
主催／大仙市秋の稔りフェア推進協議会・大仙市教育委員会・花火通り商店街

第14回 大仙市

秋の稔
みの

りフェア
平成30年10月20日（土）・21日（日）�午前10時～午後3時

会場は 「大曲ヒカリオ並びに花火通り商店街」 です。

※天候により、イベントが中止または変更となる場合があります。

10月20日（土） 午前10時～午後2時
❶ 10：00～11：00 オープニング　開会式～花火
❷ 11：00～11：20 太鼓披露　出演：大曲太鼓道場

❸ 11：25～11：40 こども園ステージ出演：大曲駅前こども園

❹ 11：40～13：10 大農仮装行列コンテスト出演：大曲農業高等学校

❺ 13：10～13：30 よさこい踊り　出演：Jingujiキャンで～ず

❻ 13：30～14：00 ストリートダンス出演：大仙ストリートダンスクルー

10月21日（日） 午前10時～午後2時
10：00～11：05 MIRAIステージ

❶

10：00～10：03 ダンス I （JAZZ）　出演：蔦バレエ研究所
10：05～10：10 書道パフォーマンス出演：大曲高等学校書道部

10：10～10：30 フラダンス出演：Hula O Ka Wai Ola O' Akau
10：40～10：45 ダンスⅡ（HIP★HOP） 出演：蔦バレエ研究所
10：45～11：05 郷土芸能出演：大曲農業高等学校太田分校郷土芸能部
11：10～12：00 三味線ステージ

❷
11：10～11：40 津軽三味線　出演：渋谷幸平 & 佐藤晶
11：40～12：00 スコップ三味線披露出演：なでしこ大仙
12：00～12：50 アイドル♥スペシャルLIVE

❸
12：00～12：15 ドンパン踊り　出演：ドンパン娘
12：20～12：50 まちあわせハチ公ガールズ
13：00～14：00 和太鼓ステージ

❹
13：00～13：25 太鼓披露　出演：大曲小学校和太鼓部
13：30～14：00 なまはげ太鼓　出演：岩頭（ガンズ）

10月21日（日） 午前10時30分～午前11時30分
❶ 10：30～10：50 スコップ三味線披露出演：なでしこ大仙

❷ 10：55～11：10 ドンパン踊り　出演：ドンパン娘

❸ 11：10～11：30 フラダンス出演：Hula O Ka Wai Ola O' Akau

ヒカリオ☆MIRAIステージ
開催スケジュール

花火通り☆ストリートステージ

うまいもの食堂
新鮮さ間違いなし。大仙市内の農家のみなさんが採れたて
野菜などを軽トラ荷台で販売します。
一店舗お買い上げ1,000円以上に抽選券を1枚
差し上げます。大仙市公共温泉ペア宿泊券、
あきたこまち新米などが当たります。
花火通り商店街との合同抽選会です。

