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横手公園からの町並み
1956年（昭和31年）

この写真は、石坂
洋次郎の小説『山と
川のある町』が映画
化され、横手でロケ
が行われた当時に撮
影されたものです。
石坂洋次郎文学記
念館では、映画のロ
ケ写真を中心に、横
手の今と昔の風景を
紹介する企画展を11
月29日(日)まで開催
しています。
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照明を落とし、あ
えて顔の表情が分か
らないように撮影し
た一枚です。市報を
読んでいる様子が伝
わりにくく、表紙に
は一歩届きませんで
したが、なかなかの
写真です。

携帯電話等で右のＱＲコードを読み
取ると、市のホームページサイトを
ご覧いただけます。

もう少しで
表紙でした！

広報マンのつぶやき
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合併10周年を契機に市報をリニューアル｡
不安でしたが、全国の広報担当者などから
アドバイスを頂きながら完成させることが
できました。今までの『市報よこて』の良
さを残しつつ、さらに『見やすさ』を追及
していきたいと思います｡（Ｈ.Ｔ）

今回は若手の写真大好きチーム『はい！こちら、勝
手に観光課写真係。』に撮影してもらいました。
モデルさんが過去10年間の市報を見ながら「もう合
併して10年たつのね」と振り返っているような感じが
伝わります｡ (撮影場所：雄物川民家苑木戸五郎兵衛村)

平 成 年 月 1 日に旧 横 手 市︑旧 増 田
町︑旧 平 鹿 町︑旧 雄 物 川 町︑旧 大 森 町︑旧 十
文字町︑旧山内村︑旧大雄村が合併して
﹃横
手市﹄
が誕生しました︒
この 年間︑秋田県
第2の都市として様々な出来事がありまし
た︒
この 年間を写真で振り返りたいと思い
ます︒
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2005年10月

新『横手市』誕生

2007年4月

新平鹿総合病院開院

小・中学校
統廃合
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2009年9月

Ｂ-１グランプリin横手
2013年10月

秋田デスティネーション
キャンペーン

2007年9月

道の駅十文字
竣工
2015年6月

YOKOTE I believe

2011年3月
2010年1月

出前かまくら
inソウル
2014年3月

大沢第二浄水場
竣工
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2011年4月
Y2ぷらざオープン

横手かまくら
FM開設

豪雪・暴風
被害
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年
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2008年3月

全国発酵食品
サミットin横手開催

2011年10月

秋田県種苗交換会

2007年9月〜10月

秋田わか杉国体

2013年12月

増田のまちなみ
重伝建選定
2008年7月〜

わか杉カップ
2013年4月

スポーツ立市よこて宣言式典
2010年2月

大鳥井山遺跡の国史跡指定
2014年10月

国民文化祭・あきた2014

2013年5月〜

チャレンジデー
横手市市制施行10周年記念式典が開催されます
「 絆 〜 こ れ ま で 、い ま 、そ し て 〜 」
日

時

10月3日（土）
午後1時30分〜
開催場所

横手市民会館
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旧横手市平鹿郡８市町村が合併を果たして節目の10周年を迎えることとなり、
市民の皆様と共にお祝いすべく記念式典を開催します。
第1部
第2部

市制施行記念式典

各種表彰等

記念公演
（1）映像で振り返る10年の歩み
（2）市民がつくる記念公演 〜伝えたい 伝統の八つの力〜
総 合 演 出／劇団Hozzy and Nancy
出演予定団体／横手舞組、子ども歌舞伎、横手萬歳、福嶋サイサイばやし、
深間内神楽、
岡本新内伝承会、八沢木獅子舞、仁井田番楽、
御嶽清流太鼓保存会、藤の会（厄神様） 等

2007年2月〜

いぶりんピック
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本音トーク
参議院議員

寺田 典城

合併を行うことが必要ということを
市町村長たちに判断してもらうこと
が私の職務だったんです。
ただ、
強引
だった部分もあったと思います。だ
からね、市町村長たちはよく決断し

高橋保 自分の娘は保呂羽小、大
森小、大森中、横手明峰中と学校
統合を経験した。子どもたちが合
併 年の激動を一番に感じている
と思う。
市長 合併後も人口が減少してい
るが、ここでの生活もまん
ざらでもない、ぜいたくな
田舎に住んでいるんだと子
どもたちに伝えていきたい。
伊藤 坂部地区は学校がど
んどん遠くなっている。子
どもたちが安心して通学で

ましたよ。苦しかったでしょうね」
横手市は合併して 年経ちまし
た。市民の皆さんにメッセージをお
願いします。
「横手市は自然が豊かで空気がお
いしい。山菜、米、果物などおいしい
ものがあふれて素晴らしい文化もあ
ります。だから都会とは違う豊かさ
があるんですよ。８つの地域が合併
してできた横手市だからこその特徴
を生かした地域を目指せば、まだま
だやることがたくさんありますよ」

高橋幸村さん
三又地区

代表

伊藤
年後は今より悪くなって
いるような気がする。子どもが増
えていかないと高齢化で雪下ろし
もできない。地域では、消防団が

きるよう、さまざまな地域の現状
や意見を聞いてほしい。
高橋幸 横手市には多くの子ども
たちがいるが、大人になって他県
に出てしまう。答えはないが、や
はり戻ってもらう対策が必要。
石沢 雇用の場がないと、親も県
外へ出してやらざるを得ない。自
分の地域でやっていけるような自
立できる産業をつくらないと子ど
もはなかなか帰ってこれない。
市長 市内全域で光ファイバーが
使えるようになった。これは距離
がなくなるということでもある。
自分の地域でインターネットを使
ったビジネスなどができる可能性
がある。 年後の横手市はどうな
っているだろうか。

