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大上競馬場（大雄・雄物川地域）
大正～ 昭和前期

上の写真は、大上橋から上流の雄物川河
川敷にあった大上競馬場の馬券小屋を写し
たものです。この競馬場は、競走馬の生産
者で、後に衆議院議員を務めた土田荘助が
自費で開設。昭和９年に初めて東京競馬場
で開催された第３回東京
優駿大競争（日本ダービ
ー）では、荘助が経営す
る土田農場の『フレーモ
ア』が優勝しています。
農地が広がる競馬場の
跡地には、コーナーの形
など１周1,600㍍あったコ
ースの形跡を現在も確認
することができます。 跡地に立つ標柱
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出前かまくらin関西
横手市では、毎年『出前かまくら』を
行っています。男鹿のなまはげと一緒に
秋田をＰＲ！「泣ぐ子はいねが～」

携帯電話等で左の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。

１月３日の
大森地域

新年初取材となった三助稲荷神社梵天
(17ページ掲載)。梵天奉納の後には餅ま
きが行われ、境内は一段とにぎわいまし
た｡餅やみかんなどが大量に宙を舞う中､
真剣なまなざしで袋いっぱいに詰め込む
人や、なかなか取れずに悔しがる人の姿
が印象的でした。活気あふれるその様子
から、餅だけでなく今年一年の元気も分
けてもらえた気がします(Ｓ.Ｓ)

八景島シーパラダイス(横浜市)での出前かまくら

【出前かまくら2016】全国に横手の伝統かまくらの文化を伝
えたいと、平成13年から行っている出前かまくら。今年は
１月９日からスタートし、表紙で紹介している大阪府大東
市のほか、神奈川県横浜市や千葉県市川市など10カ所で開
催しました。会場では、雪玉プレゼントや甘酒の振る舞い
なども行い、全国に雪国秋田の感動を届けました｡

特集

雪国を代表する
冬の伝統行事『横手のかまくら』
その幻想的な光景から
雪国のメルヘンとも呼ばれている。

かまくらとあわせて行われている
勇壮な『旭岡山神社梵天奉納祭』、
雪を利用して作る『雪の芸術』
雪国ならではの風情がそこにある
そして、これからはじまる祭りを、
厳かに待っている横手びとたち
その歴史に触れよう

年に横手を訪れ、
かまくらを写

日 本で最 初に横 手のかまくらを描いた人は画 家の
おちあいろうふう

年、
ドイツの建築家ブルーノ・タウト

落合朗風です。昭和
生しています。

りません。

かけを作ったのは、この二人といっても過言ではあ

横手のかまくらが日本の内外に広く知れ渡るきっ

『日本美の再発見』
でそのときの感動を伝えています。

がかまくらを見て、
メルヘンの世界を絶賛し、彼の著書

同じく、昭和
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『すばらしい美しさだ。
これほど美しいものを、
私はかつて見たこともなければ
また予期もしてもいなかった。
か
※ん べん
これは今度の旅行の冠冕だ。
この見事なカマクラ、
子供たちのこの雪室は！ …
子供たちは甘酒を一杯すすめてくれるのである。
こんな時には、大人たちはこの子たちに
一銭を与えることになっている。
ここにも美しい日本がある。』
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冠
※冕＝いちばん優れている

ブルーノ・タウト
『日本美の再発見』
より

…豆知識…

積もった雪に穴をあけて、その中に入っ

かまくらの起源
横手のかまくらは、およそ４ ０年の
歴史があるといわれています。
かまくらの基になった風習として、武
家の住む内町では昔、旧正月に雪むろを
作り、その中に、松飾り、しめ縄などを
入れ、御神酒や餅を供えてから燃やし、
無病息災を祈った 『
左義長（さぎちょう）』
という小正月の火祭り行事が行われてい
ました。
一方、商人の住む外町では、雪の降る
時期に水不足になりやすいため、旧正月
に町内の井戸のそばに雪穴を作り、オシ
ズの神さん（水神様）を祭り、良い水に恵
て遊ぶ雪遊びがありました。

・かまくらの原型は竈（かまど）型で、形
だけでな く 、この中 で正 月 用 のしめ飾
りなどを焼いたことから『
竈』を語源と
する説

が、次のような説が残されています。

め、これだと断定することは難しいです

いる行事であり、語源には諸説があるた

さまざまな風習が融合して今も続いて

かまくらの語源

れています。

のような『かまくら』となったと伝えら

これらの行事や雪遊びが融合して、今

まれるようにと祈る行事がありました。
また、当時の子どもたちの遊びの中に

旭岡山神社
梵天奉納祭
旭岡山神社の梵天は 、 家 内 安 全 、 商 売
繁盛、五穀豊穣を祈願 し 、 嘉 永 年 間 （ １
８４８年〜１８５３年）には、すでに行
われていたと伝えられ て い ま す 。
昭和 年より、奉納前日の２月 日に
かつては、旧暦の１月 日に行われて
いましたが、戦後は、かまくらと合わせ 梵天の出来栄えを競う『梵天コンクール』
16

県内には、秋田市太平山三吉神社の『三
吉梵天祭』
、大仙市花館地区の『川を渡る
ぼんでん』
など、県外では栃木県の
『白沢
梵天祭り』
、
『羽黒山梵天祭』
などがありま
すが、旭岡山神社の梵天の特徴は、例を

ぼっち

鉢巻

御幣

さがり

現在のかまくら

・雪むろは神様の御座所、すなわち神様
のお いでにな る 『神 座 （か みく ら ）』が
『
かまくら』に変化したという説

・古 い書物に、かまくらの側に鎌倉大明
神 の旗 が立てられ ている絵 と、鎌 倉 大
明 神 を 祭 ったという 表 記 があ り 、この
神の名から 『
鎌倉』を語源とする説

