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増田の町並み（中七日町通り）
大正時代

石直商店には、昔使われ
ていた道具などが、当時
のまま飾られています。

市報よこて

上の写真は、大正
時代に撮影された、
増田町中七日町通り
の町並みです。右手
前のお店が現在の石
直商店です。
石直商店の石田充
一さんは写真を見て
「先々代が映ってい
ます。この地がこん
なに人が訪れる観光
地になるとは思って
いなかったでしょう
ね」と話してくれま
した。
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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！

今回の雪国よこ
ての特集を組むに
あたって表紙は？
と考えたとき、浮
かんだのが雪が降
ると活躍する除雪
車両。ものは試し
に、撮ってみよう
とパシャリ！
（ん～～納得がいかない ）
除雪車は冬に大活躍……冬のスター…!!
そこで、夜空のスターとかけてみました｡
間もなく訪れる冬。今年の横手の冬も
みんなで協力して、乗り切っていきたい
ですね。 (Ｙ.Ｔ)

昨年の祈願祭の様子

10月１日号に続き、今回の表紙も、写真大好きチー
ム『はい！こちら、勝手に観光課写真係。』が撮影。
見事に、除雪ドーザと天の川のコラボに成功しました｡
これから各地域では、除雪安全祈願祭を行い、冬本
番に備えます。
(表紙撮影場所：浅舞スポーツセンター駐車場)
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手 第２雪捨場

４ｔを超えるダンプ等
睦成字七間川原 国道13号横手川上流
12月１日～
8:30 ～ 17:00
（雪押し用ドーザ配置）
横手衛生センター付近
赤坂字郷士館
赤坂総合公園駐車場

8:30 ～ 17:00

至 大仙市

横手第1雪捨場
東部環境
保全センター

8:30 ～ 17:00 ４ｔ以下のダンプ等

12月１日～

旧醍醐中学校敷地

8:30 ～ 17:00 ４ｔ以下のダンプ等

12月１日～

吉田生涯学習センター 旧吉田中学校敷地

8:30 ～ 17:00 ４ｔ以下のダンプ等

12月１日～

鹿 醍醐公民館北側

大

旧大上橋橋台付近

12月１日～

6:00 ～ 18:00 車両制限なし

車両制限なし
12月１日～
（雪押し用ドーザ配置）

十文字 古内雪捨場

皆瀬川右岸（十文字大橋上流） 8:30 ～ 16:30

山

内 第１雪捨場

山内庁舎後ろ

大

雄 第２雪捨場

大雄字小林地内（雄物川右岸） 8:30 ～ 16:30 ４ｔ以下のダンプ等

雪と暮らす

8:30 ～ 17:00 車両制限なし

12月１日～

流雪溝のふたを開けたままにしていたため、流雪溝
に転落する事故が起きています。また、ふたが完全に閉
まっていない場合、除雪車の通過時に破損することも
ありますので、作業後はふたをしっかり閉めましょう。
雪を大きなかたまりのまま投げ入れると、流雪溝が
詰まり、浸水による被害が生じることもあります。
これらの事故を
避 ける た め、流 雪
溝を利用する場合
は、投 雪 口 に ル ー
ルで 定めら れ た
『鉄格子』を必ず取
り付けましょう。

至 湯沢市

※開設期間は降雪の状況によります。

歩行に気をつ

◆タイヤ交換はお早めに

けて

11月になるといつ雪が降ってもおかし
くありません。雪道を夏タイヤで走行する
のは大 変 危険 です。早めにスタッドレス
タイヤに交 換しましょう。また、タイヤ交
換時にはタイヤの擦り減りやひび割れな
どがないかしっかり確認し、ウォッシャー
液などの消耗品の 残 量確 認もあわせて
行いましょう。

◆路面の凍結・轍（わだち）に注意
凍結した道路は大変滑りやすくなっています。ブレーキはソフ
トに早めに行い、轍(わだち)となった路面を走行する際は減速し、
ハンドルを軽く握って轍に沿って走行するようにしましょう。

・放流時間を確認し、作業時間を守る
・水が流れていないときは雪を入れない
・雪は小さく刻んで入れる
・屋根から直接入れない
・子どもを近づけない
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横手I.C

雪道の運転と

■問合せ：市建設部建設課（県平鹿地域振興局内）☎32-2406
市報よこて

横手第3雪捨場

雪国よこての 生活を快適に

流雪溝への雪投げ作業には
十分注意しましょう！

流雪溝
利用の
ルール

12月１日～

昭和48年から49年にかけて降り続いた『四八豪雪』。
旧横手地域では最高積雪量2.59メートルに達し、家の
２階からの出入りや自衛隊も出動する事態となりまし
た。それ以降、『防雪モデル都市構想』を提唱し、流雪
溝や除雪体制を強化して現在に至っています。今回は
これから始まる雪国よこての生活でのルールやマナー
についてお知らせします。

107

107

至 北上市

１月８日～

横手駅

秋田ふるさと村

雄物川右岸（新雄物川橋下流）8:30 ～ 16:30 車両制限なし

1階部分が雪で埋まり2階の窓から出入り
（大水戸町通り・昭和49年１月）

13

至 由利本荘市

雄物川 第１雪捨場
森 第１雪捨場

横手第2雪捨場

車両制限なし
12月１日～
（雪押し用ドーザ配置）

４ｔ以下のダンプ等
田 上川原雪捨場 成瀬川右岸（成瀬川橋上流）8:30 ～ 17:00
12月１日～
（雪押し用ドーザ適宜配置）

特集

03

〈横手地域の雪捨場〉

開設予定日

第１雪捨場

旧浅舞中学校跡地 旧浅舞中学校グランド
平

開 場 時 間

４ｔ以下のダンプ等
睦成字七日市 横手川河川敷
12月１日～
8:30 ～ 17:00
（雪押し用ドーザ配置）
東部環境保全センター敷地内

第３雪捨場
増

所

◎ご利用の際は、ごみが混入しないよう配慮し、事故にご注意
ください。場所によって、入場できる車両に制限があります｡
詳しくは、各地域局地域課へお問い合わせください。

◆歩くときも慎重に
雪道を歩く場合は寒くない
服装と雪道 用の靴を履くよう
にしましょう。また、滑りや す
いので両手をポケットに入れ
て歩いたり、急いで走ったりし
ないようにしましょう。

各地域局地域課産業建設係

除雪作業にご理解とご協力をお願いします。
円滑な除雪作業のために
●除雪作業は、交通量の少ない深夜から早朝にかけて
行われるため、除雪車のエンジン音や振動でご迷惑を
おかけしますが安全な通勤通学路の確保のため、ご
理解をお願いします。
●除雪車が通ったあとは、玄関前に押し寄せた雪が残り
ますが、玄関前の雪処理は各家庭でお願いします。
●道路への雪出しは、道幅を狭くし、交通の支障となり
ます。
渋滞や事故の原因になりますのでやめましょう。
●冬期間の路上駐車は、除雪作業の妨げになります。作
業の遅れや、除雪ができず交通渋滞の原因になります
ので絶対にやめましょう。
●除雪車を止めて雪押し方向を指示する行為は大変危
険です。作業中の除雪車に近づいたり、作業員へ直接
指示する行為は絶対にやめましょう。
●車道や歩道への屋根からの落雪による事故を防ぐた
め、早めの雪下ろし等の対応をお願いします。
※横手地域局は地域課建設係