石沢達雄さん

横手市の東西を直線で結ぶと約 ㎞。
●東 山内三又と●西 大森町坂部の代表市民が
横手市長に本音を語りました。
市長 今回は横手市の東西に住む
市民代表に増田地域の旧石田理吉
宅に来ていただいた。合併で悩ま
しい選択をして新しい市ができて
年経って感じることや、日ごろ
思うことを、厳しい意見も含めて
本音で語ってもらい、今後の横手
市の参考にしたい。
石沢 合併して良かったか悪かっ
たか。しない場合の見本が無いの
で悪いところがどうしても見えて
しまう。
高橋幸 合併には反対の立場だっ
た。合併で良かったと思うのが、
発酵文化に力を入れ、光があたっ
てきたことである。

増田地域
旧石田理吉 宅

「平成の大合併は必要だったのか」

東西
平成 年に新横手市が誕生しまし
た。当時、全国的にも市町村合併が
加速。秋田県内も同様に合併が進み
ました。合併を推進させてきた当時
の秋田県知事・寺田典城氏に〝平成
の大合併〞を振り返っていただきま
した。
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平成の大合併で秋田県内の自治体
数もかなり減りました。
「地方の自治体は、財政規模以上
の資産を持ちすぎていたんです。そ
れによって市町村の財政は限界に来
ていました。当時の市町村長は合併
について随分と悩んでいたんです」
知事として、どうして合併を推進
したのですか。
「国も地域も一時は絶頂期を迎
え、そしてバブル崩壊の道を突き進
みました。合併を推進したというよ
り、日本経済が下降線をたどり始め
た時点で、
自治体のリストラが必要、

10

さまざまな助けとなっている。
石沢
年後は地域の人口がどう
なっているのか。買い物する場所
や医者も近くに必要。不安要素は
多い。
高橋幸 三 又 地 域 に は 商 店 が 無
く、隣の南郷地区に一軒あるだ
け。店は残してほしい。市長には
地域で使うプレミアム付き商品券
等を検討して欲しい。
高橋保
年後は今よりも高齢化
が進んでいるかもしれない。生活
環境が今より悪くならないで、住
んでいて良かったなと思いたい。
市長 地域の良さは離れてみて、
はじめて有難さが分かったりす
る。私たちは、横手市に住んでい
るという宿命を持っている。マイ
ナスでなく前向きに考えて良い横
手市にしていかなければ。
高橋保 地域で一番元気に活動し
ているのが老人クラブ。消防団員
比率が高いなど、地域のメリット
も強みだが、どうしてもマイナス
思考になりがち。
伊藤 買い物は由利本荘市や大仙
市のほうが近い。中心部に比べる
と移動距離が長いので交通の便を
良くしてほしい。
市長 今回は東西地域が意見を交
わす良い機会になった。私は多く
の意見や宿題を頂いた。今後の横
手市のために最善を尽くしていき
たい。
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50

山内三又地区
10

●人口140人 51世帯
（平成27年8月末日現在）
由利本荘市と隣接
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大森町坂部地区
｜

10

10

代表

●人口234人 86世帯
（平成27年8月末日現在）
東成瀬村と隣接

10

伊藤一彦さん
保さん
高橋

10

坂部地区

トーク会場

寺田典城氏プロフィール
1940年生まれ。
1991年4月、横手市長に初当選。
1997年4月、秋田県知事選挙に初当選す
る。以後、3期12年秋田県知事を務める。
2010年7月、参議院議員に初当選。

｜

｜

誕生日にもらった
ケーキがすごくきれい
で、こんなケーキを作って
みたいと思いました。
将来
は、おいしいスイーツを作
って、
みんなに喜んでも
らいたいです。

Ｅ-girlsを見て、自分
も将来有名なダンサーに
なりたいと思いました。毎
週、ヒップホップダンスを
習っています。

私た

平成

17年

ち

幕下に定着し、
関取目指して頑張ります
ので応援よろしく
お願いします。

日々稽古に精進し、
一年以内には幕下に
昇進したいと思っています
ので応援よろしく
お願いします。

10月
1日
れで
す！

生ま

大雄小学校４年生

ひ

大雄小学校４年生

すい

も

齊藤 陽穂さん

▲5年前に
も掲載され
ました！
(市報よこて
平成22年10
月1日号）

うメッセ
ージ !
!

これからも
10年20年30年と
歌の活動を通して故郷を
PRしていきます。

力斗 豊さん

将豊竜 光さん

高橋 優

大相撲力士（時津風部屋所属）
初土俵 平成26年９月
平成27年９月場所は『西三段目81枚目』

大相撲力士（時津風部屋所属）
初土俵 平成23年９月
平成27年９月場所は『西三段目37枚目』

これからの自分へメッセージ!!
全日本メンバーに
なって活躍していき
たいと思います。

大好きなふるさとの自然を
生かした作品を全国へ向けて
発表していくことで〝秋田〟を
発信していきたいです。

世界大会でも、自分の持
ち味であるパワースタイ
ルを崩さず、
「松 田 は や
はり強かった」と言われ
るように頑張ります。

さん

壇蜜さん

か

水戸 萌々華さん

合併１０周年おめでと
10周年
おめでとうございます。
綴り、繋げてきた10年間は
市民の皆様の大きな支えにな
ったことだと思います。今後も
健やかで朗らかな横手市民の
未来のためにどうかご尽力
ください。農 業 祭 には
お邪魔いたします。
では、
また。