ました。その後は、車社会となり、作る

が作られていましたが、天井が落ちる危

て各家庭でも作られるようになり、昭和

大正の終わり頃までは、町内ごとにか

・後三年合戦で、弱冠 歳で戦った鎌倉
権五郎景正を祭ったことからなったと
いう説
少しました。

年頃までは、雪むろのかまくら

年に、現在のかまくらにつなが

昭和 年代後半からは、かまくら同様

た雪像が作られるようになりました。
人の心を和ませる願いが込められた『雪

に車社会の影響を受け、路上の雪像作り

展』を参考にして始めれたという説もあ

幌の『雪まつり』は、横手の『雪の芸術

た。今や世界的に有名になった北海道札

することが困難となりました。

なり、
『雪の芸術展』は昭和 年代で継続

は規制され、市街地から姿を消すように

の芸術展』は、昭和

年から始まりまし

雪像の立体美と力量感を競いながら、
見る

降り積もった雪を利用して雪像を作り、 治は遠くなりにけり』などの題名をつけ

『雪の芸術展』から 『雪の芸術』へ

客が横手のかまくらを訪れています。

現在は、国内外を問わず、多くの観光

る『モデルかまくら』が作られました。

昭和

場所が限られ、各家庭でのかまくらが減

などをかけ、入り口にはござなどを下げ

険があったためやめられ、天井にむしろ

昭和

になってから盛んになってきました。

水神様を祭る行事が、子どもの行事とし

まくらを作っていたようです。その後、

・鳥 追 い歌 の歌 詞 にあ る 『鎌 倉 殿 』を 語
源とする説

10

年、全県スキー大会が横手スキ

ています。昔と比べ、雪像の数は少ない

明寺公園などでかまくらと合わせ行われ

現在は、
『雪の芸術』として復活し、光
点の雪像が

ポットとしても人気です。

ながらも見る人に感動をあたえ、撮影ス

ー場で開催されたときには

昭和

ります。

40

50

みないほど大型であることと、頭飾りが

頭飾り

33
30

年

代以降、世相を反映した『所得三増』
『明

作られ、選手を歓迎しました。昭和

33

5

て雪まつりの行事として、毎年２月 日 も行われています。昭和 年代からは、
に旭岡山神社本殿に奉納されるようにな 主に地元の小学生が奉納する『小若ぼん
でん』も参加するようになりました。
りました。
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豪華絢爛なことにあり、日本の奇祭の一

［ぼんでんの部位］

つといわれています。

竿

左義長（『秋田風俗問状答』より）

雪国横手を代表する 『
かまくら』『
梵天』『雪の芸術』を
支える皆さんから、思い出や現在の状況、そして
今後の課題を語ってもらいました。
なぜ横手に水神様を祭る
かまくらがあったのか、
水神様が何なのかを、再
度考える時期かもしれな

に薄れてきたと思う。なぜ、横手に水神様を祭るかまく

所もどんどんなくなってきて、自宅では作れなくなった。

宅にかまくらを作り楽しんでいたものだ。しかし作る場

完成するとすごく感動した。その出来栄えを隣近所で競
もの。しかし、行政が支えないと立ち行かなくなってし

佐藤 確かに本来は地元の人たち、自分たちが作っていく

照井 そう。雪ってなんでもできるから楽しいのに（笑）
黒丸 駅前などにミニ雪像を作る人を募集していきたいと

照井 これからのかまくらも、このままじゃだめだと思っ

た祭りに参加することは雪国横手の元気印になる。『俺た

佐藤 旧横手地域に限らず、かまくら作りや雪像作り、梵
天も、きっと参加してみたい方たちがいるはず。こうし

若者を育てていきたい。
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量の心配はなかった。しかし、今は、市民が自由にかま
くらを作る場所がなくなったり、町内のつながりが薄れ
たり、時代の流れの中で、かまくら作りがいろいろと難
しくなってきた。このため、行政や観光協会がかまくら
を支えるようになり、観光化が進んできた。実は、地元
の人にとっても、それで楽にはなったのかもしれない。
インフラがどんどん発達するにつれ、梵天も夏の送り盆
も『観光なのか、伝統行事なのか』と議論されるように
なった。

照井 ただ、かまくらは現在のように観光化されなければ
廃れてしまったのではないか。子どもたちの数も減り、

らがあったのか、水神様が何なのかを、再度考える時期

また、水神様に対する思いも、水道が完備されると同時

照井 子どもの頃は小さなスコップを持って雪で遊んでい
かもしれない。

い。

た。これが宝物。雪のほこらを父が作ってくれて秘密基

黒丸 私も子どもの頃は、駅前の空き地に父や町内の人た
照井 それと同時にかまくらを作ることができる人が減っ

黒丸 観光化されてからも私たちの地区では自分たちで自

ちがよくかまくらを作ってくれた。上にシートをかけた
てきた。以前のかまくらは、父や地域の人が作ってくれ
た。しかし、今はかまくら職人が作るものだと思ってい

って、夜になると灯を入れてもらい、時間を忘れて遊ん
まったのが現在だ。これまでは道路いっぱいにかまくら

る人が多いのではないか。

でいたものだ。昔と違って現在は、道路の除雪が重要に
を作っても良かったのが、今では許されない。
黒丸 観光化された当初は、地域全体で盛り上がっていた

梵天は、雪国横手の元気

が、だんだんと意識が薄れてきたように感じる。

黒丸 外で雪遊びをすれば風邪をひくからなのか、最近の
印である。若者による町
のにぎわいづくりのため
にも大いなる参加を。

たのかもしれないが、生活が変わり、思いも変わってき

考えている。できれば市内全域に広げていきたい。大変

んで受け入れてほしい。

たのか。先ほど、水神様について考える時期との話があ

だが、雪像作り、物作りの楽しさを知ってほしい。

ている。しかし地域ごとに作ることは難しい。このため

ちが横手を支えている』そんな思いになってもらいたい。

くら運動』が進められてきた。何かこのようなことをや
っていかなければいけない。

黒丸 小さくても雪の芸術やかまくら作りに挑戦して欲し
い。横手市民として歴史ある伝統行事に参加してほしい。

佐藤 梵天は今も地域の人たちが作っている。地域の思い
がこもっている。ここがかまくらと違う点。梵天の歴史
を学び、自分たちで守っていこうと話し合っている。だ
から伝統行事として残っている。