除雪出動の基準
●早朝除雪は午前１時から午前２時までの観測により
次のいずれかの基準に該当した場合に出動します。
・前日午後５時からの降雪量が10㌢以上の場合
・明け方までの降雪量が10㌢以上と予想される場合
・吹き溜まりの発生や圧雪、路面の状態を総合的に判断
し必要とされる場合
※シーズン当初や平成28年3月以降は、道路状況や天候を勘
案しながら降雪量の基準を15㌢以上とします。

●日中は、降雪の状況、またはパトロールで必要と判断
された場合に出動します。

作業時間
●早朝除雪は、原則として午前２時30分に開始し、通
勤通学時間帯となる午前７時30 分までに終了する
ように努めます。
●日中の除雪作業は、通勤通学時間帯を避け、十分に
安全確認を行い実施します。
市報よこて
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冬期間の水道管凍結にご注意ください
水道管の凍結・破裂は寒さが厳しくなる12月から2月にかけて多く発生しています。
水道管が凍結すると水道が使えないばかりか、解凍作業や修理に高額な費用がかかるこ
とになります。冬になる前に凍結の防止方法を確認して水道管の冬支度をしましょう。
こんなところは凍結しやすいので気をつけて！！
●水道管がむきだしのところ ●北向きにあるところ
●風当たりの強いところ
●家の外にある蛇口
凍結の防止方法
●水道管・蛇口を保温する。
保温材または布などを巻きつけて、その上をビニー
ルなどで覆い濡れないように保温してください。
●メーターボックス内を保温する。
使い古しの毛布や布、発砲スチロールなどを使いメ
ーターボックス内を保温してください。
●水抜き栓を閉める
寝る前や家を留守にするときは水抜き栓を閉め水道
管内の水を抜いてください。
き

水を抜くと
2

開 1

3

水抜き栓

開

閉

①蛇口をあけて水を出す。
②水抜き栓のハンドルを右 ③水が止まったことを確
認し、蛇口は開いたま
（閉の方向）にまわし、
まにしておく。
完全に閉める。

※水抜き栓（ハンド
ル式）は「半開」
「半
閉」の状態だと地
下に水が漏れてし
まいます。
必ず「全
開」
または、
「全閉」
の状態で使用して
ください。

てしまった…
水道管が 凍っ
凍ったところにタオルや布をかぶせその上からぬる
ま湯をゆっくりかけてください。
（急に熱湯をかける
と破裂する場合があります。）解凍が困難な場合は
至急「横手市指定給水装置工事事業者」へ依頼して
ください。

した…
水道管が破裂
破裂した部分に布などを巻いて水の飛び散りを防
ぎ、破裂した箇所から近い水抜栓から順に閉めるな
どの応急措置を行ってください。
（メーターボックス
の中に止水栓があれば閉めてください。）修理は「横
手市指定給水装置工事事業者」へ依頼してください。
■お問合せ：
市上下水道部水道課 ☎35 - 2252

ヒ

ートショッ
『ヒートショック』とは、気温の急激な変化により、血圧
クに注意
が上下に変動し体に負担がかかることをいいます。特に高血圧や
心臓病の方は気を失うことや、心停止することもあるので十分な注意が必要です。
予防策としては、寒暖の差、血圧の変動を小さくする。入浴の際は、脱衣場を温
め、入浴する５分ほど前に浴槽のふたを開け浴室を温め、ぬるめのお湯にゆっくり
浸かる。食後すぐの入浴はさけることなどです。特に12月から２月にかけてはお風
呂での死亡事故が多くなるので、特に注意が必要です。

特集

雪と暮らす 雪国よこての 生活を快適に
◆体調管理を万全に
寒い中での除雪作業では、血圧の上昇や
脱 水などにより、脳や心臓の病気を発症し
やすくなります。衣 服の調整や水分補 給を
忘れず、休息をとるなどして無理のない作業
を心がけましょう。

◆雪下ろしは一人では行わない
雪下ろしは2人以上で行い、家族、近所で
声を掛け合う、携帯電話を持って作 業する
など、何かあってもすぐ助けを呼べる状況で
作業しましょう。

の

インフォメーション
05

No.

◎市報よこて10月１日号に引き続き、事業者に必要な『安全管理措置』(情報漏えい・紛失を防ぐための対応)
についてお知らせします。
●物理的安全管理措置／マイナンバーを含む書類は
●技術的安全管理措置／取扱担当者を限定し、他の
鍵付き書棚に保管し、パソコンはセキュリティワ
人が情報にアクセスできない仕組みをつくる。パ
イヤー等で施錠管理する。取扱担当者の座席は、
ソコンにウィルス対策ソフトウェアを導入し、ア
パーティションの設置や座席配置を工夫し、覗き
クセスパスワードを設定する。
見されないようにする。書類等を持ち出す際の紛
※安全管理措置を含む、マイナンバーの取扱いにつ
失・盗難等に留意し、書類等を廃棄・削除する際
いて国のガイドラインがあります。詳細は『特定
は廃棄等の記録を保存する。
個人情報保護委員会』のサイトでご確認ください｡
【市役所担当】市総合政策部情報政策課(条里北庁舎内)☎35 - 2166
市報よこて
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◆気温が高い時の雪下ろしは要注意
天候が良い時に雪下ろし作業を行う方が
多いと思いますが、気温が 高いと雪もろと
も滑り落ちる危険性があります。県が発表
する「雪下ろし注 意 情 報」なども考慮の上、
注意して作業してください。

◆安全器具の使用
作業効率よりも安全が第一です。
安 全確保の手間は決して惜しまな
いようにしてください。消防署、各分
署では命綱、ヘルメットなどの安全
に雪下ろしをするための用具をお貸
ししていますのでご利用ください。

軒先での作業トラブルは転落事
故に直 結しますが、現に転 落 事 故
の約80％が作業の始めと終わりに
発生しています。

◆１階の屋根でも要注意
低 所では恐 怖 感 が 薄 れ、油 断し
てしまいが ちですが、転 落 事 故の
約60％が１階 屋 根 からの 転 落 で、
大けがや死亡事故にもつながって
います。

◆消火栓・防火水槽付近の除雪
いざというときのために消火栓や
防火水槽付近の除雪についてご協力
をお願いします。

◆避難口を確保しましょう
地 震や火 災時の避 難のため玄
関を広めに除雪するとともに、二
方向以 上の避 難口を確保するよ
うに除雪を行いましょう。

いて
火災予防につ

マイナち

12
ンバーつうしん
マイナ
〈事業者編〉

屋 根に雪を 乗せた状 態 で地 震 が 起これ
ば、家屋に及ぼす被害は増大します。

雪下ろし、
て
除排雪につい

◆軒先の作業は要注意

雪と仲良く暮らしましょう！
ゃ
ん

◆早めの雪下ろしを心がけましょう

◆ストーブ等の点検を行いましょう
その他防災に関すること

使用する前にストーブ本体や給排気筒などの
点検をお願いします。使 用中に変なにおいがす
るなど異常を感じた時はメーカー、販 売元等に
ご相談ください。

◆電源を使用しない暖房器具
等の準備
◆ストーブの周りに燃えやすい物を置かない

災害などにより停電が発生しても
ストーブの周りに洗濯物やスプレー缶などを
使 用できるストーブやいざというと
置かないようにしましょう。
きの防寒 具、使い 捨てカイロなどを
◆給油は火を消してから
準備しておきましょう。
ストーブへの給油は火を消してから行い、また
◆避難路、避難場所の確認
燃料が漏れないように燃料タンクのキャップは
普段は通行できる場所であっても、
しっかりと閉めてください。
積雪などにより通行できなくなる場
合があります。日頃 から冬期間の避 ◆ホームタンクの点検
ホームタンクや給油管を積雪や落雪から保護
難 路、避 難 場所についてご確 認くだ
し、
破損による油漏れの発生を防止しましょう。
さい。