も

永沢碧衣さん

秋田公立美術大学アーツ＆ルーツ専攻３年
平成26年に自身初の個展（Sky，blue）
を秋田市で開催

松田智喜さん
鈴木祐貴さん
横手市十文字地域出身
現在、タレントとして活躍中
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横手市山内地域出身
現在、シンガーソングライターとして
活躍中

雄物川高校３年男子バレーボール部主将
今年、バレーボール全日本男子の登録メ
ンバーに選出

料理人
（雄物川町の割烹いろは寿司）
今年８月JAWA全日本アームレ
スリング選手権ライトハンド＋
100㎏級で優勝。来年開催の世界
大会への出場権を獲得
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ふ

ソースの香りが食欲そそる

るさとへの思いを一つに
たすきをつなぐ

いにしえの伝統を継承
周年にふさわしい品質に

市報よこて

即興で互いの気持ちを掛け合う
■金澤八幡宮奉納伝統掛唄大会

９月14日夜から翌朝にかけて、金澤八幡宮奉納伝統
掛唄大会が行われました。親子対決では、民謡を歌い
続けてほしいと願う父に、できる限り歌うと答えた娘
の掛け合いから、２人の強い絆がうかがえました。

９月８日、増田地域の八木神社で古くか
ら伝わる八木番楽が奉納されました。八木
番楽は、出羽三山の山伏修験者が布教を兼
ねて八木集落に伝授したのが始まりといわ
れており、この日は花番楽など２幕の舞を
披露。約350年の伝統を守り続けました。

秋の夜空を鮮やかに彩る
■第92回増田の花火

９月５・６日、毎年恒例の横手やきそば
四天王決定戦が、ふるさと村特設会場で行
われました。多彩なステージイベントが会
場を盛り上げる中、各店自慢の横手やきそ
ば約12,200食が提供され、来場者は横手の
名物に舌鼓を打っていました。

30

11

ニュース＆トピックス

元気な地域づくりイベント

ニュース＆トピックス

今回で14回目を迎えた『きてたんシェひ
らかまつり』が９月５日、浅舞公民館を会
場に開催されました。鍋倉囃子保存会の演
奏、平鹿地域の５保育園の園児による歌や
踊り、よさこい踊りや打ち上げ花火など多
くの催しが来場者を楽しませました。

大森ワイン用ブドウの出発式が９月14日､
ＪＡ秋田ふるさと八沢木低温倉庫で行われ､
関係者らが初出荷を祝いました。来年は大
森ワインの発売から30周年。今期のぶどう
は天候に恵まれて糖度が高く、記念の年と
なるワインの出来が期待されます｡

2015.10.1

大正時代から始まり、歴史と伝統を誇る『増田の花
火』が９月14日に行われました。絶好の花火日和のも
と、会場の八木下川原には、迫力ある花火の音と観覧
者の拍手と歓声が響きわたりました。

きれいな川をいつまでも

■横手南小学校『いいな､大好き！横手の自然』
９月４日、横手南小学校の６年生が、ペットボトル
などで作ったいかだに乗って、校舎近くを流れる横手
川の川下りに挑戦しました。児童たちは、川の環境に
対する願いを掲げながら、ゴールの蛇の崎川原を目指
しました。

秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！
９月13日、県内すべての市町村の代表選手による駅伝大
会『ふるさとあきたラン！』が、ふるさと村を発着とする
コースで開催されました。横手市からも小学生から一般ま
で選抜された２チームが出場。沿道から多くの声援を受け
た選手たちは懸命に走り、たすきをつなぎました。

地域防災力を『共助』で高める
■平成27年度横手市総合防災訓練

十文字地域で９月13日、高齢者や障がい者などの避
難および避難支援を通じて、防災体制の強化と防災意
識を高めることを目的とする防災訓練が行われました｡
大規模な地震が発生し、ライフラインが停止したと
いう想定で行われた本訓練。木下地区では、地域住民
が主体となって、近隣の高齢者の安否を確認し、避難
所への移動を手助けしました。
地域防災力の向上のために、今後も関係機関との連
携に加え、地域内の支援体制の整備が望まれます。
市報よこて
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大森保

文字）ばら組

育園（大

睦合保育所（十

ことで人口減少に少しでも歯止めをかけていかなけれ

た い き ょく か ん

ばなりません。その一方で、横手市に住んでいる方々

食と農からのまちづくり

の満足度を高め、ここに住んでいて良かったと思える

第１回

横手市長◆髙橋

大

と確信しています。

横手市は10月１日で合併10周年を迎えました。８地
域の良いところを残しつつ、今までのように地域同士

被害が起きました。９月13日に十文字地域で防災訓練

が連携しながら、横手市として更に前進していかなけ

を行いましたが、市民一人一人が油断※をしないで、

ればと自分なりに気を引き締めております。

いざという時のための準備をしてほしいと思います。

さて、昨年５月の日本創生会議で『消滅する可能性

組

いものこ

【今月の紹介者】ＪＡ秋田ふるさと山内いものこ部会
会長・田代和博さん（山内）

人が増えていけば、さらに活気のある市になっていく
９月は、関東や東北地方での豪雨で、大規模な浸水

森）ゆり

山内いものこは、山内地域特有の土壌・気候の下で生
成される独自の粘りとまろやかさが特徴。県内でも、里
芋といえば〝山内いものこ〟と多くの方に評価をいただ
いております。部会では、全国にそのおいしさを伝える
ため、首都圏など県外にも出荷しています。『なべっこ
遠足』の季節です。ぜひ秋の味覚を楽しんでください。