照井 梵天は、参加する団体や地域の人たちが作るものと
いう意識がある。

佐藤 いかに伝統行事を継承し、後継者を育て、地域の人
子どもたちにいかに引き継いでいくのか。今の大人は忙

がこの伝統の祭りをつないでいくのか。地域の人たちが
しすぎて、子どもたちに教えることができなくなった。

照井 梵天に夢中になっている『お祭りあんこ』はいるが
にも、重機がなくても、スコップ一つでかまくらを作り

かまくらは少ない。自分は少ない中の一人だが、皆さん
上げる技を知ってほしい。

黒丸 これだけ雪が降る地域なんだから、雪に触れて親し
雪像作りの楽しさを知っ
てほしい。そして、社会
や企業、学校が伝統行事
を理解し、気持ちよく送
り出してほしい。

黒丸 社会や企業、学校が伝統行事を理解し、気持ちよく
送り出してほしい。そして横手の元気印、将来を背負う

小さいかまくらでも良いので 年前から、『一戸一かま

もしれない。

ったが、なぜかまくらが作られたのかを考える時なのか

佐藤 現在のかまくら通りも住民の皆さんにとっては負担
が大きくなってきたのでは。観光化された当初は良かっ

下りて自宅に入るような状態で、かまくら作りでの雪の

佐藤 当時は、除雪車もなく雪の積もった道路から階段を

も雪が降るとワクワクするはず。

子どもたちは、あまり外で遊んでいないようだが、今で

ている。

照井 雪は自然に降ってくるものである。これは紛れもな
い事実。除排雪の問題で降ってくる雪が邪魔ものになっ

なったため、雪に対するとらえ方が変わってしまった。

まど型のかまくらを自分たちで作った。一生懸命作って

佐藤 私が子どもの頃は今のようなかまくらではなく、か

んでいたことを覚えている。

ようなかまくら。私も、いつもスコップを持って雪で遊

かし伝統行事というよりも子どもたちの遊びだった。

地のように遊んだ。水神様やろうそくは中にあった。し

かまくら委員長
照井 吉仁さん
雪の芸術委員長
黒丸 雄平さん
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梵天委員長
佐藤 賢一さん

かまくら関連 の イベント

◆金沢地区雪まつり

ミニかまくらを作ります。
日 時／２月13日 16:00～19:00
場 所／金沢小学校
問合せ／金沢公民館☎37-2111

◆横手かまくら灯りの回廊

◆イデハ茶屋

日 時／２月14日 18:00～
場 所／大森町川西地区の県道沿い
問合せ／川西公民館☎26-4150

2016年度から本格始動予定の、横手市民が自信を
持ってお勧めする“伝統的な手みやげ”認定ブランド
『IDEHA』。初年度認定グルメの試食＆販売をします｡
日 時／２月13～16日 10:00～21:00予定
場 所／こうじ庵
内 容／市内５蔵の地酒、焼きたて豆富カステラの
試食と販売、山科絵巻き実演・販売など
問合せ／横手商工会議所☎32-1170
イ

◆かまくら冬語り

日 時／２月14・15日 14:00～16:00
場 所／かまくら館
※詳細は市報よこて１月15日号『みでたんしぇ』で
ご確認ください。

ぼんでん

デ

ハ

各地域の行事

◆長太郎稲荷神社梵天祭

日 時／２月７日 11:00～12:00
場 所／長太郎稲荷神社（大雄・中島）
問合せ／大雄地域局大雄地域課☎52-3913

◆梵天コンクール

時／２月16日 ９:30～13:00頃
所／市役所本庁舎前

◆旭岡山神社梵天奉納祭
日
場

横 手 の 雪 ま つり

昔ながらのかまくらとレトロな建物の共演。お休
み処では温かい飲み物や特別メニューを提供します｡
日 時／２月13～16日
写真撮影／旅館平利、ゲストハウス平源、銘菓処木
村屋大町店、出羽印刷、銀の匙、にしき
茶屋、こうじ庵
お休み処／旅館平利､ ゲストハウス
平源(13~15日)､ こうじ
庵､銘菓処木村屋大町店
問合せ／横手商工会議所☎32-1170

どんな雪像が登場するかお楽しみに！
日 時／２月13～16日 18:00～21:00
場 所／横手市内一円

日
場

おざってたんしぇ

◆かまくらレトロ浪漫～ノスタルジーに浸る旅～

◆雪の芸術

日 時／２月18日 14:00頃～
場 所／金澤八幡宮鳥居前
問合せ／金沢公民館☎37-2111

◆増田梵天まつり

◆梨木水かぶり

時／２月21日 ９:30～12:00
所／増田町中七日町通り
商工会増田支所前駐車場～
三所神社
問合せ／蔵の駅☎45-5311
日
場

◆かまくら撮影会
日
場

時／２月13日 17:00～18:30
所／民家苑木戸五郎兵衛村(雄物川)

◆ミニかまくら
日
場

時／２月14～16日 18:00～21:00
所／蛇の崎川原
横手南小学校校庭(15・16日)