タンク等の
家庭用ホーム
油漏れ事故に
注意
冬期間は灯油を使う機 会が多くな
ります。毎年この時 期になると、不注
意による油の流出や、小分け中の油漏
れ事故が多発しています。事故を起こ
すと油の回収・処理に多大な費用がか
かります。
◆油漏れに気づいたら／灯油を側溝や河川等
に流出させてしまったら、お近くの消防署、警
察署、市役所各地域局等へご連絡ください。

■お問合せ：
市消防本部予防課 ☎32‐1218
市市民生活部生活環境課 ☎35‐2184
市報よこて
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建築住宅課

宝くじの収益金は社会に役立てられています
～平成27年度コミュニティ助成事業～

コミュニティ助成事業は、(一財)自治総合センターが、宝くじの収益金を財源として行
う社会貢献事業です。横手市の今年度の助成事業を紹介します。
【一般コミュニティ助成事業】
◎栄町自治会(十文字地域)
集落に50余年前から伝わる『子ど
も神輿奉納』に使用する神輿､台車､
はんてん等を購入。子どもたちへの
継承や各世代
の交流が期待
されます。

【一般コミュニティ助成事業】
◎御嶽清流太鼓保存会(山内地域)
地域内外のイベントや小中学校の
太鼓授業等に使用する長胴太鼓５台
を購入。伝統文化の継承と地域のコ
ミュニティ活
動の活性化が
期待されます。

◆問合せ／
十文字地域課

◆問合せ／
山内地域課

☎42 - 5111

【地域防災組織育成助成事業】
◎大松川区自主防災会(山内地域)
避難場所(旧松川小学校跡地)に
防災用品収納物置、発電機、テン
トなど防災用品を整備しました。
◆問合せ／山内地域課☎53 - 2111

☎53 - 2111
横手病院

市立横手病院の職員を募集します（平成28年４月1日採用予定）

HPページ番号000019250

●職種・採用予定人数／看護師３名程度、薬剤師１名
程度、臨床検査技師２名程度、臨床工学技士１名程
度、医療ソーシャルワーカー(ＭＳＷ)１名程度
●応募要件／
【共通事項】◎通勤に支障のない範囲に居住できる方
◎それぞれの職種に必要な免許を有する人または、
平成28年３月までに実施される同国家試験等により
免許取得見込みの人
【看護師・薬剤師・臨床検査技師・ＭＳＷ】
◎昭和55年４月２日以降に生まれた方

【臨床工学技士】
◎昭和60年４月２日以降に生まれた方
●受付期間／11月２日(月)～25日(水)
●試験日／12月６日(日)●試験場所／横手病院４階
※ＭＳＷは、２次試験があります。
※詳細は、横手病院ホームページでご確認ください｡
（http://www.yokote-mhp.jp/）
●申込み・問合せ／〒013-8602
横手市根岸町５-31
市立横手病院総務課☎32 - 5001

財産経営課

農業振興課

『ゆとりおん大雄』で使用していた
備品等を一般競争入札で売却します

平成28年度に農地に住宅建築など
を行う場合は？ ＨＰページ番号／000020150

ＨＰページ番号／000020338

市内の農地のほとんどは、市が定める計画（農振
計画）で農用地区域とされており、この区域に家を
建てたり、農地以外の目的に利用しようとする場合
は、農用地区域から外すこと(農振除外)を市に申出
する必要があります。また、市報よこて７月１日号
などでもお知らせしているとおり、市では法律に基
づき農振計画の見直し作業を行っており、来年度は
農振除外申出の受付を一時中断します。
現在、次のとおり今年度第３期の申出を受け付け
ていますが、平成28年度に住宅建築などを行うため
農振除外が必要な場合は、今期の申出が最後の機会
となりますのでご注意ください。
※平成29年度に住宅建築などを行うための農振除外
申出は、来年３～４月に受け付けます。
◆受付場所／各地域局地域課
◆申出期限／11月13日(金)※期限を延長しています｡
◆計画変更日／平成28年３月下旬予定
◆問合せ／市農林部農業振興課（県平鹿地域振興局
内）☎32-2112または、各地域局地域課

◆公売備品(一式)
物 件 名

数量

乾燥ホップ葉及び乾燥毬花 2,920㎏

ホップ乾燥サウナ設備

１式

乾 燥 棚

12台

ステンレス金網

95枚

冷 蔵 庫

１台

粉砕式アトマイザー

１台

備

考

※左記物件は一式
での売却です。
※落札後の修理の
要望や、返品の
対応はいたしま
せん。

◆現地説明会／11月16日(月)午前９時～午後３時
(場所：旧㈱大雄振興公社特産品事業所)
◆入札申込期間／11月17日(火)～11月30日(月)
◆入札日／12月２日(水)午後１時30分～
※各々の説明書、仕様書、保証書等参考となる
書類はありませんので、現地説明会に必ず参
加してご検討ください。
◆申込み・問合せ／市総合政策部財産経営課
(条里北庁舎内）☎35-2168
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市営・県営住宅の入居者を募集します
◆入居条件／公営住宅法に定める入居資格を有する方
※詳しくは、市および県のホームページ等からご確
認ください。家賃は所得額によって異なります。
◆申込方法／入居希望者本人と面談を行います。申込
書に必要書類を添付してお申し込みください。
※郵送不可、申込多数の場合は抽選
◆入居時期／市営住宅・12月14日(月)以降
県営住宅・12月15日(火)以降
◆申込期間／市営住宅・11月２日(月)～11日(水)
県営住宅・11月２日(月)～16日(月)
※土日祝日を除く
◆単身の申込み／
市営住宅・第二道川団地、大雄東団地
県営住宅・朝日が丘住宅、吉沢住宅
※条件がありますので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
【申込み・問合せ】
市営住宅・市建設部建築住宅課（県平鹿地域振興局
内）☎35 - 2224、または各地域局地域課
県営住宅・県建築課
（県平鹿地域振興局内）☎32 - 6206

◆《県営住宅》
地域名

名
称
朝日が丘住宅
横 手
吉沢住宅

戸数
間取り等
１ 共同(３階建)・２ＤＫ
２ 長屋(２階建)・３Ｋ

山内地域課

ＨＰページ番号／000007238

◆《市営住宅》①公営住宅
地域名

名

称

戸数

間取り等
３ 共同(３階建)・２ＤＫ
南朝日が丘住宅
横 手
１ 共同(３階建)・２ＬＤＫ
南朝日が丘住宅セカンド ２ 共同(３階建)・２ＬＤＫ

増 田 月山団地
平 鹿 第二道川団地

１ １戸建(平屋)・２ＬＤＫ

今宿第三団地

１ ２戸１棟(２階建)・２ＬＤＫ

雄物川

下鶴田団地

大中島住宅
影取住宅
大 森
西野住宅
西野団地住宅
十文字 旭団地

３ 長屋(２階建)・３ＤＫ
１
１
１
１
１

１戸建(平屋)・２ＬＤＫ
１戸建(２階建)・３ＬＤＫ
２戸１棟(２階建)・３ＬＤＫ

共同(３階建)・３ＤＫ
１戸建(平屋)・３ＤＫ

２ ２戸１棟(２階建)・３ＤＫ
６ 共同(３階建)・３ＬＤＫ
１ 共同(２階建)・２ＬＤＫ
１ 長屋(２階建)・３ＬＤＫ

山 内 ニュータウンいわせ １ ２戸１棟(２階建)・３ＬＤＫ
大 雄 大雄東団地
３ 長屋(２階建)・３ＤＫ
②特定公共賃貸住宅（中堅所得者向け住宅）
地域名
名
称
戸数
間取り等
平 鹿 五十田団地
１ １戸建(平屋)・３ＬＤＫ
大森地域課