◆抽選会場：ペアーレ大仙前

こだわりの地場産食材を使ったふるさとの味です。

・新米おにぎり
・いものこ汁
・モロヘイヤ入り
 天ぷらうどん

◆場所：ペアーレ大仙前

抽選会

 プレゼントあり   試食あり　※どちらも数に限りがありますので品切れの際はご了承ください。

開会式
◆20日（土） 午前10時～ ◆大曲ヒカリオイベント広場

◦終了後、 イルミネーション花火が打ち上げ
られます。 FMはなび

◆20日（土）・21日（日）
秋の稔りフェア会場から
生中継

◆21日（日）　◆花火通りストリート

ヒカリオ☆MIRAIステージ

花火通り☆ストリートステージ

◆20日（土）・21日（日） ◆大曲ヒカリオイベント広場 特設ステージ

来場の皆様に観て頂きたい、 地元団体と若手アーティストのステージ
イベントです。（開催スケジュールは4ページに記載）

（開催スケジュールは4ページに記載）

●循環バス
　（ 大曲バスターミナル～大曲駅～市役所～こもれびの杜～
市民会館～黒瀬町～大曲バスターミナル）

●南外線（大曲～かみおか温泉～南外～岩倉温泉）
●杉山田線（大曲～神宮寺～刈和野～杉山田）
●長信田線（大曲～横堀～中里温泉～長信田～奥羽山荘）

鮭のつかみどり
※小学生対象（事前のお申し込みが必要です）

鮭料理試食会
※鮭料理は12：30から提供いたします。

もちつきイベント

◆21日（日） 午前11時～ ◆丸子のこみち

◆21日（日） 午後1時30分～ ◆ペアーレ大仙前

つきたて餅無料ふるまい

ドリンクテーリング

◆20日（土） 午後6時スタート（午後9時までゴール）
◆集合場所：大曲ヒカリオイベント広場

3,500円（当日券は4,500円）で6軒のはしご酒
豪華賞品が当たります。

秋の稔りフェア協賛事業・第27回 大仙市大曲

「せんのぜん」 試食・販売
◆20日（土）・21日（日） ◆第1展示会場

【宮古市】  さんま炭火焼き試食会

◆大曲ヒカリオイベント広場
◆20日（土）・21日（日） 午前11時～

◆ 問い合わせ／080-5221-1302（三井）

感謝を込めて、仙北地域餅つき名人による

抽選会
あり

「大仙市バスの日」
大仙市循環バス・コミュニティバスを

無料運行します！！

大仙市の秋は楽しさいっぱい! 各地域イベントスケジュール
月　　　日 行　事　名 地域 会　　　場

10月  7日（日） 四ツ屋まつり 大 曲 四ツ屋公民館
10月13日（土） 大曲の花火 秋の章「花火劇場～エバーグリーン～」大 曲 大曲の花火公園（大曲雄物川河畔）
10月14日（日） かみおか地域文化祭 神 岡 かみおか嶽雄館 ほか
10月14日（日） 史跡の里の秋まつり（仙北公民館まつり） 仙 北 仙北ふれあい文化センター
10月13日（土）・14日（日）きょうわ祭 協 和 協和市民センター（和ピア）
10月13日（土）・14日（日） 第31回全国ジャンボうさぎフェスティバル in 中仙 中 仙 ドンパン広場（中仙庁舎前）
10月20日（土）・21日（日） 道の駅なかせん秋まつり 中 仙 道の駅なかせん
10月27日（土）・28日（日） にしせんぼく文化祭 西仙北 西仙北スポーツセンター
10月27日（土）・28日（日） 太田地域芸術発表会 太 田 太田文化プラザ
10月28日（日） おらだの秋フェス なんがい地域祭 南 外 南外コミュニティセンター ほか
11月  3日（土）・  4日（日） なかせん芸術文化祭 中 仙 中仙市民会館（ドンパル）
11月17日（土）・18日（日） 大曲地域文化祭 大 曲 大曲中央公民館、市民会館、大曲交流センター
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ぜひご利用ください

大仙市循環バス 会場周辺ルート
※通行止め区間があるため、
　一部迂回コースとなります。
　ご注意ください。

「明治150年」シンポジウム
1945年－大日本帝国臣民から日本国民へ－
会場：はなび・アム
日時： 10月20日（土） 午後1時30分～午後3時30分
参加自由です。ぜひご来場ください。

テクノスクールフェア
会場：秋田県立大曲技術専門校
日時：10月21日（日） 午前10時～午後3時
専門校生徒の熱のこもった作品展示やゲーム・体験コーナーがあります。

ものづくりフェア in 大曲
会場：大曲地域職業訓練センター
日時：10月20日（土） 午前10時～正午／午後1時～午後3時
14種類のブースでものづくり体験。 
同日、大曲仙北建設技能組合連合会技能競技大会も開催します。

秋
の
稔
り
フ
ェ
ア

協
賛
事
業

だいせん軽トラ市&花火通り商店街

おみやげ商品の新たなブランド「秋田・大仙 せんのぜん」の紹介・試
食・販売を行います。



大仙市秋の稔りフェア会場案内図日時 ： 平成30年10月20日（土）・21日（日）
午前10時～午後3時 （通行規制 ： 午前8時～午後5時）

場所 ： 大曲ヒカリオ並びに花火通り商店街
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大曲厚生医療センター
第2立体駐車場
大曲厚生医療センター
第2立体駐車場