時／２月14・15日 ９:30～17:00
※ライトアップ16:00～20:00
物産販売18:00まで
場 所／民家苑木戸五郎兵衛村(雄物川)
主なイベント／
・餅や漬物等の振る舞い
９:30～17:00
・どんぶく体験、箱そり体験
10:00～17:00
・祝い餅つき
①10:30～②14:30～
・しめ飾り作り見学会(15日のみ)
10:00～16:00
問合せ／雄物川地域局雄物川地域課☎22-2111
日

上町の一部から中七日町通りの
街灯を消し、さまざまな灯りを使
ってまちなみを彩ります。
日 時／２月14日 16:00～19:00
場 所／増田町上町の一部～
中七日町通り
問合せ／蔵の駅☎45-5311
狙半内地域の沿道約10㌔の雪壁
に約3,000本のろうそくが灯り、
幻想的な世界へと導きます。
日 時／２月13･14日18:00～21:00
場 所／増田町狙半内地域
問合せ／狙半内地域センター
☎45-9020

◆金澤八幡宮ぼんでん

かまくらのイベント

◆かまくら in 木戸五郎兵衛村2016

◆増田のまちあかり

◆元祖さるはんない幻灯

時／２月17日 10:00～13:00頃
所／市役所本庁舎前～旭岡山神社

詳しくは各問い合わせ先､または (一社)横手市観光協会☎33-7111 までどうぞ。

下帯姿の若者たちが、沿道に用意された水をかぶ
り、五穀豊穣、悪疫退散を祈願します。
日 時／２月21日 ８:30～10:30
場 所／梨木愛宕神社（十文字）
問合せ／十文字地域局十文字地域課☎42-5119

バス運行情
ご覧くださ 報を
い

◆かまくら

～子どもたちが餅や甘酒を用意して
バス
お出迎えします～
日 時／２月13～16日 18:00～21:00
場 所／市役所本庁舎前道路公園、横手公園、羽黒
町武家屋敷通り、二葉町かまくら通り、よ
こてイーストほか
※13・14日は、市役所本庁舎前道路公園、
横手公園、よこてイーストの３会場のみ

バス運行情報

２/７(日)
かまくら撮影会
長太郎稲荷神社梵天祭 金沢地区雪まつり

２/14(日)

２/15(月)

灯りの回廊
増田のまちあかり

２/16(火)
梵天コンクール

ラブ♥かま・かまくら先取り体験・横手かまくら･ほっこり横丁・
2016 YOKOTE Fantastic KAMAKURA・雪の芸術・かまくらレトロ浪漫・イデハ茶屋
ミニかまくら作り体験・幻灯
かまくらin木戸五郎兵衛村2016・かまくら冬語り
ミニかまくら
かまくら（３会場）
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かまくら（全会場）

２/17(水)
旭岡山神社梵天奉納祭
２/18(木)
金澤八幡宮ぼんでん
２/21(日)
増田梵天まつり
梨木水かぶり

日
経

時／２月13・14日 17:40～21:00頃
路／水道庁舎前 ⇔ 横手公園

日
経

時／２月15・16日 17:40～21:00頃
路／水道庁舎前 ⇒ 横手南小学校 ⇒ 横手公園 ⇒
二葉町 ⇒ 水道庁舎前

◆かまくら先取り体験

時／２月13～16日 11:00～15:00(事前予約必要)
※16日は14:00～
※１時間単位の体験です。
場 所／市役所本庁舎前道路公園
料 金／１時間2,000円
※甘酒、餅、みかん等が付きます。
申込み／(一社)横手市観光協会☎33-7111
日

◆ミニかまくら作り体験
日
場

経

時／２月13・14日 ①11:00～②14:00～
（点灯17:00～）
所／光明寺公園内

◆横手かまくら・ほっこり横丁

～横手の食・特産品を集めた物産展を開催～
日 時／２月13～16日 10:00～21:00
場 所／かまくら館駐車場

◆2016 YOKOTE Fantastic KAMAKURA

with Immersive Shadow（光のかまくらアート）
～参加して楽しめるプロジェクションマッピング～
日 時／２月13～16日 18:00～21:00
場 所／市役所市民広場
バス

★木戸五郎兵衛村かまくら会場見学バス(片道200円)
日
経

時／２月13～15日 ９:00～21:00頃
２月16日 13:00～21:00頃
路／横手体育館前 ⇔ かまくら館

時／２月14・15日 ９:30～17:15頃
※出発時間はお問い合わせください。
路／市役所市民広場前 ⇔ 木戸五郎兵衛村(１日５往復)

★増田のまちなみ見学バス(片道200円)
日

★横手体育館臨時駐車場バス(無料)
日

かま

～ハート形の入り口をしたかまくらで
素敵なバレンタインデーを～
日 時／２月13～16日 18:00～21:00
場 所／よこてイースト、市役所市民広場

～かまくら会場等をバスで結びます～

★かまくら会場巡回バス(無料)
２/13(土)

◆ラブ

経

時／２月14日
【市役所市民広場前発】10:00、15:30
【増田の蔵入り口発】13:00、18:00
２月15日
【市役所市民広場前発】10:00、13:30
【増田の蔵入り口発】12:30､16:00
路／市役所市民広場前 ⇔ 増田の蔵入口(１日２往復)
市報よこて
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国保年金課

建築住宅課

ご存じですか？国民年金の前納で保険料が割引になります
【国民年金保険料について】
◎国民年金は、現役時代に月々の保険料を納める
ことにより、将来の生活を保障する年金として､
生涯にわたって受け取ることができます。
◎保険料は、納付書(現金)による納付のほかに、
口座振替、クレジットカード納付から選択する
ことができます。
◆割引額(平成27年度に前納した場合)
※平成28年度の割引額は２月下旬に決まります。
納付方法