『第４回アイデア料理コンテストin
さんない』参加者募集
ＨＰページ番号／000019145

山内いものこ・山内にんじん・
いぶりがっこ（山内ブランド３品
目）を使ったオリジナルレシピを
募集します。
◆審査日時／11月25日(水)午後１時～
◆場所／山内公民館(山内地域局２階)
◆応募資格／市内在住・市内にお勤めの方、または
グループ
◆応募規定／山内ブランド３品目のいずれかを使用
した料理。複数の食材を使用しても可。応募は一
人１点（材料費の目安は４人分で千円以内）
※食材等は応募者負担
◆募集期間／11月２日(月)～16日(月)
◆申込方法／電話でお申し込みください。
◆当日提出書類／審査会当日、応募用紙にレシピと
その他必要事項を記入し、料理に添えて提出して
ください。用紙は市のホームページからダウンロ
ード、または、お問合わせの上入手ください。
◆募集人数／先着20名
◆表彰／最優秀賞１名、優秀賞１名※参加賞あり
◆問合せ／山内地域局山内地域課☎53 - 2187

ＨＰページ番号／000007349

大森リゾート村行き
シャトルバスを今年も運行します
無料

大森健康温泉やさくら荘など大森リゾ－ト村への
交通の利便性を図るため、冬期間のシャトルバスを
運行します。運賃は無料ですのでご利用ください。
◆運行期間／11月10日(火)～平成28年３月18日(金)
※12月29日(火)～平成28年１月１日(金)は運休
◆運行ルート／
【火曜日運行：上溝・大森ルート】武道(９：30発)～
極楽寺～末野～船沢～中野～八日町～大町～本郷
～大森図書館前～大森リゾート村(10：19着)
【水曜日運行：八沢木・猿田ルート】大平(９：30発)
～北野～葛ヶ沢～太田～寺内～松原団地～猿田～
大森リゾート村(10：19着）
【木曜日運行：坂部・菅生田ルート】矢走(９：25発)
～前田～中ノ又～小山～滝ノ上～塚須沢～笹山～
菅生田～大森リゾート村(10：24着）
【金曜日運行：川西ルート】
下田(９：45発)～板井田～松田
～袴形～十日町～剱花～大森リ
ゾート村(10：22着)
※帰路のさくら荘を出発する時刻
は、15時30分です。
（このマークが目印のバスです）
◆問合せ／大森地域局大森地域課☎26 - 2111
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『55 歳からの生活設計・就業支援
セミナー』開催

年金など社会保障の仕組みや、高齢期の生活設計、働
き方などについて学びます。概ね55歳以上の方対象です。
●日時／11月10日（火）午後１時～３時30分 ●場所／Ｙ2
ぷらざ※参加無料 ●定員／先着30人
【申込み】
（公社）県シルバー人材センター☎018-888-4680

講座

ひとり親の方対象 経理事務
『日商簿記2級』講習会（全13回）

ひとり親家庭の母、父および寡婦の方を対象に、経理
事務として就労するために必要な知識を学びます。
●日時／11月28日（土）～平成28年２月27日（土）午前９時
30分～午後３時30分※毎週土曜日 ●場所／秋田県社会
福祉会館 ●受講料／7,000円（テキスト代） ●定員／
５人 ●申込期限／11月13日（金）
【申込み】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133

講座

中学生以上の方対象
『上級救命講習会』

心肺蘇生法やＡＥＤの使用法、応急手当、傷病者の搬
送方法などの８時間講習を開催します。
●日時／12月６日（日）午前８時30分～午後５時30分 ●
場所／市消防本部※参加無料 ●定員／先着30人
【申込み】市消防本部警防課☎32-1247

いのちの総合相談会
（事前予約制）

相談

●期日／11月６日（金）
・７日（土）午前10時～午後５時
●場所／Ｙ2ぷらざ３階
【申込み】ＮＰＯ法人くもの糸☎018-853-9759

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。
●日時／11月11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

相談

調停無料相談会

土地の境界や夫婦間、借金などさまざまな心配事につ
いて、裁判所調停委員が相談に応じます。
●日時／11月13日（金）午前10時～午後３時 ●場所／県
平鹿地域振興局福祉環境部（横手保健所）
【問合せ】横手調停協会☎32-4130

相談

第２回成年後見定期相談会

認知症や障がいなどにより、判断能力が低下している方
の権利擁護や成年後見制度の利用に関する相談会です。
●日時／11月17日（火）午後１時30分～４時30分 ●場所
／本庁舎４階 ●定員／先着４組
【申込み】市東部地域包括支援センター☎35-2160
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お知
らせ

横手税務署からのお知らせ

◎年末調整説明会
給与の事務担当者を対象に説明会を開催します。
●日時／11月18日（水）①午前10時～11時45分 ②午後２
時～３時45分 ●場所／横手市民会館
◎市内小学生の『税に関する習字展」開催
●期間／11月７日（土）～18日（水） ●場所／イオン横手
店（旧横手サティ）
【問合せ】横手税務署☎32-6090

講座

理系女子（リケジョ）をめざそうin秋田

●日時／11月15日（日）午後０時30分～４時50分 ●場所
／横手清陵学院中学校・高校※参加無料 ●定員／200人
※先着順 ●申込期限／11月９日（月）●内容／講演『理
系女子の未来、いろいろ』、生徒発表、トークセッション
【申込み・問合せ】ＮＰＯ法人あきた・まなＶＩＶＡ！創
造塾☎018-866-8844

講座

市子育て支援センター主催講座

◎パパと一緒になかよし広場！
イクメンパパみっつさんによる、絵本の読み聞かせや
親子遊びを楽しみましょう！
●日時／11月15日（日）午前10時～11時30分 ●場所／Ｙ2
ぷらざ※参加無料 ●対象／０歳から５歳のお子さんと
ご家族 ●定員／30組
◎妊婦さん集まれ～♫
「羊毛フェルトで赤ちゃんのおもちゃを作ろう☆」
●日時／11月30日（月）午前10時～11時45分 ●場所／Ｙ2
ぷらざ ●参加費／500円 ●定員／10人 ●託児／あり
《共通事項》●場所／Ｙ2ぷらざ
【申込み】市子育て支援センター☎32-2426

講座

旭公民館主催講座

◎クリスマスリース教室
●日時／11月30日（月）午前10時～11時30分 ●参加費／
1,500円 ●定員／先着10人
◎おもてなし料理とテーブルコーディネート
●期日／12月２日（水）または、３日（木）のどちらか
●時間／午前10時～午後１時 ●参加費／1,000円 ●定
員／各日先着15人
《共通事項》
●場所／旭ふれあい館
●申込開始／11月６日（金）午前９時～
【申込み】旭公民館☎36-1100

相談

障がい者総合相談会

障がいのある方やそのご家族の、悩みごとや困りごと
の相談に応じます。秘密は厳守されます。
●日時／11月５日（木）午前10時～午後３時 ●場所／Ｙ2
ぷらざ３階
【申込み】市自立支援協議会事務局（市健康福祉部社会福
祉課内）☎35-2132