9月13日に十文字地域で行われた避難訓練--

のある都市』として多くの自治体がリストアップさ
れ、横手市も選ばれておりました。国は本腰を入れて
▼材料（4人分）

各自治体を主体とした地方創生の取り組みを展開して
おり、横手市もさまざまな方法で『横手』を売り込む

9月13日十文字地域で行われた防災訓練

※油断

意味は『たかをくくって気を許し注意を怠ること』。語源の一つに涅槃経(ねはんきょう)にある『王が臣下に油を
持たせて、一滴でもこぼしたら命を断つと命じた』という話から生まれたとする説があります。また、比叡山延暦寺
の根本中堂には1200年もの間、一度も消えたことがない〝不滅の法灯〟と言う灯明があり、燃料油を絶やさないよう､
油断しないで僧侶が注ぎ足し続けているそうです。

首都圏には、横手市の出身者が集い、さまざまな活動を行う〝ふるさと会〟が、８地域ごとに設立されています。
今後開催の〝ふるさと会総会〟のご案内

■さんない古里会
◎日 時／11月１日(日)正午～
◎会 場／上野精養軒(台東区上野公園)
◎連絡先／北島菊松会長 ☎042 - 581- 2737

■東京平鹿町会
◎日 時／11月８日(日)午前11時30分～
◎会 場／東武ホテルレバント東京(墨田区錦糸)
◎連絡先／公地晃会長 ☎090 - 4810 -1252
※ぜひ、首都圏在住のご親戚や知人の方にお知らせください。

手）いちょう組
和光保育園（横
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主食

1 2 3 4 5 6 7

副菜

1 23456

主菜

12345

牛乳・乳製品

1212

果物

【１人分の栄養量】
○エネルギー 313kcal
○たんぱく質 17.6g
○脂質 12.2g
○食塩相当量 1.6g

首都圏横手市ふるさと会連絡協議会通信

○里芋…280g○豚ひき肉…280g○人参…30
ｇ○玉ねぎ…40g○パン粉…30g○塩こしょ
う…少々○卵…1/2個○サラダ油…大さじ２
【みそソース】○味噌…大さじ１○酒…大さ
じ１と1/2○みりん…大さじ１と1/2○砂糖
…大さじ１と1/2
【付け合せ野菜】○千切り野菜(人参・大根・
水菜)…200g○ミニトマト８個○人参と大
根のグラッセ(バターを加えた煮汁で煮たもの)

食事バランスガイド

栄養士さんからひとこと

里芋のぬめり成分『ガ
ラクタン』は、免疫力を
高め、がん細胞の増殖を
抑制してくれま
す。

▼作り方
【レシピ紹介者】

藤田ミキ子さん（山内)

『食と農』チーム・プラスＹ会員
（Ｈ22プラスＹ優良賞受賞者）

粘りの少ない親芋や
子芋がハンバーグに向
いています。やわらか
いので子どもから高齢
者まで食べられます！

①里芋は皮をむいて茹でてつぶす。人参と
玉ねぎはみじん切りにして炒めておく。
②材料を全て合わせて混ぜ、８等分にして
丸める。
③フライパンに油をひいて中火に熱し、②
を並べ、蓋をして両面をこんがり焼く。
みそソースは、鍋に材料を入れて火にか
け、少し煮詰めておく。
④お皿に、付け合せ野菜、ハンバーグを盛
り付け、みそソースをかけて完成！

相愛保

育園（横

手）大地
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健康推進課

インフルエンザ予防接種の助成を
10月から開始します

市が施行する区画整理事業の保留地
(宅地)を売却します
ＨＰページ番号／000018055

ＨＰページ番号／000001384

インフルエンザに感染すると高熱や関節の痛みな
どに加え、重症化するおそれもあります。特に高齢
者、乳幼児、妊娠中の方、持病のある方はご注意く
ださい。
◆インフルエンザ予防接種の助成について
市では、65歳以上の高齢者や、妊婦、子ども(生後
６カ月以上～中学３年生相当年齢まで)を対象にイン
フルエンザ予防接種費用を助成しています。
10月に接種した分から助成の対象になります。医
療機関では、助成金額を引いた額が請求されます。
詳しくは、市のホームページをご覧に
なるか、各地域局市民サービス課、また
は健康推進課までお問い合わせください。
◆問合せ／市健康福祉部健康推進課
（横手保健センター内）☎33-9600

ゃ
ん

地域づくり支援課

都市計画課

『日本の祭りinあきた2015』が行われます。県内のご当
地グルメを味わうことができる屋台コーナーも開設！

三枚橋地区 20 -２ブロック９ロット
【底地 横手市前郷字下横山89番１】
面積 204.10㎡ 売却価格 3,469,700円
物件② 所在 三枚橋地区 21-２ブロック２ロット
【底地 横手市前郷字下横山94番】
面積 238.77㎡ 売却価格 4,056,090円

★地域伝統芸能全国大会とは
日本各地に受け継がれている伝統芸能などの公演を
通じて、観光の振興や伝統芸能の活性化を図るために
毎年開催されていて、今年で23回目を迎えます。
県内初の開催となり、今年は〝秋田に集う文化の力
で日本を元気に〟をテーマに、日本全国から31団体、
海外からも２団体が出演。受け継がれてきた祭りや踊
り、獅子舞といった自慢の伝統芸能を披露します。
横手市からは、夏の一大イベント『横手の送り盆ま
つり』をはじめ、『旭岡山神社梵天奉納祭』『増田盆踊
り』『八沢木獅子舞』『仁井田番楽』などが出演します｡