口座振替

【前納制度について】
◎一定期間まとめて納付する前納は、保険料が割引さ
れる上、毎月保険料を納付する手間が省けます｡
◎口座振替、クレジットによる４月からの前納を希望
する方は、２月末までに各金融機関か大曲年金事務
所の窓口にてお申し込みください。
◎現金納付による前納を希望する方は、４月に送付さ
れる納付書により金融機関・郵便局・コンビニエン
スストアなどで納付してください。

クレジットカード

納付書(現金)

２年前納

15,360円割引

＿

＿

１年前納

3,920円割引

3,320円割引

3,320円割引

６カ月前納

1,060円割引

760円割引

760円割引

当月末振替（早割）

50円割引

＿

＿

手続きに必要なもの

年金手帳、金融
機関への届出印､
口座番号が分か
るもの

備

考

４月～翌々年３月分
４月～翌年３月分
４月～９月分または10月～翌年３月分

納付期限よりも１カ月早く振替

年金手帳､認印、 納付書
クレジットカー
ド（カード名義
人の署名が必要)

【問合せ】市市民生活部国保年金課（本庁舎内）☎35-2186 または、大曲年金事務所☎0187-63-2296

財産経営課

飲料等自動販売機設置事業者を募集します

ＨＰページ番号／000008365

市の施設に自動販売機を設置する事業者を募集します。事業者については入札で決定し､貸付契約をします。
◆入札日時／３月２日(水)午後１時30分
◆入札場所／市役所条里北庁舎３階屋内訓練場
◆貸付期間／４月１日～平成31年３月31日
◆貸付料／市が設定する予定価格以上で、最高の
入札価格を貸付料とします。
◆申込期限／２月19日(金)
※必要書類を市総合政策部財産経営課に持参して
ください。参加資格や注意事項、提出書類につ
いては、市ホームページで確認してください。

◆貸付物件／①本庁舎(１カ所) ②水道庁舎(１カ所)
③十文字庁舎(１カ所) ④大森庁舎(２カ所) ⑤大
森地域局道路管理センター(１カ所) ⑥ゆっぷる(５
カ所) ⑦白山体育館(１カ所) ⑧大森子どもと老人
のふれあいセンター(１カ所) ⑨幸福会館(１カ所)
⑩大森コミュニティ交流センター(１カ所) ⑪平鹿
防災センター(１カ所)
◆問合せ／市総合政策部財産経営課（条里北庁舎内）
☎35 - 2168

観光おもてなし課

横手市観光ポスターのデザインが決まりました
全国から応募のあった作品の中から、横手市内各地の素敵な写真が満載の
『横手 満喫｡(まるごと横手)』が最優秀賞に選ばれました。
最優秀賞の作品(右)は、横手市観光ポスターとして、県内外の道の駅や自
治体などが管理する施設などに掲示し、横手をＰＲしていきます｡
【審査結果】
・最優秀賞 髙橋富男さん(雄物川) 作品名『横手 満喫｡(まるごと横手)』
・優 秀 賞 佐藤義美さん(横手) 作品名『空から見た横手』
・優 秀 賞 小笠原豊さん(横手) 作品名『四季彩祭』
◆問合せ／市商工観光部観光おもてなし課(よこてイースト内）☎32 - 2118
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市営・県営住宅の入居者募集
◆入居条件／公営住宅法等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・３月14日(月)以降
県営住宅・３月14日(月)以降
◆申込期間／市営住宅・２月１日(月)～10日(水)
県営住宅・２月１日(月)～15日(月)
※土日祝日を除く
◆単身申込みが可能な住宅／
市営住宅・第二道川団地、大雄東団地
特定西野団地、南相野々住宅
県営住宅・朝日が丘住宅、吉沢住宅
※条件等、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)・３ＬＤＫ
２ 長屋(２階建)・３Ｋ

農業振興課

ＨＰページ番号／000007238

◆《市営住宅》①公営住宅
地域名
横 手

名

称

間取り等

３ 共同(３階建)・２ＤＫ
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
南朝日が丘住宅

増 田 月山団地
第二道川団地
諏訪野団地
平 鹿
五十田団地
醍醐団地
雄物川

戸数

今宿第三団地
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

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

十文字 旭団地

７ 共同(３階建)・３ＬＤＫ
１ 共同(２階建)・２ＬＤＫ

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）
平 鹿 五十田団地
２ １戸建(平屋)・３ＬＤＫ
雄 特定西野住宅(洋室) ３ 共同(３階建)・１ＬＤＫ
大 森
③定住促進住宅
山 内 南相野々住宅

１ １戸建(２階建)・２ＬＤＫ

大雄地域課

平成29年度に農地に住宅建築などを
行う場合の手続きについて
ＨＰページ番号／000020150

市が定める計画(農振計画)で農用地区域とされて
いる土地に家を建てたり、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）を市に申し出する必要があります。
平成28年度の農振除外申し出については、農振計
画の見直し作業のため受け付けを一時中断します。
平成29年度上半期に住宅建築などを行うため農振
除外が必要な場合は、申し出を受け付けます。申出
期限までに事前協議期間を設けますので、事前に担
当窓口へご相談ください。
◆受付場所／各地域局地域課産業建設係（横手地域
は市農林部農業振興課）
◆事前協議期間／３月１日(火)～
◆申出期限／４月28日(木)
※内容により除外できない場合があります。
※農地に農作業小屋などを建築するために手続きが
必要な場合は、７月まで受け付ける予定です。
◆農振計画変更日／平成29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