お知
らせ

横手市循環バス『無料運行の日』の
期間を延長します！

横手市循環バスは、横手バスターミナルを発着点とし
て、商業施設や医療機関などを経由し運行しています。
毎月20日・30日を『運賃無料』としておりますが、そ
の期間を12月まで延長します。平成28年１月からは、毎
月10日・20日・30日が『運賃半額』となります。皆さん
も横手市循環バスに乗って、楽しい気分になりませんか。
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2266
お知
らせ

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
は使用できませんのでご注
意ください。また、アンケ
ート調査を実施中です。ア
ンケート用紙が送付されて
いる方は、できるだけお早
めに返信用封筒に入れて投
函してください。
【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
お知
らせ

地域づくり活動に取り組んでいる方を
ご推薦ください

地域づくり活動に取り組み、今後も活動の継続が見込
まれる団体や個人を選考し、表彰します。
●応募期限／11月27日（金）※自薦他薦は問いません
【問合せ】県平鹿地域振興局地域企画課☎32-0594

催し

『あきた若者会議チャレンジ作戦』
大マッチング大会開催

地域貢献や地域で活動をしたいと考える若者と、若者
の力を地域で活かしたいと考える市町村や、市民活動団
体、企業との交流会およびマッチング大会を開催します。
地域課題を共有することで自分たちができることを考
え、一緒に取り組んでみませんか。
●日時／11月14日（土）午後１時30分～４時30分 ●場所
／美郷町住民活動センター
【申込み・問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2266

催し

インフォメーシ ョ ン

インフォメーシ ョ ン

講座

よこてイーストイベント情報

◎横手駅前地域の歩み写真展
●日時／11月９日（月）～13日（金）午前９時～午後８時
※最終日は午後５時まで
◎11月の『よこいち。』フリーマーケット開催
●日時／11月15日（日）午前10時～午後２時
◎学研たいよう教室
『自分の名前』を上手に美しく書くコツを教えます。
●日時／11月15日（日）午前10時～午後１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

お知
らせ

道路施設のメンテナンスを実施中

高度経済成長期に建設された
道路施設の老朽化が進み、トン
ネルや橋は５年に１回の点検を
行うことが義務づけられていま
す。市では安心して利用できる
安全な施設を維持するため、計
画的に点検を実施していますの
で、ご理解とご協力をお願いし
ます。
【問合せ】市建設部建設課☎32-2407
お知
らせ

平成28年度保育所等の入所受付を
12月から行います

平成28年４月から保育所、認定こども園（保育所部分）、
地域型保育事業の利用を希望される方の受付を12月１日
（火）から行います。受付方法等の詳細については、市報
12月１日号および市ホームページでお知らせします。
受付開始までの間、希望する施設の見学をおすすめし
ます。なお、幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の利
用を希望される場合は、すでに申込受付を行っておりま
すので、各施設へ直接お問い合わせください。
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133
お知
らせ

読者募集中！首都圏向け交流情報紙
ファン
『よこて fun 通信』

全国の横手市出身者やゆかりのある方へ、ふるさとの
情報を提供する『よこてfun通信』が発行されました。
市内のイベントや特産品情報、活躍する方など、全国
どこにいても『横手市』を身近に感じられる情報が満載で
す。現在、読者募集中です。県外（主に首都圏）在住の友
人・親戚等に送ってあげたいという方がおりましたら、
ご紹介ください。※送料無料。市内の方にも対応します
【問合せ】市商工観光部横手の魅力営業課☎32-2117
お知
らせ

市特産品開発支援事業補助金（第２回）
募集のお知らせ

市内に住所がある団体または個人が対象になり、審査
会で内容や経費等を審査します。
●補助額／対象経費の２分の１以内（上限100万円） ●
対象経費／特産品とそのデザイン開発・改良に要する経
費や、生産・流通等の調査に要する経費、研修・その他
人材養成に要する経費、必要な機器等の購入費やレンタ
ルに要する経費など ●申込期限／11月11日（水）必着
【問合せ】市農林部農業ブランド創造課（県平鹿地域振興
局内）☎35-2267
お知
らせ

自衛官候補生（男子）
募集

●募集期間／11月16日（月）まで ●対象／18歳以上27歳
未満の男子※詳細は、お問い合わせください ●試験日
／11月22日（日） ●試験会場／陸上自衛隊秋田駐屯地
【問合せ】自衛隊横手地域事務所☎32-3920
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上宮第

）やま組

一幼稚

園（横手
上宮第二幼稚

議会顧問の国会議員および国土交通省に対し、岩手県

た い き ょく か ん

北上市と西和賀町、横手市の合同で要望してきまし

食と農からのまちづくり

た。今後も、近隣市町村と同じ方針の案件については

第２回

横手市長◆髙橋

大

【今月の紹介者】

三本の矢※のように力を合わせて、広域的な課題に取
り組んでいきたいと考えています。

先月は『蔵の日』
『日本の祭り in あきた2015』
『よこ

稲刈りや紅葉の見ごろが終わり、新米がおいしい時

て農業祭』などさまざまなイベントが行われにぎわい

期になりました。食欲の秋が終われば寒い冬がやって

ました。今年は一年を通して市制施行10周年を記念し

きます。各家庭での雪への準備を早めにしていただき

たイベントなどが多く行われていますが、10月３日に

たいと思います。

は記念式典が開催され、８地域が一体となった記念公

園（横手

）ふじ組

しいたけ
ＪＡ秋田ふるさときのこ部会
会員・橋本 暁さん（平鹿）

横手市の菌床しいたけは、県内一の生産量を誇ります｡
より肉厚で品質の良いしいたけをつくるため、外気の温
度を上手に活用しながら、自然に近い環境での生育を心
がけています。しいたけのおいしい季節となりました。
シンプルに塩コショウで、炭火焼きしたしいたけは絶品
です。ぜひ、ご賞味ください。

9月13日に十文字地域で行われた避難訓練--

演から、大きなパワーと、横手市の明るい未来を感じ
たところです。
10月14日は、国道107号の土砂崩落現場の復旧とそ
れに関連する事案について、北上横手地域開発促進協
※三本の矢

『日本の祭りinあきた2015』であいさつする髙橋市長

一本の矢は容易に折れやすいが、三本まとめてでは折れにくい。戦国武将の毛利元就（1571年７月６日没）が、３人
の兄弟が力を合わせ、一族の結束を説いたといわれます。しかし、この有名なエピソードは史実ではないといわれ、中
国五胡十六国時代の阿豺（あさい）が20人の子に矢を使って結束を促したという故事など、世界中にはさまざまな類似
した話があります。

主食

1 2 3 4 5 6 7

副菜

1 2 3 4 5 6

主菜

12345

牛乳・乳製品

1 21 2

果物

【１人分の栄養量】
○エネルギー 285kcal
○たんぱく質 9.3g
○脂質 18.9g
○食塩相当量 1.2g

首都圏横手市ふるさと会連絡協議会通信
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

■首都圏増田会
◎日 時／11月15日(日)午前11時30分～
◎会 場／オーラム(台東区東上野)
◎連絡先／細野芳之助幹事長 ☎044 - 722 - 0263

食事バランスガイド

■秋田のふるさと雄物川会
◎日 時／11月29日(日)午前11時30分～
◎会 場／クラブ水交(東郷神社境内・渋谷区神宮前)
◎連絡先／鈴木信公事務局長 ☎080 - 5196 - 9870

栄養士さんからひとこと

しいたけには、食物繊
維が豊富に含まれ、血圧
や血中コレステロールを
下げる作用があ
ります。

※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。
鹿）ばら組

平
樽見内保育園（
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まるごとしいたけの
マヨチーズ焼き～秋野菜添え～