◆申込期間／10月１日(木)～16日(金)
◆申込方法／申込用紙（市ホームページよりダウン
ロードまたは都市計画課に備付）と添
付書類を持参下さい。(郵送不可)
◆申込み・問合せ／市建設部都市計画課（県平鹿地
域振興局庁舎内）☎32-2408
健康推進課

の

0
ンバーつうしん
ナ
イ
マ
〈事業者編〉
No.1

Q 教えてマイナちゃん！
マイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いで、
事業者はどんな『安全管理措置』が必要なの？
A 情報漏えい・紛失を防ぐための対応が必要です。
●基本方針の策定／特定個人情報を適正に取り扱
うため、組織としての基本方針を定めること
●取扱規定等の策定／特定個人情報の具体的な取
り扱いを明確化し、取扱規程等に定めること
●組織的安全管理措置／担当者以外が取り扱うこ
とがないよう、取扱責任者や取扱担当者を明確
にする。取扱状況の記録・点検、万が一の情報
漏えいに備えた報告連絡体
制の確認も必要
●人的安全管理措置／
取扱責任者
取扱規定等に基づき適正に
取り扱われるよう、担当者
取扱事務担当者
の監督・教育が必要
～以下、つづく～

【市役所担当】
市総合政策部情報政策課(条里北庁舎内)☎35-2166

30分） 「富
富士の星暦」鑑賞（約30
0分） 「富士
士の星暦」鑑
況によ
より延長
サイン会（約
約1時間） ※状況により延延長あ サイ
イン会（約
約1時間

『健康づくり講演会』を開催します
ＨＰページ番号／000001387

横手市食生活改善推進協議会研修会を兼ね、生活
習慣病予防のための『健康づくり講演会』を開催し
ます。ご自身の〝食〟について振り返る機会にして
みませんか。どなたでも参加できますので、お誘い
あわせのうえお越しください。
◆日時／10月27日(火)13：30～15：50
◆場所／浅舞公民館
◆内容／◎講話：『緑茶効能出前講座』
講師：後藤直己氏（静岡県掛川市お茶振
振興課緑茶効能研究担当専門官）
※緑茶の試飲があります(12：30～)
◎講演：『タニタ食堂の健康定食で笑顔で
幸せな生活を!!』
講師：桐生晶子氏（あきたタニタ食堂マ
ネージャー・管理栄養士）
◆参加費／無料 ◆申込み／不要
◆問合せ／市健康福祉部
健康推進課(横手保健
センター内)☎35-2185
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★地域伝統芸能大賞など
地域伝統芸能全国大会の主催をはじめ、伝統芸能な
どに関するさまざまな事業を展開している地域伝統芸
能活用センターでは、地域伝統芸能を広く知ってもら
おうと、平成５年に地域伝統芸能大賞を創設。長年に
わたり、地域伝統芸能の活用を通じて観光や商工業の
振興に顕著な貢献をしたと認められる個人や団体を、
毎年表彰しています。
今年、県内からは、角館のお祭り保存会が『高円宮
殿下記念地域伝統芸能賞』に選ばれました。

◆メイン会場／秋田ふるさと村ドーム劇場
※観覧申し込みは締め切りました。
◆サブ会場／秋田ふるさと村お祭り広場、富士見大
通り(本庁舎前)※自由に観覧可能
◆交通規制／富士見大通り区間（８：00～18：00）
◆駐車場／富士見大通り会場は、横手体育館周辺の
駐車場をご利用ください。
◆無料循環バス／横手駅と各会場、駐車場を結ぶバ
スを20分間隔で運行します。
※詳細は､大会公式ウェブサイト『日本の祭りinあき
た2015』(http://maturiakita.jp/)または､市のホーム
ページ(ページ番号000019824)をご覧ください。
◆問合せ／秋田県文化振興課☎018 - 860 -1530または、
市まちづくり推進部地域づくり支援課
(本庁舎内)☎35 -2266

生活環境課

『特設行政相談所』を開設します
～行政に関する困りごとは行政相談委員へ～
行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受けて、国の
仕事等への苦情や意見・要望を受け付け、皆さんと行
政機関との間に立って解決を図る『行政と住民とのパ
イプ役』です。
10月19日(月)～25日(日)は、行政相談週間です。行
政相談週間にあわせ、各地域で特設相談所を開設しま
すので、お気軽にご相談ください。(日程・右参照)
相談は無料で、秘密は厳守します。
◆問合せ／市市民生活部生活環境課(本庁舎内)
☎35 - 4099

HPページ番号000011666
地 域
日
時
雄物川 10月19日(月)10：00～正午
十文字 10月19日(月)10：00～正午
大 雄 10月20日(火)９：30～正午
10月21日(水)10：30～正午
10月21日(水)13：30～15：30
横 手
10月21日(水)10：00～正午
10月21日(水)13：30～15：30
増 田 10月21日(水)９：30～正午
平 鹿 10月21日(水)10：00～正午
大 森 10月21日(水)９：30～正午
山 内 10月24日(土)13：00～15：00