『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
◆公売備品(一式)
物 件 名

ＨＰページ番号／000020338
数量

備

考

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

※左記物件は一式で
の売却です。
※最低売却価格は設
定しますが、公表
はしません。

◆現地説明会／２月16日(火)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／２月16日(火)～２月29日(月)
◆入札日／３月２日(水)午後１時30分～
※売対象物品落札後の修理の要望や、返品の対
応はいたしません。
※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／大雄地域局大雄地域課
☎52 - 3913
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次の条例の一部改正(案)について意見募集（パブリッ
クコメント)していますので、ご意見をお寄せください｡
●意見募集する条例の一部改正(案)／横手市指定地域密
着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
を定める条例等の一部改正(案) ●募集期限／２月18日
(木)必着 ●資料閲覧場所／本庁舎(高齢ふれあい課)、
条里南庁舎、各地域局市民サービス課 ●提出方法／意
見提出用紙により、各閲覧場所に設置する意見回収箱へ
の投函、高齢ふれあい課への持参、郵便、ファクス、電
子メールのいずれかで提出してください※詳細は市ホー
ムページまたは、市役所各窓口に設置している実施要領
をご覧ください
【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課☎35-2134

横手市水道事業ビジョン（案）への
ご意見を募集します

募集

安全な水道水をより強靭な水道施設で持続的に供給す
るため、今後の水道事業での理想像を明確化する横手市
水道事業ビジョンの策定作業を行っています。ビジョン
策定の参考とするため、案に対する皆さんのご意見をぜ
ひお寄せください。
●募集期間／２月５日(金)～25日(木) ●水道ビジョン
(案)の閲覧方法／水道課、または各地域局の地域課で閲
覧するか、市ホームページからダウンロードしてご覧く
ださい ●提出方法／水道課、または各地域局の地域課
に用意している意見提出用紙により、各地域局の地域課
に提出するか、水道課へ郵送、ファクス、電子メール、
持参のいずれかの方法でお願いします。用紙は市ホーム
ページからもダウンロードできます
【問合せ】市上下水道部下水道課☎35-2252 32-4033
ｓｕ
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心の健康づくり相談会（事前予約制）

相談

さまざまな悩みに、専門のカウンセラーが相談に応じ
ます。相談は無料で、秘密は厳守されます。
●日時／２月20日(土)､３月12日(土)午前10時～午後３時
●場所／南部ハーモニープラザ（神明町１－９）
【問合せ】（一社）日本産業カウンセラー協会東北支部
秋田県運営部☎080-1694-0764
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秋田ノーザンハピネッツ
『ホームゲーム第８節 群馬戦！』

秋田ノーザンハピネッツのホームゲームが、横手市で
開催されます。今シリーズは群馬クレインサンダーズを
迎えて対戦します。ぜひ会場で応援しましょう。
●日時／２月13日(土)・14日(日)
午前11時30分開場、午後２時開始
●入場料(前売券)／一般1,800円､
高校生以下800円※２階自由席
●チケット／市内各コンビニ（全
席取扱い)､増田･横手体育館他(２
階自由席のみ取扱い）
●その他／詳しくは、ハピネッツ
ホームページをご覧ください
【場所・問合せ】増田体育館
©AKITA NORTHERN HAPPINETS / bj-league
☎45-3660
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講座

市女性センター『受講者募集』

◎主催講座『春のお祝い郷土料理教室』
●日時／２月24日(水)午前10時～午後０時30分 ●参加
費／500円程度(材料代) ●定員／16人(応募多数の場合
は抽選) ●講師／菅妙子氏 ●申込期限／２月12日(金)
◎主催講座『即戦力アップ！接遇マナー講座』
『窓口対応』や『電話対応』、『お茶出し』など、即時実
践できる接遇研修を受講してみませんか？特に事務補助
などのパート職や春から就職する方必見！職場研修を受
けるまでの間に役立つ内容です。
●日時／３月８日(火)、15日(火)午後２時～４時
●定員／20人 ●申込期限／２月29日(月)
●その他／参加費等詳細は受講決定後にお知らせします
≪共通事項≫ ●託児／あり※要申込
●申込受付時間／午前９時～午後５時※平日のみ
【場所・申込み・問合せ】市女性センター☎33-3995

講座

ビジネスアプリ徹底活用セミナー

業務の効率化を図るために作られたビジネスアプリを
スマートフォン、タブレットを使って活用してみましょ
う。また、今さら人には聞けないスマートフォン、タブ
レットの『い・ろ・は』について解説いたします。
●日時／３月５日(土)午前10時～午後４時 ●場所／Ｙ2
ぷらざ３階※受講無料 ●対象／①横手市民で市内の事
業所に勤務している方 ②スマートフォンまたはタブレ
ット（ｉＯＳまたはＡｎｄｒ
ｏ
ｉ
ｄ搭載機器）をセミナー当日持参
できる方(当日はWi-Fi環境を整備しております）●定員
／10人 ●講師／モノクロ㈱佐藤和真氏 ●内容／(午前)
今さら聞けない！スマホ、タブレットの『い・ろ・は』
(午後)業務を効率化できる無料のビジネスアプリ紹介、
およびビジネスでの徹底活用方法 ●申込方法／市ホー
ムページ(ページ番号000020738）から申込書をダウンロ
ードして申し込みください
【申込み】市商工観光部商工労働課☎32-2115
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／３月22日(火)～６月21日(火)午前９時～午後３
時50分※土日・祝日は休み ●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※３月１日(火)午後１時からの面接
等で選考 ●申込期限／２月24日(水) ●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
【申込み】ハローワーク横手☎32-1165
募集

横手地域の学童保育の補助員を
募集しています

学童保育の補助をしていただける心身ともに健康な方
を募集しています｡興味のある方はお問い合わせください｡
●従事場所／横手地域の学童保育施設 ●従事時間／平
日、土曜日の午前７時30分～午後７時のうち２～７時間
(相談して決定) ●必要資格／特になし（条件を満たせ
ば、放課後児童支援員の資格が取得できます）
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎32-2426