▼材料（２人分）

○肉厚しいたけ(軸も使用)…６個○マヨネ
ーズ…大さじ２弱○ピザ用チーズ…大さじ
５○オリーブオイル…小さじ１○ドライパ
セリ…少々
【付け合せ野菜】○ブロッコリー…120g○さ
つまいも…90g○にんじん…40g
【Ⓐ】○オリーブオイル…小さじ２○ハーブ
ソルト…少々○ブラックペッパー…少々

▼作り方

【レシピ紹介者】
佐藤幸子さん（平鹿)

横手市食生活改善推進協議会
（平鹿支部）

しいたけのうま味が
凝縮した、簡単にでき
て、食べごたえ満点の
一品です。お弁当にも
どうぞ！

①しいたけの軸を切り、かさの内側にマヨ
ネーズと刻んだしいたけの軸、チーズを
のせ、オリーブオイルをかける。
②ブロッコリーはサッとゆで、粗熱をとり
水気をきる。にんじんは一口大に切り、
さつまいもは皮つきのまま厚さ５㍉の輪
切りにする。
③②にⒶをまんべんなくからめる。
④グリルに①と③を並べ、焼き色が付いた
ら(約20分)取り出し、しいたけにドライ
パセリをふりかけて完成！

常盤保

育園（横

手）はと

市報よこて

組

2015.11.1

10

ニュース＆トピックス

ニュース＆トピックス

未来へつなげよう！横手の農業

■よこて農業祭（市制施行10周年＆よこて
発酵文化研究所設立10周年記念イベント）
10月17・18日に、横手体育館でよこて農業祭が行わ
れました。優良農業者の表彰や専門家の講演、発酵料
理コンテスト、高校生による発表など、横手の農業を
楽しく学ぶ催しが満載。また、強風で傷がついた訳あ
りりんごの販売などに行列ができました。
今回の催しを通じて、農業のあり方を見直す機会と
なり、横手の農業が未来に飛躍する契機となりました｡

▲優良農業者の紹介（敬省略）
【担い手部門・一般】 農事組合法人おちあい(横手)
【担い手部門・新規就農】 小松谷正樹(増田)
【農村活性化部門】 横手市学校給食野菜出荷農家
会(横手)※農家会は､全国農業協同組合連合会秋田
県本部長賞も同時に受賞しました。

ふるさと横手について
語る壇蜜 さん

伝 統芸能・横手に集う

(トークショーの様子)

多賀糸敏雄 氏
(よこて発酵文化研究所 所長)

小泉武夫 氏
(よこて発酵文化研究所 顧問)

岩 本 公水 さ ん
(よこて発酵文化大使・歌手)

◆地域伝統芸能大賞・地域振興賞
銚子はね太鼓(千葉県銚子市)

日本の祭り in あきた2015
10月11・12日、各地の伝統芸能が一堂に会
する日本の祭り in あきた2015が、秋田ふるさ
と村ドーム劇場など市内３カ所で開催されま
した。県内はもとより、国内外に根付く個性
あふれる伝統芸能が披露され、多くの来場者
を魅了。文化の力を高め、地域の元気を創出
した２日間となりました。

体験

〝横手の学校給食〞

みんなで手を合わせて

▲『発酵で健康』トークセッシ
ョンの様子

!!

！
農家を応援
列
ご即売に行
訳ありりん

10年の歩み、そして未来へ

■横手市市制施行10周年記念式典第二部『記念公演』
10月３日、横手市民会館で開催された市制施行10周年記念式
典。第二部では、
『市民がつくる記念公演』と題して、合併から
の10年を写真や市民インタビューなどで振り返る上映会や、市
民参加型のアトラクションが行われました。
各地域に伝わる厳かな伝統芸能や、迫力あるパフォーマンス
などが行われ、参加者たちは、横手に暮らす人々の思いや、未
来につながる希望を感じとったようでした。

◆地域伝統芸能奨励賞
一之瀬高橋の春駒(山梨県甲州市)

◆地域伝統芸能大賞・活用賞
キンニャモニャ祭り(島根県隠岐郡海士町)
◆地域伝統芸能大賞・保存継承賞
知立の山車文楽とからくり(愛知県知立市)

横手からも８団体が公演

台湾･水影舞集青少團による『台灣禮讚(たいわんれいさん)』

◆祭り文化普及功労賞
水墨画家･傅益瑶(ふ･えきよう)氏の作品展示

歴史と伝統でにぎわう町並み
■第10回増田『蔵の日』

10月４日、増田地域の中七日町通り周辺で、歴史的
建造物を一斉公開する『蔵の日』が開催され、国の重
要伝統的建造物群保存地区に選定された増田の町並み
を見ようと、県内外から多くの観光客が訪れました。
今年で10回目を迎えたこの日は、普段公開していな
い主屋や内蔵を含め26棟が公開され、観光客は増田中
生徒たちや地域ボランティアガイドの説明を興味深く
聞いていました。また、福嶋サイサイ囃子やミニコン
サートも行われ、町は一段とにぎわいを見せました。
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融雪シート

職場の様子

自社が開発し、市が優れた商品として
認定した照明器具を手に説明する社長
認定した照明器具を手に

しゅんこう
じ
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(左から)髙橋市長、睦特殊金属工業㈱池田社長､
睦合成工業㈱稲葉社長、堀井秋田県副知事

睦特殊金属工業㈱と、大雄地域で昭和47年
から操業している睦合成工業㈱の横手第二工
業団地への進出が決まり、横手市との立地協
定締結式が10月13日に行われました。新工場
は平成28年８月に操業を開始し、自動車用部
品の生産を予定しています。

お ぎ つ けんこう

荻津 賢廣さん
（25歳･横手）

広告

10月11日、今年で50回目となる増田りんご
まつりが真人公園で開催され、りんごの唄コ
ンクールなど多くのイベントが行われました｡
また、恒例のミスりんごコンテストでは、佐
藤菜美さん(左)、齋藤詩織さん(中央)、照井
小百合さん(右)の３人が選ばれました。

!!

地 域 が に ぎ わ っ た ３日 間

と てい

今回は、二葉町にある寺院・春光寺
の徒弟として、法事などを執り行う賢
廣さんにインタビューしました。

大学卒業後、福井県の永平寺で
修行を積み、実家である春光寺に
戻ってきた賢廣さん。
『幼いころか
ら住職である父や祖父の姿を見て
過ごし、家業を継ぐという思いを
ずっと持っていました。仕事の中
で、檀家の皆さんが喜んでくれる
ことがうれしく、成長の糧になっ
ています』と話してくれました。
◆趣味や特技について
高校時代はフェンシングに打ち
込んでいました。現在も県南フェ
ンシング協会に所属し、小・中学
生へ指導を行っています。
◆中・高校生へのメッセージ
社会人になって行動範囲が増え、
横手の新たな魅力を発見する機会
が増えました。皆さんが知らない
祭りや伝統行事などが、横手には
たくさんあると思います。他の地
域にも足をのばして、その魅力を
探してみませんか。

さらなる雇用創出へ

高橋 舞さん
（平成27年入社）

社長の夢を追う姿勢に打た
れ、この会社に入ろうと決心
しました。まだ、入社して半
年ですが、いろいろなことを
経験させてもらい、職場の皆
さんに支えられながら、やり
がいのある充実した日々を送
っています。!(^^)!