会
場
雄物川庁舎
十文字文化センター

大雄地域福祉センター

さかえ館(栄公民館)
旭ふれあい館(旭公民館)
ふるさと館(境町公民館)
金沢公民館
増田地区多目的研修センター

ゆとり館
八沢木公民館
山内庁舎

※状況に

広告
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全国の伝統芸能が大集合 11・0月
12日
市制施行10周年を記念して、地域伝統芸能全国大会
◆開催日／10月11日(日)・12日(月・祝)

りi
日本の祭

三枚橋地区土地区画整理事業の保留地(宅地)を抽
選により売却します。
物件① 所在

マイナち
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インフォメーション

インフォメーション

※市ホームページ(http://www.city.yokote.lg.jp)の検索欄に９桁のページ番号を入力すると関連情報がご覧いただけます
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秋田県特別支援学校文化祭
『スマイル・ステージ2015』開催

お知
らせ

自衛官募集
『高等工科学校生徒（推薦・一般）』

催し

横手養護学校、大曲養護学校、稲川養護学校の生徒
たちが、劇や和太鼓、ダンスなど、魅力とパワーあふ
れるステージ発表を行います。
●日時／10月15日（木）正午～午後２時10分 ●場所／
秋田ふるさと村ドーム劇場※入場無料
【問合せ】県立大曲養護学校（教頭）
☎0187-68-4123

●受付期間／◎推薦11月１日（日）～12月４日（金）◎一
般11月１日（日）～平成28年１月８日（金） ●対象／中
卒（見込含）で17歳未満の男子※推薦の場合は、かつ
学校長が推薦できる方 ●その他／試験日等の詳細は、
お問い合わせください
【問合せ】自衛隊横手地域事務所☎32-3920

相談

催し

行政書士無料相談会

相続手続、法人設立、農地転用、各種許認可申請など
の相談に応じます。
●期日／10月17日（土）午前11時～午後３時 ●場所／
イオン横手店１階
【問合せ】秋田県行政書士会横手支部☎33-5171
相談

秋田県司法書士会主催
『司法書士無料相談会』

登記や多重債務、成年後見などの相談に応じます。
●期日／10月14日（水）午後１時30分～３時30分 ●場
所／横手商工会館 ●定員／先着４人※要予約
【申込み】秋田県司法書士会☎018-824-0055
募集

高齢者宅等『玄関先除雪』に従事できる方
（会員）を募集

シルバー人材センターが実施する、今冬の一人暮らし
高齢者宅等の除雪事業で、雪寄せ作業に従事できる方の
入会説明会を開催します。
●日時／10月14日（水）午後２時～
【場所・問合せ】市シルバー人材センター☎33-6840
お知
らせ

よこてイーストイベント情報

◎５周年記念『よこてイーストまつり』
屋台やフリーマーケット、園児によるマーチングや高
校生書道パフォーマンスなど盛りだくさんの内容です。
●日時／10月10日（土）～12日（月･祝）午前10時～午後３
時30分※10月11日（日）『ＪＣオシャンティ祭り』開催
◎『気まぐれ弾き語りコンサート』
●日時／10月17日（土）午前10時～午後７時
◎10月の『よこいち。』
ハロウィンを楽しみながら、英語を使ってお買い物。
フリーマーケットも同時開催します。
●日時／10月18日（日）午前10時～午後４時
《共通事項》●場所／Ｙ2ぷらざ
【問合せ】よこてイースト管理事務所☎38-8851

身近な話題について、やさしい英語と日本語で話し
合います。一緒におしゃべりしてみませんか。
●日時／10月17日（土）午後２時～４時 ●場所／秋田
県国際交流協会（アトリオン１階） ●参加費／200円
（茶菓子付） ●定員／先着30人
【問合せ】
（公財）秋田県国際交流協会☎018-893-5499
お知
らせ

県南周遊バス『こまち蔵しっく号』
を運行します

横手市プレミアム付き商品券の
有効期限は12月31日（木）
です

有効期限の過ぎた商品券は使用できません。ご注意
ください。
【問合せ】横手市プレミアム付き商品券実行委員会事務
局（横手商工会議所内）
☎32-1170
催し

市内名所を巡る半日観光に
参加してみませんか

●日時／10月14日（水）午前８時45分～ ●集合場所／
条里南庁舎向かい防雪センター前駐車場 ●コース／
いこいの森コース：滝ノ沢三十三観音、鞍掛石、元熊
野堂跡、展望の丘雪椿山荘、眺望の道散策など ●参
加費／200円（資料代） ●定員／先着20人
【申込み】
（一社）横手市観光協会☎33-7111

広告
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『体験！横手の学校給食』を開催します

横手産の食材をたくさん使用した、子どもたちに人
気の『横手の学校給食』を食べて、学校給食への理解
を深めてみませんか。
●日時／10月18日（日）①午前11時30分～②午後０時30
分～ ●場所／横手体育館２階 ●参加費／300円 ●
定員／先着200人 ●申込開始日／10月１日（木）
【申込み】市農林部農業ブランド創造課☎35-2267
講座

●運行期間／10月10日（土）～12月５日（土）の土日祝日
※11月３日（火・祝）除く ●行程／◎角館駅発もみじ
コース：武家屋敷→ふるさと村→酒蔵見学→小安峡など、
◎大曲駅発いちょうコース：旧池田氏庭園（公開終了後
は払田の柵）→六郷湧水群→増田の町並み→道の駅十文
字など※各コースとも湯沢、横手、大曲各駅で下車可
●料金／おとな3,800円／こども3,000円（消費税込み、
昼食代等は含まれません） ●申込期限／出発日の５日
前 【問合せ・申込み】最寄のびゅうプラザ、またはび
ゅう予約センター☎018‒837‒6512
お知
らせ

