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十文字地域の冬のイベント「十文字イルミネーション」を今年も開催しています。
十字の里の桜並木がピンク・ブルー・ゴールドのＬＥＤ電球で装飾され、
冬に咲く「光の桜並木」をお楽しみいただけます。
点灯期間は令和４年１月10日までですのでぜひご覧ください。

十文字イルミネーション開催中！

❖道の駅十文字　秋田県知事賞
❖十文字環境美化を考える会　花のまちづくり賞
❖仁井田地域資源保全推進集団　優秀賞
❖ＪＲ十文字駅花クラブ　優良賞
❖伊藤　時子　優良賞
❖旅クラブ　優良賞　（順不同 敬称略）

道の駅十文字　秋田県知事賞

「道の駅十文字」「十文字環境美化を考える会」の
みなさんが訪問されました 十文字環境美化を考える会　花のまちづくり賞

　花の社会性を活用し、活力ある秋田づくりを目的として開催されて
いる「全県花だんコンクール」におきまして、今年度、十文字地区か
らは下記の団体等が受賞されました。おめでとうございました。

　11月18日、横手市民会館を主会場に第71回秋田県公
民館大会が開催されました。その中で、永年にわたり十
文字和紙の伝統文化を継承し、その普及に尽力されたと
して、佐々木清男氏、泉川祐子氏、渡辺弘子氏が、また、
団体では、公民館ボ
ランティアとして読
み聞かせ活動などを
行っている「おはな
しぽぽポ」（代表 石
垣節子氏）が秋田県
公民館連合会表彰を
受賞されました。

受賞団体を紹介します
「全県花だんコンクール」第 57 回

交通安全のぼり旗を寄贈していただきました 秋田県公民館連合会表彰を受賞
　令和３年９月16日、十文字ライオンズクラブ様
より交通安全のぼり旗109 枚を寄贈いただきまし
た。増田地区交通安全協会４支部（十文字、三重、
植田、睦合地区）に
配布し、地域全体で
交通安全秩序の維持
に努め、事故のない
環境づくりのために
活用させていただき
ます。この度のご寄
贈に対しまして厚く
御礼申し上げます。 左から、泉川氏、渡辺氏、近西公民館長、

佐々木氏、石垣氏

十文字の小学生・中学生たちの大会結果 概ね市内の大会は各競技３位まで、全県以上の
大会は６位までの入賞者をお知らせします

◆令和３年度全県秋季水泳大会
　　　　　　　〈令和３年８月28日、秋田県立総合プール〉
　【男　子】200m 自由形　第４位　柿崎　日向
　　　　　 100m 平泳ぎ　第３位　佐川　央泰
　　　　　 200m 平泳ぎ　第４位　佐川　央泰

◆令和３年度横手市中学校秋季体育大会
　　　　　　　　　　〈令和３年９月11日・17日～19日〉
●野　球　第２位　十文字中
●バスケットボール
　【男　子】　第１位　十文字中（全県秋季大会出場）
　【女　子】　第２位　十文字中
●陸上競技
　【男　子】　共通 棒高跳　第２位　山本　　大
　　　　　　　　　　　　 第３位　鈴木　藍大
　　　　　　共通 砲丸投　第２位　髙橋　　大
　【女　子】　２年 100m　 第３位　佐藤　舞優
　　　　　　共通 200m　 第２位　佐藤　舞優
　　　　　　共通 800m　 第２位　竹本　日和
　　　　　　２年 1500m　 第２位　髙橋　杏優
　　　　　　共通 100mH　 第１位　武田　羅奈
　　　　　　　　　　　　 第２位　佐藤　優那
　　　　　　共通 走高跳　第１位　佐藤　優那
　　　　　　共通 400mR   第３位　竹本　日和　 佐藤　舞優
　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤　優那　 武田　羅奈

●バレーボール
　【男　子】　第３位　十文字中（全県秋季大会出場）
　【女　子】　第３位　十文字中
●卓　球
　【男　子】　個人　第３位　柴田　葵星（全県秋季大会出場）

●ソフトテニス
　【男　子】　個人　第３位　山口光琉・茂林理人ペア（全県秋季大会出場）
　【女　子】　団体　第１位　十文字中（全県秋季大会出場）
　　　　　　個人　第１位　渡部海南・千田祐華ペア（全県秋季大会出場）
　　　　　　　　　第２位　佐々木心音・佐藤芽依ペア（全県秋季大会出場）
　　　　　　　　　第３位　菊地莉奈・佐藤茉那ペア（全県秋季大会出場）

◆令和３年度全県中学校秋季体育大会
●バレーボール〈令和３年９月25～26日、雄和体育館〉
　【男　子】　第３位　十文字中
●陸上競技〈令和３年10月２～３日、県営陸上競技場〉
　【男　子】共通 砲丸投　第３位　髙橋　　大
　【女　子】共通 100mH　第２位　武田　羅奈