▲

LED照明

15

代ミスりんごが決定

50

親子の笑顔がいっぱい

第

株式会社
アスター

ニュース＆トピックス

平鹿町浅舞字道川北18-３
平成22年
70人（平成27年４月現在）
0182-24-1377

10月10日から12日にかけて、Y2ぷらざでよ
こてイーストまつりが開催され、書道パフォ
ーマンスや物産品販売など、多彩な催しが会
場を盛り上げました。また、11日にはファッ
ションコンテストも開催されるなど、華やか
さと活気があふれるイベントとなりました。

お城山に手作り品が勢ぞろい

■所在地
■創 業
■従業員
■電話番号

秋の味覚や催しがそろう

若者情報部

㈱アスターは、主に自動車や加工機器、測定機器
等の開発と製造販売を中心に行っており、高い製造
技術で大手企業からも注目されている会社です。
本郷武延社長は「社員一人ひとりが夢を持ち、そ
れが実現できるような会社であり続けていきたいと
思っています」と話してくれました。
自社開発製品であるＬＥＤ照明や、省電力融雪シ
ートなどについて「地域の悩みを解消することが商
品づくりの基本です！」と笑顔で語る
本郷社長。地域の雇用を守りなが
ら、技術者と開発者の誇りを胸
に、常に自社開発に挑戦して
いく企業です。

10月３日・４日、横手公園展望台周辺でよ
こてお城山クラフトフェアが行われ、全国各
地から作り手が集まり、陶磁器やガラス、木
工製品などが展示販売されました。一つ一つ
心を込めて作った作品に、大勢のファンが訪
れ、手作りの温かさ感じていました。

市内子育てサークルの方々が中心となって
企画した、ちびっこわくわくフェスティバル
が、10月４日、山内公民館で行われました。
みんなで楽しむ運動会やバルーンアートなど
子ども向けの催しが盛りだくさん。会場内に
はたくさんの親子の笑い声が響いていました｡

ＪＲ横手駅西口前で、横手駅西口祭が10月
10日から12日まで行われました。さまざまな
ステージイベントが披露されたほか、屋台が
軒を連ね、来場者は食・文化・芸能を満喫。
期間中はミニ新幹線などの試乗体験も行われ､
多くの子どもたちが歓声を上げていました。

広告
市報よこて
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最寄りの図書館で全ての館の
蔵書を借りることができます。
◆問合せ／お近くの図書館または図書館課へ ☎22 -2300

読者同士の交流や情報交換に、
いろいろな声をお寄せください。
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したが、幸せ
で
間
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時
の
し
て、少
いる頼もしい
を、実践して
事
た
し
強
勉
しっかりと
午後でした。
・横手）
さんに会えた
（Ａ．Ｉさん

今月のおすすめ図書

今年の『横手市成人式』新成人の笑顔と一言メッセ
ージが市報に大きく載っていましたね。いいですね。
みんな生き生きして熱い気持ちを感じさせる一面でし

大人向け

た。困難な事もいっぱいあるだろうけど横手という土

武士道と日本人の心

地で育ったあなたたち応援してるよ！と語りかけずに

山本博文 監修
青春出版社

いられません。自分たちのころを思いつつ…。
（Ｋ．
Ａさん・横手）
去 る ９ 月 10 日

た。年番に当
た。巫女さん

、赤坂町内の

たった自分た

新渡戸稲造がアメリカで執筆
した『武士道』について、実話を
取り入れ、丁寧に分かりやすく
解説。時代小説を読むときや時
代劇を見るとき、参考になる一
冊です。

鎮守様のお祭

ちが神事のお

りがあっ
手伝いをし

の神楽、神官
による太刀の
振る舞いな
る者にとって
は神秘的なも
られた。近く
ので感動させ
の園児年長さ
ん22名も招か
小さな体を前
れ興味津々、
のめりにしな
がら目を輝か
印象的であっ
せていたのが
た。町内の神
様としてこれ
見守り続けて
からも住民を
もらいたいと
思った。
ど、初めて見

新着図書の紹介

（夢追蛍さん

・横手）

※10月15日まで到着分掲載

●わが家の２歳半になる娘は果物が大
好物です。春はさくらんぼ、夏はすい
か、秋はぶどう、冬はりんごなど、横
手にはおいしいものがたくさんありま
すね。秋田市から実家に帰るたびにお
いしくて新鮮で旬のものを食べる事が
できるので、心もおなかも大満足して
います。もっとおいしいものを食べる
ぞ！（黒ねこじゃらしさん・秋田市）
●平成27年度横手市成人式を見て、自
分の子どもより年下で、笑顔がかわい
くピチピチしていて、私にもこんな時

があったはずだと、32年前の自分の成
人式の写真を取り出し、久しぶりに見
てみました。記憶がよみがえり、懐か
しい気分になり、繰り返し、繰り返し
写真を見てしまいました。今度は、息
子たちの小さい頃の写真を、見てみる
つもりです。（大山栄子さん・横手）
●市報９月１日号の表紙の少年が頼も
しい。裏まで続いていて、それを見守
る大人の表情。感動しました。『ねむ
り流し』初めて知り、行ってみたいと
思いました。（グリーンさん・増田）

読者プレゼント
きいちごジャム

（80ｇ入り）

おたよりをお寄せいただいた方の中か
ら抽選で 3 名様にプレゼント !
◎提供･問合せ
よこてキイチゴ研究会 佐藤さん
☎090-2954-3055
◎しめきり
11 月 25 日（当日消印有効）

〒013‐8601 横手市中央町８番２号 横手市役所
秘書広報課 広報係あて
３5‐2221

※紙面の都合上、
お寄せいた
だいた内容は割愛する場合
がありますのでご了承くだ
さい。
※ご記入いただいた個人情報は
記載内容の確認および賞品の
発送の目的に使用し、この目
的以外には使用しません。

広告
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11月のおはなし会
時間：30～60分程度

◎賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

（市報に掲載する際にペンネームかイニシャルを希望する方は、氏名の後に記入）

おたよりの
あて先

・声に出して読みたい
小中学生にもわかる日本国憲法 ／齋藤孝
・おにつばとうさん／沼野正子
・名作への架け橋／萩原茂
・生きものの持ちかた／松橋利光
・こちら脳神経救急病棟 名医が明かす奇妙な病と
患者たちの物語／アラン･Ｈ･ロッパー
・芥川賞の謎を解く 全選評完全読破／鵜飼哲夫

今月の

市へのご意見や市報の感想など、200文字以内で、はがきや封書、ファクスで下記
のあて先までお送りください。必ず住所、氏名、年齢、連絡先をご記入ください。

蔵書検索

・11月７日(土)午前10時30分～／平鹿
・11月８日(日)午前10時30分～／横手
・11月14日(土)午前10時30分～／十文字
・11月15日(日)午後10時30分～／雄物川、大森
・11月21日(土)午後10時30分～／増田

こども向け

ちゃいろいつつみ紙の
はなし

アリソン・アトリー 作 松野正子 訳
殿内真帆 絵 福音館書店

棚の上で眠っていた『ちゃいろ
いつつみ紙』。クリスマスプレゼ
ントを包み、すてきな旅に出ま
す。一枚の包み紙の楽しい冒険
を通して、物を扱う大切さを教
えてくれます。

読書に関する作品コンクール、締め切り迫る!
７月から募集を始めたコンクールは、いよいよ11月６
日(金)が締め切りです。作品はお近くの図書館まで。

あたまイキイキ音読教室
平鹿図書館では、11月６日(金)10：30から、物語や論
語など声に出して楽しむ音読教室が開催されます。
◆申込み／平鹿図書館 ☎24 - 3281

雄物川×大森 図書館スタンプラリー
11月15日(日)まで、二つの図書館に行ってスタンプを
集めた方に、すてきなプレゼントを差し上げます。

［休館日］
横手図書館 ………………
増田図書館 ………………
平鹿図書館 ………………
雄物川図書館 ……………
大森図書館 ………………
十文字図書館 ……………
山内図書室 ………………
大雄図書室 ………………