防災実験などを、ユーモアあるパフォーマンスで楽
しく講演します。どなたでも参加できます。
●日時／10月22日（木）午後２時30分～４時15分 ●場
所／山内小学校体育館※申込不要 ●参加費／無料
【問合せ】山内地域局山内市民サービス課☎53-2933
催し

AIA 異文化交流カフェ

子育て講演会『らんま先生の eco 実験
パフォーマンスショー』

朝倉公民館主催講座『練り込み体験教室』

カラフルな粘土を組み合わせて、菱模様の小鉢を制
作します。ぜひご参加ください。
●日時／11月10日（火）午後１時～４時 ●場所／あさ
くら館 ●参加費／2,000円 ●定員／先着10人 ●持
ち物／エプロン、手拭きタオル ●申込期間／10月２日
（金）～27日（火）【申込み】朝倉公民館☎35-2138
講座

リラクゼーションを体験してみませんか
醍醐公民館主催『ヨーガ教室』

●日時／毎月第１・３水曜日（12月のみ金曜日）午後７時
30分～９時 ●参加費／１回500円
【場所・申込み】醍醐公民館☎25-4001
講座

求職者支援訓練『ＩＴビジネス基礎科』
受講者募集

求職者向けとして３カ月間、パソコンの基礎からワー
プロ・表計算ソフトの操作等を学びます。
●日時／11月27日（金）～平成28年２月26日（金）午前９
時～午後３時50分※土日・祝日・年末年始は休み ●場
所／㈱しすてむ工房 ●受講料／無料（テキスト代別）
●対象／ハローワークに求職申し込みを行い、職業訓
練等の必要性が認められる方 ●定員／15人※11月９日
（月）午後１時～面接等で選考 ●申込期限／10月30日
（金）●その他／一定の要件を満たす場合、給付金を受
けられる制度があります。詳しくは、お問い合わせくだ
さい 【申込み】ハローワーク横手☎32-1165

講座

インフォメーション

インフォメーション

お知
らせ

横手市育児講座
『親子で楽しくリトミック♪』

●日時／11月９日（月）午前10時15分～11時30分※受付
午前10時～ ●場所／十文字西地区館 ●対象／未就
園児とそのご家族 ●定員／20組程度※託児なし ●
参加費／無料 ●募集開始／10月５日（月）
【申込み】十文字子育て支援センター☎55-2255
講座

ファミリーサポートセンター講習会

子どものかかりやすい病気と看護方法を学びます。
●日時／10月27日（火）午前10時～正午 ●場所／Ｙ2ぷ
らざ ●対象／託児援助を行いたい方 ●受講料／無料
●託児／あり※要申込み ●申込期限／10月20日（火）
【申込み】市ファミリーサポートセンター☎35-7211
講座

マタニティクラス参加者募集
（２日間受講）

●対象／平成28年２月～４月に出産予定の妊婦とその
ご家族 ●期日・内容／①11月６日（金）、命の話・妊
娠中の食事と体操等②11月13日（金）、赤ちゃんのお世
話・沐浴体験・パパの妊婦体験等 ●時間／午後６時30
分～８時30分 ●場所／横手保健センター ●定員／
18組※参加無料 ●申込期限／10月30日（金）
【申込み】市健康福祉部健康推進課☎33-9600
募集

農業研修生募集

県果樹試験場や市実験農場、先進農家で農業技術を
習得し、就農に生かそうとする研修生を募集します。
●研修期間／平成28年４月～平成30年３月（例外あり）
●応募条件／申請時45歳未満（一部おおむね50歳以下）
で、研修修了後確実に就農する方 ●応募期日／10月
16日（金） ●その他／研修奨励金あり
【問合せ】市農林部農業振興課☎32-2112
お知
らせ

防除ヘリ資格新規取得費助成

産業用無人ヘリの資格を新たに取得する担い手に対
し、経費の一部を助成します。
●対象／20歳から45歳までの農家で、横手市無人ヘリコ
プター連絡協議会の推薦状がある方 ●補助額／16万円程
度（上限25万円）●申込期間／10月５日（月）～16日（金）
【問合せ】市農林部農業振興課☎32-2112
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日本の祭り in あきた2015
よこてイーストまつり
～12日、10：00～、詳細は17ページ ～12日、10：00～、詳細は14ページ
横手駅西口祭
増田りんごまつり
～12日、10：00～、
横手駅西口広場 10：00～、真人公園
▼

8

7

市立図書館のシステム整備にともない､10日･11日はインターネット
による予約･検索ができなくなります。問合せ／市図書館課☎22-2300

12

体育の日

13

15

14

16

▼

横手市民スポーツフェスティバル
8：00受付開始、
赤坂総合公園周辺
大雄芸術文化協会創立40周年記念式
典 10：00～、ふれあいホール(大雄)
▼

21

22

子育て講演会『らんま先生のｅｃｏ実
験パフォーマンスショー』
14：30～、詳細は16ページ

10月11日(日)
10月12日(月)
10月18日(日)

休日救急当番医(9:00～12:00)

電話番号

平鹿総合病院(井田医師)

32-5124

雄物川クリニック(雄物川)

22-5511

市立横手病院(高橋医師)

32-5001

針生皮膚科内科医院(横手)

32-9461

小田嶋まさる内科(横手)

38-8951

平鹿総合病院(荻原医師・高橋医師※１)

32-5124

夜間小児救急外来(18:00～21:00)