大曲厚生医療センター大曲厚生医療センター

大曲バスターミナル大曲バスターミナル

大曲厚生医療センター
第3駐車場
大曲厚生医療センター
第3駐車場

グランマート中通店
　  ●
グランマート中通店
　  ●

秋田銀行
大曲駅前支店
　  　●

秋田銀行
大曲駅前支店
　  　●

  ●
北都銀行
大曲支店

  ●
北都銀行
大曲支店

ペアーレ大仙ペアーレ大仙ペアーレ大仙

はなび・アムはなび・アム

鮭のウライ鮭のウライ

のびのびランドのびのびランド

健康福祉会館健康福祉会館
大曲商工
会議所
大曲商工
会議所

ヒカリオ
イベント広場
ヒカリオ
イベント広場

西口西口
大曲駅大曲駅

大曲ヒカリオ駐車場大曲ヒカリオ駐車場
※両日ともに
　午前8時から
　午後3時まで
　入庫の場合は
　無料となります。

※利用可能時間
　午前9時から午後4時
　両日ともに午後4時に閉鎖されます。

10月20日（土）～21日（日）は
市内を走る循環バス・コミュ
ニティバスが無料で運行され
ます。

車両通行止
午前8時～午後5時

車両通行止区間

❽❽
丸子のこみち丸子のこみち

❶ 大曲ヒカリオイベント広場

❼ ペアーレ大仙前

❽ 丸子のこみち ❾ はなび・アム

❷ 第1展示会場 （大曲商工会議所）

❸ 第2展示会場 （大仙市健康福祉会館）

・ 交通安全・特殊詐欺等に関す
るポスター掲示、及びチラシの
配布（20日のみ）
（大仙地域交通安全活動推進
委員連絡協議会）

・健康相談（血圧測定） ・足指筋力測定
・骨健康測定  ・肝炎ウィルス出張検査
※いずれも無料です。

健康増進コーナー（午後2時まで）

10月21日（日） 午前11時～正午（会場：3階）
料理研究家 村上祥子 氏 「料理実演 & 講演」

・住宅デー（包丁研ぎ）
  2本目有料 受付は正午まで

秋田建築労働組合
大仙・美郷支部（21日のみ）

東北電力㈱
秋田県南営業所

IHクッキングヒーター料理実演、省
エネ電化相談

NPOほっと大仙
｢ほっぺ｣横手焼きそば

福祉団体コーナー
・地域活動支援センター ふれあい
・まつくら、しみず保護者会
・大仙市母子寡婦福祉連合会「マザ
ーズ・ラブ」
・大曲地域老人クラブ連合会

婦人団体コーナー
・大曲婦人会
・「わぴえ」大仙・仙北地区
・国際ソロプチミスト大曲
・大曲テンダーライオンズクラブ

地域交通安全活動
コーナー

・タッチパネルで認知症チェック
・認知症予防啓発パネル展

「もの忘れ」チェック体験コーナー

❺ 花火通り商店街

市内農産物が集結
新鮮野菜の直売市 （花火通り商店街ほか） ウッドクラフトの体験コーナー

だいせん軽トラ市 商店街各店舗の
協賛販売

森林・林業展
～木で遊ぼう～

・大仙市の建物紹介パネル展、木工体験（仙北建築士会）
・土地･建物･賃貸物件情報展示（大仙宅建懇話会）
・住宅リフォーム・耐震化事業パネル展

建築情報
コーナー

秋の稔りフェア会場から生中継FMはなび

こだわりの地場産食材を使用しています。

うまいもの食堂 
（JA大曲地区女性部）

仙北わかじぇファーマーズ農産物即売会

（軽トラ市・花火通り商店街にて1,000円以上購入で抽選券）

だいせん軽トラ市 & 
花火通り商店街抽選会

・「－
マイナス

2g塩分 ＋
プラス

一皿野菜 with ミルク」パネル展
・第4弾 あなたが伝えたい郷土料理（がっこ）投票
・体験コーナー など  （大仙市食生活推進協議会）

