
▼ 田舎館村中央公民館
田舎館村畑中字藤本159-1
（住所は異なりますが、役場敷地内にあります。）
TEL：0172-58-2250　　FAX：0172-58-2394

利用時間：午前8時15分～午後9時
　　　　　（12月29日～1月3日は休館）

○主な部屋 ○料　金（2019.1.1現在） ○利用方法
1階／大ホール、大広間

（畳）、調理室、村民室
（畳）、応接室

2階／研修室、講習室、作
法室（畳）、和会議室
（畳）、視聴覚室

　1時間あたり210～630円（部屋により異
なります。）、暖房使用は3割増しとなります。
　冠婚葬祭は1件26,250円、全館利用扱いと
なります。

※村の社会教育に関する利用には減免措置が
あります。村外利用者の使用料は5割増に
なります。

　予約は平日の午前8時
15分～午後5時に、電話か
中央公民館1階の窓口で受
付けています。
　利用前に中央公民館1階
の窓口へ申請書を提出して
ください。FAXでの対応も
可能です。

　図書室
利用時間：午前8時15分～午後8時
　　　　　（12月29日～1月3日は休館）

○利用方法
　室内では本を自由にご覧いただけます。
　貸出しでは、初めて借りる人は中央公民館1階の窓口で利用
者登録をしてください。貸出し期間は2週間で、1回につき5
冊まで借りることができます。

▼ 村民体育館
田舎館村畑中字藤本159-5
（住所は異なりますが、役場敷地内にあります。）

利用時間：午前9時～午後9時
休 館 日：毎週月曜（休日の場合は翌平日）、12月
　　　　　28日～1月4日、イベント時の臨時休館

○料　金 ○利用方法
　村内の団体、個人は無料
です。村外の利用者は有
料になります。

　予約は平日の午前8時15分～午後5時に、電話か中央公民館1階の窓口で
受付けています。
　利用前に中央公民館1階の窓口へ申請書を提出してください。FAXでの対
応も可能です。

（問）▶　教育課社会教育係（中央公民館）　TEL：0172-58-2250
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▼ 田舎館村文化会館

役場庁舎に併設しています。

利用時間：午前9時～午後10時
　　　　　（12月29日～1月3日は休館）

○主な部屋 ○料　金（2019.1.1現在） ○利用方法
1階／文化ホール　

3階／展示室、リハーサル
室、第1・第2控え室

　午前・午後・夜間・全日の区分で各部屋
に設定しています。
文化ホール／7,960～34,480円
展示室／1,020～4,480円　ほか

※音声マイクやステージ照明、テーブルな
どの備品も有料でお貸ししています。
※村の社会教育に関する利用には減免措置
があります。

　予約は平日の午前8時15
分～午後5時に、電話か中
央公民館1階の窓口で受付
けています。
　利用前に中央公民館1階
の窓口へ申請書を提出して
ください。FAXでの対応も
可能です。

（問）▶　教育課社会教育係（中央公民館）　TEL：0172-58-2250

▼ 田舎館村展望台・第1田んぼアート

　6月ごろ～10月上旬の期間で、田舎館村文化会館の4・6階部分からご覧いただけます。　※有料

（問）▶　企画観光課商工観光係　TEL：0172-58-2111（内線 243）

▼ 克雪トレーニングセンター

田舎館村八反田字古舘217-3
（田舎館中学校向かい側）

利用時間：午前9時～午後9時
　　　　　（12月28日～1月4日は休館）

○料金・対象 ○利用方法

　利用は無料、村民か村内の団体のみお使いいただ
けます（活動拠点が村外の場合は不可）。

　予約は平日の午前8時15分～午後5時に、電話か
中央公民館1階の窓口で受付けています。
　利用前に中央公民館1階の窓口へ申請書を提出し
てください。FAXでの対応も可能です。

（問）▶　教育課社会教育係（中央公民館）　TEL：0172-58-2250
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▼ 田舎館村埋蔵文化財センター・博物館（田澤茂記念美術館）
　約2100年前（弥生時代中期）の水田遺構を中心に、国史
跡の垂柳遺跡やそれに関連した高樋（3）遺跡などの遺物を
保存展示しています。博物館では村出身の画家・田澤茂氏
の作品を展示しています。
田舎館村高樋字大曲63　　TEL：0172-43-8555

開館時間：午前10時～午後5時
休 館 日：月曜日（休日の場合は翌平日）、
　　　　　12月29日～1月3日

○入館料（2019.1.1現在）
一般 300円
高校生・中学生 200円
小学生 100円
※15名以上の団体割引あり

▼ 田舎館村総合案内所「遊稲の館」
　農業の歴史展や稲作体験、料理教室、喫茶コーナーなど
があります。また、館内の部屋はイベントや会議などの用
途で貸出しもしています。
田舎館村垂柳字長田47　　TEL：0172-58-4689