◆横手市理科研究発表会
　　優秀賞「熱に強い花の色素の秘密を探る」
◆中学生の「税についての作文」
　　東北地区納税貯蓄組合連合会長賞　十文字中３年　高田陽菜乃
　　横手税務署長賞　　　　　　　　　十文字中３年　千葉　悠那
◆横手市読書感想文コンクール
　　特選　十文字中３年　髙橋　英佑（県審査へ）
　　　　　十文字中２年　梅津　安那
　　　　　十文字小２年　寺内　大翔（県審査へ）
　　　　　十文字小４年　藤原　光希（県審査へ）
　　　　　十文字小５年　渡部　佑清（県審査へ）
　　　　　十文字小６年　山本　陽心
　　　　　十文字小６年　長沼　莉奈
◆横手市小学校社会科研究発表会
　　４年生の部　最優秀賞　十文字小４年　沼田　和奏
◆第70回秋田県発明展
　　秋田中央ライオンズクラブ会長賞　十文字小４年　佐藤　優輝

スポーツの結果

その他の結果

　この度、十文字生涯学習センターでは、市民の生涯学習活動を応援し、十
文字地域の生涯学習活動がより活発になるように、地域内の各施設で活動さ
れている団体・個人の方々で掲載を希望する方から情報を提供していただき、
「サークル紹介誌〈十文字版〉（仮称）」を作成することにいたしました。
　「サークル紹介誌〈十文字版〉（仮称）」に掲載を希望される団体・個人の方
は、掲載希望連絡票をご提出願います。掲載希望連絡票は十文字地域内の社
会教育施設又は社会体育施設の窓口に置いております。

掲載を希望される団体・個人を募集します
「サークル紹介誌〈十文字版〉（仮称）」へ

掲載希望連絡票は、令和４年１月31日までに提出ください。（その後も随時受付はします。）
〈サークル紹介誌の名称も募集しています〉

十文字生涯学習センター  TEL 0182－42－2067問い合わせ先

十文字小学校の「CROSS
（クロス）」、十文字中学校の
「新堰」を、十文字庁舎のフリースペース
に掲示しています。学校行事や地域との活
動など、児童生徒の生き生きとした様子が掲載され
ています。バックナンバーも準備しておりますので、
庁舎にお立ち寄りの際は是非ご覧ください。

十文字小・中学校の
学校報を

ご覧いただけます

１月５日 横手市消防出初式（会場 : 横手体育館）
　　14日 横手市賀詞交歓会（会場 : 松與会館）
２月６日 十文字のどんど焼き（会場 : 十文字神社境内）
　　20日 梨木愛宕神社水かぶり（会場 : 梨木集落内）
３月12日 十文字中学校卒業式
　　12日 認定こども園こひつじ卒園式
　　16日 十文字小学校卒業式
　　19日 十文字保育園卒園式
　　19日 三重保育所卒園式
　　19日 にしの杜保育園卒園式

十文字地域版

暮らしの
カレンダー

毎月３・７・０のつく日は十文字の朝市

※新型コロナウイルスの感染状況により、日程等が変更、
または中止になる場合があります。ご了承ください。



十文字西地区交流館が完成しました！
　十文字西地区交流館は、十文字町中村地
区出身の佐藤定雄氏よりご寄付をいただ
き、十文字農村環境改善センターの別棟と
して12月１日にオープンしました。
　施設の愛称は「十文字西地区交流館」と
なり、現在展示室では、佐藤氏の兄、佐藤
正氏が生前残した貴重な収集資料や、地域
の方々が製作した作品の展示等を行ってお
ります。貸部屋としては交流室（和室）と
陶芸活動室がありますので、市民のみなさ
まの創作活動や生涯学習の拠点として是非
ご利用ください。

愛称

11月30日、晴天の下、開館式が開催されました

展示室

交流室

陶芸活動
室

佐藤正氏の貴重な収集資料の他に地域の方々が
製作した作品を展示しております

佐藤正氏の著書を手に取って
ご覧いただけます

28畳の和室となっており、座テーブル、
座布団を備えております

陶芸用窯を設置しており、
陶芸作品の製作が行えます

西地区交流館のご利用にあたって
●展示室の見学は無料です。
　玄関のインターホンより、見学の旨をお伝えください。
●貸部屋は、２か月前より予約可能です。
●開館時間は午前９時～午後９時です。
●予約やお問い合わせは西地区館までお願いします。
　電話 44－3100

利用料金
１時間につき

交　流　室　150円
陶芸活動室　150円

今回の工事においては
　 ● 冷暖房設備更新
　 ● サッシ及びサッシ廻りコーキング一部改修　 ● 屋根防水改修
　 ● 多目的ホール外壁塗り替え、床一部改修　 ● 駐車場街路灯改修
を実施しております。今後はより快適に西地区館をご利用できる事と考えて
おりますので、皆様には是非ともご活用ください。

多目的ホール外壁の塗り替えを行っています

館内の冷暖房設備を改修しています

　「農家高齢者創作館」が令和３年11月30日を

もって閉館いたしました。

　昭和51年の開館から令和３年までの約45年

間ご利用いただきありがとうございました。

十文字西地区館改修工事中です
十文字農家高齢者創作館

閉　館
　十文字西地区館の改修につきましても引き続き工事を行っております。
　当初は12月末完成を予定しておりましたが、工期が伸びる見込みと
なりました。完成予定は１月末を見込んでおります。皆様には大変ご迷
惑をおかけします。