催し

後三年合戦金沢資料館特別展 『清原時代の

ほとけたち～黒仏と観音寺十二神将～』

清原氏の活躍した平安時代の仏像の特別展示を行って
います｡いずれの仏像も横手市内の仏堂に大切に安置され
てきたもので､この度､ご住職のご配慮で特別に展示させ
ていただいております｡平安時代の仏像がそろって見られ
るまたとない機会です。ご来館をお待ちしております。
●期間／３月13日(日)まで※午前９時～午後５時
●入場料／100円
※常設展示もご覧いただけます
●主な展示物／
ば さ ら だいしょう

観音寺／伐折羅大将など

あ み だ にょらい ざ ぞう

桂徳寺／阿弥陀如来坐像など
◎記念特別講話
（桂徳寺・桂川正見氏）
『浄土に映る私達人間の世界』
●日時／２月20日(土)
午後１時30分～
【場所･問合せ】後三年合戦金沢
資料館☎37-3510

催し

よこてイーストイベント情報

よこてイーストでは、年間を通してたくさんの皆さん
に楽しんでいただけるイベントを実施しています。
◎２月の『よこいち。』
フリーマーケットを開催します。
●日時／２月21日(日)午前10時～午後４時
●場所／Ｙ2ぷらざ
【問合せ】よこてイースト管理事務所☎38-8851

講座

市子育て支援センター情報

◎わたし力UP！講座『ひっつみ汁を作ってみよう！』
●日時／２月22日(月)午前10時30分～11時30分※受付開
始10時15分 ●参加費／１家族100円 ●対象／未就園児
親子※親のみ参加も可 ●定員／20組程度
●持ち物／エプロン、三角巾、お手拭き
◎プレママデー『赤ちゃんの救命講座』
赤ちゃんの突然のケガや事故に備えて、事故防止のポ
イントを学んでみませんか？お気軽にご参加ください。
●日時／２月23日(火)午前10時15分～11時45分※受付開
始10時 ●参加費／無料 ●対象／妊婦さん
●定員／10人※託児あり(要申込）
≪共通事項≫
●場所／Ｙ2ぷらざ２階児童センター
●申込期限／２月19日(金)
【申込み】市子育て支援センター☎32-2426

講座

インフォメーション

インフォメーション

介護保険関係条例の一部改正（案）
へのご意見を募集しています

募集

朝倉公民館主催講座『籐かご作り教室』
～手提げかごを作ります～

●日時／３月３日(木)午前10時～午後３時30分 ●場所
／あさくら館 ●参加費／1,000円 ●定員／先着10人
●持ち物／筆記用具、定規またはメジャー、花ばさみ、
目打ち、バスタオル、エプロン、昼食、飲み物
●申込期間／２月２日(火)～17日(水）
【申込み】朝倉公民館☎35-2138

お知
らせ

市内スキー場情報

市のホームページ(ページ番号000019097）でスキー場
情報を随時更新しておりますので、市ホームページトッ
プ『スポーツ立市よこて』バナーをクリックしてご確認
ください。
【問合せ】市まちづくり推進部スポーツ振興課☎35-2173
お知
らせ

本庁舎周辺来客用駐車場
夜間～早朝の駐車はお控えください

閉庁後の市役所本庁舎周辺の来客用駐車場は、市民の
皆さんに開放していますが、夜間～早朝の長時間駐車は
禁止しています。
特に、冬期間は、早朝や休日の
除雪作業の妨げとなります。
ご理解とご協力をお願いします。
【問合せ】市総務部総務課☎35-2161
お知
らせ

水道料金・下水道使用料等の口座振替
の手続き変更のお知らせ

市内の異なる地域へ転居される場合、水道料金・下水
道使用料等の口座振替の変更手続きをお願いしておりま
したが、２月から『口座振替依頼書』の様式等変更に伴
い、市内転居の際の変更手続きは不要になります。
すでに口座振替をご利用いただいている方については､
この変更に伴う手続きはありません。
【問合せ】市上下水道部経営管理課☎35-2251
お知
らせ

安全な雪下ろしのため
『雪下ろし用具』を無料で貸出します！

雪下ろし中の屋根からの転落事故を防止し、安全な雪
下ろしを行っていただくため、市民の皆さんを対象に雪
下ろし用具を無料で貸出します。
●貸出用具／ヘルメット､安全帯､
カラビナ､ロープ
●貸出場所／横手消防署および
各分署
【問合せ】市消防本部警防課
☎32-1246、または消防署､各分署
お知
らせ

『人・農地プラン』の見直しに向けた
地域の話し合いを開催します

担い手を志す方､新規就農予定の方､農地中間管理機構
に農地の貸し借りをお考えの方はぜひご参加ください｡
●開催期日・場所／
横手地域 ２月12日(金)･旭ふれあい館
増田地域 ２月15日(月)･増田地区多目的研修センター
十文字地域 ２月16日(火)･十文字西地区館
平鹿地域 ２月17日(水)･平鹿地域局
大森地域 ２月18日(木)･大森コミュニティセンター
雄物川地域 ２月19日(金)･雄物川コミュニティセンター
山内地域 ２月22日(月)･山内公民館
大雄地域 ２月23日(火)･農業団地センター
●時間／いずれの会場も午後２時～
【問合せ】市農林部農業振興課☎32-2112

