
写真は、組合構成４市町広報の最新号の表紙を飾った写真です。 内容の紹介

能代市　『市役所にさくらを見にきたよ』

藤里町 『先輩・先生方、お世話になります』

三種町 『明日に種をまこう！』

八峰町 『上手にコマをうてました～きのこ植菌体験教室～』
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八峰町
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表　紙

広域圏施設の利用状況

消防本部からのお知らせ、ゴミ出しのルールについて、
アリナス、おとも苑の事業

のしろやまもとイベント情報

第73号
2019年6月

能代山本広域市町村圏組合総務企画課
能代市字海詠坂３番地２　広域交流センター内
☎0185－89－2316　FAX0185－89－4280

発行
編集

広域広報は環境にやさしい植物油インキを
使用しています。

能代山本のミニ統計

令和元年７月～９月イベント情報まや ともの ろし
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日　程　６月30日（日）
場　所　阿部農園（三種町役場山本総合支所集合）
問合せ　三種町森岳じゅんさいの里 活性化協議会
　　　　（三種町商工観光交流課内）　☎85－4830

第６回世界じゅんさい
　　　　　摘み採り選手権大会 三種町

日　程　７月６日（土）～８月25日（日）
場　所　釜谷浜海水浴場
問合せ　三種町商工観光交流課　☎85－4830

釜谷浜海水浴場海開き 三種町

日　程　８月４日（日）
場　所　釜谷浜海水浴場
問合せ　まちのおんがくたい事務局（関）
　　　　☎080－5223－1035

釜谷浜サンセットビーチコンサート 三種町

日　程　８月18日（日）
場　所　惣三郎沼公園(カントリーパーク）
問合せ　三種町山本地域活性化イベント実行委員会
　　　　（三種町商工観光交流課内）　☎85－4830

森岳温泉夏まつり 三種町

日　程　７月27日（土）～28日（日）
場　所　釜谷浜海水浴場
問合せ　三種町サンドクラフト実行委員会
　　　　（三種町商工観光交流課内）　☎85－4830

サンドクラフト2019inみたね 三種町

日　程　９月中旬
場　所　三種町山本ふるさと文化館
問合せ　伝統芸能の祭典実行委員会
　　　　（三種町教育委員会内）　☎87－2113

伝統芸能の祭典ｉｎみたね 三種町

日　程　８月１日（木）
場　所　白瀑神社
問合せ　NPO法人八峰町観光協会　☎76－4100

白瀑神社例大祭 みこしの滝浴び 八峰町

日　程　８月13日（火）
場　所　石川地区
問合せ　NPO法人八峰町観光協会　☎76－4100

石川の駒踊り 八峰町

日　程　８月３日（土）
場　所　岩館漁港
問合せ　白神八峰商工会　☎77－3161

あわびの里づくりまつり 八峰町

日　程　８月15日（木）
場　所　中浜海岸
問合せ　八峰町産業振興課観光係　☎76－4605

第33回 雄島花火大会 八峰町

日　程　８月11日（日）予定
場　所　ポンポコ山公園
問合せ　ポンポコ山音楽祭実行委員会
　　　　☎76－3715（しらかみカフェ）

第15回ポンポコ山音楽祭 八峰町

日　程　７月６日（土）～７日（日）
場　所　白神岳・二ツ森
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

【1泊2日】山頂避難小屋泊りで
遺産地域全山と夕日朝日を独り占め!

日　程　７月14日（日）
場　所　粕毛川
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

夏の白神は沢歩き
～世界遺産からの清流を歩いてみよう～

日　程　８月11日（日）
場　所　小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

第４回山の日記念登山
～深緑の白神山地ど真ん中！～

日　程　９月21日（土）～22日（日）
場　所　駒ヶ岳縦走・小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

【1泊2日キャンプ】白神の名峰二座を
キャンプではしご登山しちゃいます

日　程　９月７日（土）
場　所　素波里ダム周辺
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）活動協議会
　　　　☎79－3005

藤里町世界遺産登録をめぐる歴史野外講座
　　　　　　　　　　＠素波里ダム

日　程　７月26日（金）
場　所　小掛地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

小掛七夕 能代市

日　程　７月14日（日）予定
場　所　檜山崇徳館
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58－3101

第９回歴史の里檜山 納豆まつり 能代市

日　程　７月20日（土）
場　所　能代港下浜埠頭
問合せ　能代の花火実行委員会（能代商工会議所内）
　　　　☎52－6341

港まつり能代の花火 能代市

日　程　７月中旬予定
場　所　能代港中島５千トン岸壁
問合せ　能代商工会議所青年部　☎52－6341

のしろみなとまつり2019 能代市

日　程　７月23日（火）
場　所　駒形地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

駒形ささら 能代市

日　程　７月23日（火）～24日（水）
場　所　富根愛宕神社
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