相談

救急医療

月 日
10月4日(日)

32-5124

平鹿総合病院(佐藤医師)

32-5124

◎市選挙管理委員会からのお知らせ

公職選挙法の改正により、平成28年６月19日
以降、初めて公示される国政選挙から、選挙
権年齢が『満20歳以上』から『満18歳以上』
に引き下げられます。
問合せ／市選挙管理委員会事務局☎35-2161

大森健康温泉…10月５･13･19日
ゆとりおん大雄…10月１･15日
健康の駅トレーニングセンター
東部………10月７･12･14日
西・南部…10月３･４･10～12･17･18日
子どもと老人のふれあいセンター
……………10月５･13･19日
南部シルバーエリア…10月５･13･19日

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
上平野沢へき地診療所（内科）
10月７・14・21日／14：00～15：30 10月１･８･15日
大沢診療所（内科）
吉 谷 地／13：00～15：00
10月13日／13：30～15：00
山内武道／15：10～17：00
三又へき地診療所（内科）
10月６･13･20日／13：30～16：30

◎心配ごと相談（9：30～12：00 問合せ／各地域社協･福祉センター）

10月１日(木)／市役所本庁舎
10月２日(金)／十文字町幸福会館
10月８日(木)／大森コミュニティセンター
10月13日(火)／増田地区多目的研修センター
10月20日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
10月20日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
◎税務相談（9：30～12：00 問合せ／横手福祉センター☎33-8668）
10月８日(木)／Y2ぷらざ３階相談室
◎社会保険年金相談（9：00～12：00／13：00～15：30）
毎週月曜～木曜／本庁舎一階相談窓口☎32-2221(内線8528)

献血

雄物川郷土資料館
………………年末まで休館予定なし
後三年合戦金沢資料館
………………年末まで休館予定なし
横手市民会館…10月６・13・20日
釣りキチ三平の里体験学習館
………………10月５・13・19日
ゆっぷる………10月21日
ゆとり館………10月６･13日
えがおの丘……10月５･13･19日

診療日

休館日

2015.10.1

10月５日(月)／十文字福祉センター ☎42-5858(社会福祉協議会)
10月７日(水)／市役所本庁舎(10：00～12：00／13：00～15：00)
☎33-8668(社会福祉協議会)
10月19日(月)／大雄福祉センター ☎52-3311(社会福祉協議会)

10月８日(木)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00）
10月９日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
10月13日(火)／増田地区多目的センター(9：30～12：00)
10月19日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
10月20日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）
10月14日(水)／条里南庁舎

32-5124
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◎行政相談

※１…眼科の医師も診察します

横手図書館……10月１･７･14日
増田図書館……10月１･５･13･19日
平鹿図書館……10月１･６･13･20日
雄物川図書館…10月１･７･14日
大森図書館……10月１･５～９･13･20日
十文字図書館…10月１･７･14日
山内図書室……10月３･４･10～12･17･18日
大雄図書室……10月12･18日
石坂洋次郎文学記念館
………………年末まで休館予定なし

よこて農業祭～おいしいこと力いっぱい3,650日～

◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です

電話番号

平鹿総合病院(石橋医師)

平鹿総合病院(岡田医師)

18

▼

◎ゆとり館『福祉健康まつり2015』
浴場無料開放､健康チェックコー
ナー、北見恭子歌謡ショーほか
時 間／10:00～16:00
問合せ／平鹿町ゆとり館☎24-0007

17

市制施行＆よこて発酵文化研究所10周年を記念し、
子どもから大人まで楽しめるイベントを開催します｡
※壇蜜さんのイベント観覧申込みの受付は終了しました
日時／17日11：00～､18日10：30～(詳細は市ＨＰから)
場所／横手体育館 問合せ／市農業振興課☎32-2112

◎防災ラジオ試験放送日
毎月第二水曜、11:45頃から防災
ラジオの試験放送を行います。
問合せ／市危機管理課☎35-2195

20

19

19

4

▼

▼

◎インフルエンザ予防接種の助成
を開始します
詳細は15ページからご確認ください｡
問合せ／市健康推進課☎33-9600

▼

6

5

3

日

矢口高雄全原画展 ～11月15日､ 第10回増田『蔵の日』
9：00～､増田まんが美術館
9：00～、中七日町通りほか
横手市市制施行10周年記念式典
市立横手病院『病院祭』
13：30～、横手市民会館
9：30～、市立横手病院
よこてお城山クラフトフェア
ちびっこわくわくフェスティバル
～4日、10：00～、横手公園展望台周辺 10：00～、山内公民館
▼

1

30

石坂洋次郎文学記念館特別展『山と川
のある町』 ～11月29日、9：00～
滝平二郎の世界展 ～11月23日、
9：30～、秋田県立近代美術館
◎雄川荘の松茸料理まつり
十文字和紙の世界展 ～10月12日、
秋の味覚を堪能してみませんか｡10月31日まで
9：00～、横手公園展望台
開催中です。
問合せ／雄川荘☎38-6530

▼

9/

土

▼

29

金

▼

9/

木

▼

28

水

▼

2015.Oct
2015
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9/

火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

10/ 1
▶▶▶20

月

400ml献血にご協力ください
月 日

場 所

受付時間

10月4日(日)
よねやハッピータウン
（400ml献血推進キャンペーン）
(横手)

平鹿総合病院
10月20日(火)
（原則400ml献血のみ受付）
(横手)

10:00～16:00
10:00～11:30
13:00～16:00
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