・ 味噌汁の塩分測定を
します（持参願います）食育コーナー

秋田県産業教育フェア
・大曲工業高等学校　・大曲高等学校
・大曲農業高等学校　・六郷高等学校
大曲農業高等学校太田分校

農産物販売

秋田県立大曲支援学校
・学校紹介パネル・写真展示
・作業学習製品の販売（20日のみ）

「せんのぜん」試食・販売大仙市優良建設工事表彰
紹介パネル展

大仙市消防団活動紹介・住宅用火災警報器PR活動

大仙市技能功労者
紹介パネル展

大曲ライオンズクラブ
活動報告パネル展

ヒカリオ☆MIRAIステージ 【ステージイベント】
秋田･岩手横軸連携フェア

宮古の特産品販売

かみおか・協和

道の駅コーナー

なつかしの
大曲カレー旨麺

・古代米プレゼント（（一社）大仙市学校給食協会）
学校給食協会事業紹介コーナー

・そば、 うどん
・銘酒・菓子
・大判焼
・ラーメン
・串焼
・牛すじ煮込み
・ハムカツ
・焼きそば
・ワイン、ビール
・洋服
・手作り小物
・花火グッズ、 物産品
・竹民芸品
・海産物
・農産物
・観賞用ボトルアクアリウム
・ソーセージ
・ジャム
・お好み焼き など

｢食｣と
｢掘り出し市｣

 プレゼントあり   試食あり　※どちらも数に限りがありますので品切れの際はご了承ください。

❻ 第4展示会場 （のびのびランド）

多面的機能支払交付金活動紹介
耕作放棄地対策
事例紹介

大仙市振興作物紹介コーナー 農業元気賞紹介

東部・西部新規就農者研修施設コーナー
東北農政局写真展

鮭の一生（母川回帰）
鮭の母川回帰のパネル及び加
工品の展示

中山間地域の基盤整備紹介
小規模集落元気な地域づくり基盤整備事
業ほか

農研機構東北農研コーナー
水稲・大豆の新品種紹介など

野菜ソムリエによる地域特産野菜試食会
及び米粉製品試食会 （両日とも午後2時まで）

直播栽培導入推進事業・
大豆産地化推進事業紹介

実証圃の取組事例紹介
豆乳試飲コーナー

そばうち体験
（無料：両日とも先着20名限り）

講師指導
ありいぶりがっこ展示・試食コーナー

市内で生産されているいぶりがっこの紹介

食味値判定コーナー
あなたのお米の食味値を判定します。
当日、250g（1合半）ほどの玄米をお持ちください。

農地中間管理機構PR
コーナー

事業概要の紹介、農地借受の相談
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❹ 第3展示会場
（大曲駅2階 東西自由通路）

秋田県ダリア会
ダリア展 大曲の花火ダリア

アレンジメントディスプレイ

会場付近の駐車場は限りがあります。
無料運行する循環バス・コミュニティバスをご利用ください。
ペアーレ大仙駐車場は受講者用のため駐車しないでください。

花火通り☆ストリートステージ
JA秋田おばこ 出張！！ しゅしゅえっとまるしぇ
全国の提携JAの特産品を多数取り揃えました。しゅしゅえっとまるしぇにも是非お立ち寄りください。

米粉料理コンテスト
優秀作品展示

ゆめおばこ試食コーナー
食味良好米「ゆめおばこ」の試食（20日のみ）

鮭のつかみどり（21日のみ）
※事前の申し込みが必要です。

はなびシアター・はなび創作工房
など各種体験、花火資料展示ほか

鮭料理試食会
21日（日） 午後0時30分～

大仙市「明治150年」記念シンポジウム
1945年－大日本帝国臣民から日本国民へ－
20日（土） 午後1時30分～午後3時30分