11月２･４･11日
11月２･９･16日
11月２･３･10･17日
11月２･４･11･18日
11月２･３･10･17日
11月２･４･11･18日
11月１･３･７･８･14･15日
11月３･15日

広告
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▼

▼

▼

▼

障がい者総合相談会
10：00～、Ｙ2ぷらざ

6

12

11

11月1日(日)
11月3日(火)

11月15日(日)

休日救急当番医(9:00～12:00)

電話番号

平鹿総合病院(松元医師)

32-5124

高橋医院(十文字)

42-0421

胃腸科内科高橋クリニック(横手)

36-2711

市立横手病院(細谷医師)

32-5001

雄物川クリニック(雄物川)

22-5511

平鹿総合病院(鈴木医師・高橋医師※1)

32-5124

小田嶋まさる内科(横手)

38-8951

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)
平鹿総合病院(石橋医師)

平鹿総合病院(岡田医師)
平鹿総合病院(伊藤医師)

19

診療日

休館日

えがおの丘………11月２･９･16日
大森健康温泉……11月２･９･16日
ゆとりおん大雄…11月５･19日
健康の駅トレーニングセンター
東部……………11月４･11･18日
西・南部………11月１･７･８･14･15日
子どもと老人のふれあいセンター
…………………11月２･９･16日
南部シルバーエリア…11月２･９･16日
※図書館・図書室の休館日は16ページか
らご確認ください。

32-5124

32-5124
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12月23日(水･祝)まで開催中！
横手ゆかりの文人展 大正・昭和初期編

◎世界陸上選手権大会日本代表選
手・コーチによる講演会
佐久間和彦・陸上競技部部長と
高瀬慧氏を招き開催します。
場所／平成高校体育館 時間／14：30～
問合せ／市スポーツ振興課☎35-2173

大正から昭和初期に活躍した著名な文化人たちの
直筆原稿、手紙やはがきを展示します。
時間／9：00～17：00 場所／雄物川郷土資料館
料金／一般100円､高校･大学生50円､中学生以下無料
問合せ／市文化財保護課☎32-2403

11月４日(水)／市役所本庁舎 ☎33-8668(社会福祉協議会)
11月16日(月)／増田多目的研修センター
☎45-4848(社会福祉協議会)
11月18日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
☎35-4099(市くらしの相談係)

◎行政相談

11月10日(火)／増田地区多目的センター(9：30～12：00)
11月12日(木)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00）
11月13日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
11月16日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
11月17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）
11月11日(水)／条里南庁舎
◎心配ごと相談（9：30～12：00 問合せ／各地域社協･福祉センター）
11月５日(木)／市役所本庁舎
11月６日(金)／十文字町幸福会館
11月10日(火)／増田地区多目的研修センター
11月12日(木)／大森コミュニティセンター
11月17日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
11月17日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
11月18日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）

32-5124

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
11月４･11･18日／14：00～15：30
大沢診療所（内科）
11月９日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
11月10･17日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
11月５･12･19日
吉 谷 地／13：00～15：00
山内武道／15：10～17：00

広告
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◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です

電話番号

※１…耳鼻科の医師も診察します

石坂洋次郎文学記念館
………………年末まで休館予定なし
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…11月４･10･17日
釣りキチ三平の里体験学習館
………………11月２･９･16日
ゆっぷる………11月18日
ゆとり館………11月３･10･17日

15

～あの人はこんな字を書いてました～

◎税務相談（9：30～12：00 問合せ／横手福祉センター☎33-8668）
11月12日(木)／Y2ぷらざ３階相談室

◎社会保険年金相談（9：30～12：00／13：00～15：30）
毎週月曜～木曜／本庁舎１階相談窓口

献血

11月8日(日)

18

17

◎雄川荘臨時休館日
設備点検等のため、臨時休館い
たします。
問合せ／雄川荘☎38-6530

相談

救急医療

月 日

14

『あきた若者会議チャレンジ作戦』大 よこいち。
◎外国人向け『介助方法のお話』を
10：00～、詳細は8ページ
マッチング大会
聞きませんか（参加無料）
13：30～､詳細は8ページ
地域支えあいネットワーク市民集会
2
場所／Ｙ ぷらざ3階
13：00～、かまくら館
時間／10：30～12：00
問合せ／市地域づくり支援課
☎35-2158
▼

◎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

16

13

▼

▼

10

8

▼

▼

9

横手駅前地域の歩み写真展
～13日、詳細は8ページ

7

1

おおもり健康まつり＆エリア秋の祭典
10：00～、南部シルバーエリア
第55回奥羽横断駅伝競走大会
9：00出発、横手市役所本庁舎前

保呂羽山の霜月神楽 ～8日､保呂羽 第22回横手平鹿合唱祭
山波宇志別神社里宮神殿
13：30開演、浅舞公民館
十文字秋の収穫祭2015
第26回市民と集う看護フォーラム
～8日、9：00～、道の駅十文字
13：30～、かまくら館
小学生の税に関する習字展
～18日、詳細は9ページ

▼

▼

▼

平鹿りんご味覚まつり
10：00～、ゆっぷる
児童虐待・ＤＶ防止講演会
13：30～、Ｙ²ぷらざ
講演会『横手時代の石橋湛山』
14：00～、雄物川コミュニティセン
ター

よこて菊まつり
◎秋の火災予防運動～無防備な 心に火災が かくれんぼ～／11月1日～7日 ～9日、9：30～、秋田ふるさと村
火災が発生しやすい時季を迎えます。火災から命と財産を守るため
に、家庭や地域で防火対策を進めましょう。
また、市消防本部では住宅用火災警報器の設置調査を実施していま
す。消防職員および消防団員がお伺いして設置状況をお聞きしますの
で、ご協力をお願いします。 問合せ／市消防本部予防課☎32-1218

5

4

文化の日

31

10/

▼

3

30

10/

日

▼

▼

横手公園展望台企画『横手の職人展』 石坂洋次郎文学記念館特別展『山と川 笑顔の菊まつり
～11月11日、横手公園展望台
のある町』 ～11月29日、9：00～
～11月3日、9：00～雄物川民家苑
矢口高雄全原画展 ～11月15日、 横手ゆかりの文人展
木戸五郎兵衛村
9：30～、増田まんが美術館
～12月23日、詳細は18ページ
滝平二郎の世界展 ～11月23日、
9：30～、秋田県立近代美術館

2

29

10/

▼

10/

土

▼

28

10/

金

▼

木

▼

水

27

10/
▼

2015.Nov

26

火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

111/ 1
▶▶▶20

月

月 日
11月2日(月)
横手

☎32-2111(内線8528)

場 所
横手市役所条里北庁舎
㈱ユアテック横手営業所
ビィ・ギャル横手店
㈱クツザワ

11月5日(木)
増田

横手市役所増田庁舎

11月8日(日)
十文字

まめでらが～ 道の駅十文字
（原則400ml献血のみ受付）

11月12日(木)
大雄

睦合成工業㈱秋田工場

大和更生園
㈱宮腰デジタルシステムズ
横手市役所大雄庁舎
11月19日(木)
横手

横手市役所本庁舎
（原則400ml献血のみ受付）

受付時間
10:00～11:00
12:00～13:00
15:00～16:00
10:00～10:30
14:30～16:00
10:00～11:30
13:00～16:00
9:30～10:00
11:00～11:30
12:30～13:00
14:30～16:00
9:30～11:45
13:00～16:00
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