開館時間：午前9時～午後5時
　　　　　（喫茶コーナーは土・日・祝日の午後3時まで）
休 館 日：月曜日（休日の場合は翌平日）、
　　　　　12月29日～1月3日

○部屋と料金（2019.1.1現在）
広間（奥の間・座敷・茶の間）と調理室、1時間あたり
210円～320円、暖房使用は3割増しとなります。

▼ 道の駅いなかだて「弥生の里」・第2田んぼアート
田舎館村高樋字八幡10

産地直売センター　TEL：0172-58-4411

弥生の里展望所　TEL：0172-58-2111（役場）

レストランジャイゴ　TEL：0172-43-8121

遊具施設　TEL：0172-58-4221（管理棟）

ゆうとう
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▼ 公園　※　　は地区名

 垂　柳
垂柳地区農村公園
ベンチ、遊具、
駐車場有り

 田舎舘
田舎館街区公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 畑　中
畑中児童公園
ベンチ有り

 大　曲
大曲農村公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 諏訪堂
諏訪堂農村公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 大根子
大根子農村公園
ベンチ、遊具有り

 豊　蒔
豊蒔農村公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 大　袋
大袋農村公園
トイレ、ベンチ、遊具、
駐車場有り

 大　袋
平川河川公園
駐車場有り、
テニスコートの利用は無料

　　

 川　部
田舎館村農村広場
トイレ、ベンチ、
遊具、駐車場有り

 川　部
川部児童公園
トイレ、遊具有り
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 川　部
川部駅前児童公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 境　森
境森集落広場
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 前田屋敷
前田屋敷農村公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 堂野前
堂野前集落広場
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 新　町
新町集落広場
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 東光寺
東光寺集落広場
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 二津屋
二津屋農村公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

 高　田
高田農村公園
トイレ、ベンチ、
遊具有り

　　

▼ 敷地の占用
　事前に申請が必要で、占用面積等によって使用料が発生します。

▼ 守ってほしいこと
公園の中では、次の行為が各種公園条例等により禁止されています。

（1）施設の損傷や汚損 （2）竹木の伐採、植物の採取 （3）土地の形質を変更すること
（4）鳥獣類の捕獲、殺傷 （5）はり紙、はり札、広告の表示 （6）立入禁止区域に入ること
（7）指定場所以外への車両の駐停車 （8）公園をその用途以外に使用すること

（問）▶　建設課建設第二係　TEL：0172-58-2111（内線 232）
　　　　または　産業課産業係　　　　〃　　　　　（内線 142）

浅瀬石川河川敷・新町地区

十二川原地区～新町地区を渡る「東橋」下にある
テニスコートの利用は無料
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▼ 温泉
部屋利用のような入浴料以外の料金は、各施設に直接お問い合わせください。

老人憩
いこい
の家

田舎館村畑中字藤本169　　TEL：0172-58-3555
利用時間：午後4時～午後9時
　　　　　（土・日・祝日は午前9時～午後9時）

○入浴料（2019.1.1現在） ○高齢者の無料入浴

中学生以上 150円
小学生以下 50円

　平日の午前9時～午後3時、高
樋・十二川原・枝川・垂柳・田
舎舘・八反田・畑中・大曲地区
に住所がある65歳以上の方が対
象で、入浴回数は無制限です。

ふれあいセンター・川部温泉
田舎館村川部字村元33-1　　TEL：0172-75-5211

利用時間：午前６時～午後９時

○入浴料（2019.1.1現在） ○高齢者の無料入浴

15歳以上 310円
6歳～14歳 150円
6歳未満 70円

　平日の午前８時30分～午後3
時、諏訪堂・大根子・豊蒔・大袋・
川部・和泉地区に住所がある65
歳以上の方が対象で、入浴回数は
村が発行する入浴券により月8
回までです。

光田寺コミュニティセンター・
　　まえだやしき温泉「ほからっと」
田舎館村前田屋敷字東中野35-1　　TEL：0172-58-2221

利用時間：午前６時～午後9時

○入浴料（2019.1.1現在） ○高齢者の無料入浴

15歳以上 310円
6歳～14歳 150円
6歳未満 70円

　平日の午前８時30分～午後3
時、境森・前田屋敷・土矢倉・堂
野前・新町・東光寺・二津屋・高
田地区に住所がある65歳以上の
方が対象で、入浴回数は村が発行
する入浴券により月8回までです。

（問）▶　高齢者の無料入浴：厚生課福祉係　TEL：0172-58-2111（内線 154）

（株）平川温泉
田舎館村大袋字樋田3　　TEL：0172-58-2160

利用時間：午前6時30分～午後10時

○入浴料
中学生以上 350円
小学生 150円
未就学児 60円
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