富根愛宕神社祭典 能代市

日　程　７月26日（金）～27日（土）
場　所　日吉神社
問合せ　日吉神社社務所　☎54－1443

日吉神社祭典（御神幸祭） 能代市

日　程　８月２日（金）
場　所　国道101号
問合せ　青年クラブのしろ　☎52－6341

こども七夕 能代市

日　程　８月３日（土）
場　所　仁鮒地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

仁鮒七夕 能代市

日　程　８月15日（木）～23日（金）
　　　　一般公開予定　８月18日（日）
場　所　能代宇宙広場（旧浅内第三鉱さい堆積場）
問合せ　秋田宇宙コンソーシアム　☎080－2809－6507
　　　　能代市市民活力推進課　☎89－2148

第15回能代宇宙イベント 能代市

日　程　８月３日（土）～４日（日）
場　所　国道101号
問合せ　能代七夕「天空の不夜城」協議会　☎52－6344

能代七夕「天空の不夜城」 能代市

日　程　８月17日（土）～18日（日）
場　所　能代ロケット実験場、子ども館　ほか
問合せ　能代市市民活力推進課　☎89－2148

のしろ銀河フェスティバル 能代市

日　程　８月中旬
場　所　二ツ井町駅通り
問合せ　二ツ井町商業協同組合　☎73－2953

もっくん夏まつり 能代市

日　程　８月６日（火）
場　所　駒形地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

駒形ねぶ流し 能代市

日　程　８月６日（火）～７日（水）予定
場　所　市内各町内
問合せ　能代市観光振興課　☎89－2179

能代役七夕 能代市

日　程　８月上旬
場　所　道の駅ふたつい
問合せ　秋田杉の里二ツ井まつり実行委員会　☎73－4500

秋田杉の里二ツ井まつり 能代市

日　程　８月13日（火）
場　所　小繋地区
問合せ　小繋郷土芸能保存会（照井）　☎73－4003

小繋常州下獅子踊 能代市 日　程　９月８日（日）
場　所　小掛地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

小掛鍾馗様（こがけしょうきさま） 能代市

日　程　９月14日（土）
場　所　畠町通り
問合せ　おなごりフェスティバル実行委員会　☎54－6760

おなごりフェスティバル 能代市

日　程　９月15日（日）
場　所　愛宕神社
問合せ　富根報徳番楽保存会（会長米川）　☎75－2422

作番楽 能代市

日　程　９月21日（土）～22日（日）
場　所　八幡神社
問合せ　八幡神社　☎52－2925

八幡神社祭典 能代市

日　程　８月13日（火）～14日（水）
場　所　仁鮒地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

仁鮒ささら 能代市

日　程　８月13日（火）～14日（水）
場　所　小掛地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

小掛ささら 能代市

日　程　８月13日（火）～14日（水）
場　所　荷上場地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

荷上場ささら 能代市

日　程　８月13日（火）～14日（水）
場　所　切石地区
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

切石作々楽踊 能代市

日　程　７月13日（土）～14日（日）
場　所　ハタハタ館駐車場
問合せ　深浦町観光協会　☎0173－74－3320

八峰・深浦国境（くにざかい）
　　　　　　　４００年まつり 八峰町

日　程　７月28日（日）
場　所　藤琴川・白神山地世界遺産センター（藤里館）
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）活動協議会　　
　　　　☎79－3005

教えて！さかなとりのプロ！ 藤里町

日　程　８月３日（土）
場　所　岳岱自然観察教育林･白神山地世界遺産センター（藤里館）
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）活動協議会　　
　　　　☎79－3005

白神の水をめぐる冒険 藤里町

日　程　８月24日（土）
場　所　白神山地世界遺産センター（藤里館）
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）活動協議会　　
　　　　☎79－3005

捕まえた虫で標本を作っちゃおう! 藤里町

日　程　９月７日（土）～８日（日）
場　所　藤琴地区
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115

浅間神社祭典（藤琴豊作踊り） 藤里町

日　程　９月７日（土）～８日（日）
場　所　八森漁港
問合せ　八峰町産業振興課商工水産係　☎76－4605

第39回全国豊かな海づくり大会
　　　　　（サテライトイベント）八峰町

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,711世帯
1,191.20㎢

79,556人
36,943人
42,613人


