役立ち情報
　  ・施設・各種手当・助成
　　・市町村子育て支援施策
　　・イベント、サークル情報
　　　　　　　　　　　　　　など

いっしょにねっと