市報よこて

2016.2.1

12

さんな

い保育

）白組

平鹿
下鍋倉保育所（

道オペラパーク』で初めて開催した出前かまくらの開

た い き ょく か ん

食と農からのまちづくり

会セレモニーに出席しました。子どもたちがかまくら
を見て触れて楽しむ姿に、雪は自然がくれた『贈り物』

第５回

横手市長◆髙橋

大

私は、経済学者シュンペーター が提唱した『イノ
※

ベーション(革新)』という言葉が好きです。この言葉

前かまくらは、横手市観光親善大使の佐藤博文さんが
れています。
これからも、横手
市のために頑張って

み出すという意味が含まれています。
市長に就任して３年目を迎えましたが、横手市の方

くれている方々のご

向性をさまざまな角度から検討し、今ある資源や人材

縁を大事に、全国へ

をうまく結合させることで、大きな効果を生み出せる

横手市の魅力を発信

ような政策を展開させていきたいと思います。

していきたいと思い

さて、１月９日には大阪府大東市『ポップタウン住

横手市観光親善大使と
出前かまくら会場にて

本名はヨーゼフ・アロイス・シュンペーター。1883年、オーストリア・ハンガリー帝国（後のチェコ）モラヴィア生
まれで、マルクス、ケインズなどと並ぶ著名な経済学者です。古い非効率な経済は破壊され、効率的で新しい経済発展
が生じるという、資本主義における経済発展の本質である『創造的破壊』を提唱し、持続的な経済発展のためには、絶
えず新たなイノベーションで創造的破壊を進めることが重要であると説きました。

～横手かまくらエフエム情報(２月)～

横手の『雪まつり情報』は横手かまくらＦＭで
かまくら、ぼんでんの直前情報、初開催の 『2016 YOKOTE Fantastic
KAMAKURA with Immersive Shadow(光のかまくらアート)』､『増田の
まちあかり』などのイベント情報をお知らせします。
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大豆
ＪＡ秋田ふるさと大豆生産部会
部会長・伊藤一男さん(横手)

のり子さんちの 納豆汁

※シュンペーター

市防災ラジオ試験放送日
毎月第２水曜日11：45から正午の間に、
緊急放送の試験放送を実施しています。
【次回の放送は２月10日(水)です】

手）くま組
横手幼児園（横

り組

9月13日に十文字地域で行われた避難訓練--

ます。

【放送日】２月13日(土)・14日(日)午後４時～６時
見どころをご紹介するインタビューのほか、
シャトルバスなどの交通情報も発信します！

）ひまわ

大豆には、さまざまな栄養素が豊富に含まれ、植物の
中では唯一肉に匹敵するだけのタンパク質を含む特徴か
ら、『畑の肉』とも呼ばれています。豆腐・味噌・納豆は
大豆から作られており、横手の郷土食には欠かせない食
材です。今年の節分には、横手産のおいしい大豆を煎っ
て、福を招きましょう。

プロデュースしてく

には『新結合』という、新たな組み合わせで価値を生

『雪まつり情報』特別番組

【今月の紹介者】

であるとあらためて感じたところです。関西圏での出

園（山内

○だし汁…1,500㏄ ○戻しぜんまい…100ｇ
○里芋…200g ○わらび…80ｇ ○沢もた
し…100ｇ ○油揚げ…１枚 ○木綿豆腐…
100ｇ ○板こんにゃく…100ｇ ○納豆…
80ｇ ○味噌…70ｇ ○刻み長ねぎ…適宜
※里芋は皮をむいて生のまま冷凍しておい
たもの、わらびと沢もたしは塩漬け、ぜ
んまいは干して保存していたものを使用

食事バランスガイド
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 132kcal
○たんぱく質 9.1g
○脂質 5.7g
○食塩相当量 1.4g
栄養士さんからひとこと

納豆にはカルシウムやビ
タミンなど、体に必要な
栄養素がバランス
よく豊富に含ま
れています。

▼材料(６人分)

▼作り方
【レシピ紹介者】
佐藤のり子さん（山内)

横手市食生活改善推進協議会
（山内支部）

旬の時期に収穫した里芋､
山菜、きのこを保存して、
冬場に食べています。我が
家ではミキサーを使って納
豆汁を簡単に仕上げます。

①里芋、木綿豆腐、板こんにゃく、油揚げ
は２㌢角切りにする。わらびとぜんまい
は２㌢の長さに切る。
②鍋にだし汁1000㏄と里芋を入れて火にか
けて煮る。やわらかくなったら①のほか
の材料も加える。
③ひと煮立ちしたら②に味噌を溶き入れる｡
④だし汁500㏄と納豆をミキサーにかけて､
②に加える。
⑤お椀に盛り、刻み長ねぎをちらして完成｡

下鍋倉

保育所（

平鹿）白
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■三助稲荷神社梵天奉納

12月22日､ＪＲ横手駅の東西自由通路『こ
ころ～ど』を会場によこてエキコンが開催
されました。改札口付近の特設ステージで
は、園児による歌や音楽家のライブなどが
披露され、駅の利用者は、響き渡る音楽に
足を止めて聞き入っていました。

ふるさとへの思いをこめて演奏

熱 い気持ちをボールに込めて

首都圏在住の横手市出身者などで組織し
ているアマチュアジャズバンド『ヨコテヒ
ーローズ』が、12月に東京都でチャリティ
ーコンサートを開催しました。その会場で
集めた募金は､〝学校図書の充実に〟と市教
育委員会に寄付されました。

年の初めに筆走る
厳寒に耐え、無病息災祈願
市報よこて

大森町袴形地区の三助稲荷神社で１月３日、県内で
最も早い梵天奉納が行われました。
拝殿では、参加した地元住民が威勢よく梵天を奉納
し、家内安泰などを祈願。また、奉納に先立って開催
されたぼんでん発表会では、趣向を凝らした梵天11本
が立ち並び、活気あふれる会場を彩りました。

雪が舞う中での分列行進
（山内消防団）

第４回チャンピオンズカップ横手

東北各県の新人大会の成績上位校、男女24チームが出
場する東北中学校新人バスケットボール大会が１月９日
から11日まで開催されました。横手市からは、横手明峰
中（男子）と横手南中（女子）が出場。日々の練習で培
われた力と気持ちを込めてボールを前へ運びました｡

地域の防火防災の決意新たに
■横手市消防出初式

１月６日、境町公民館で金沢･黒川･境町
３地区交流書初め大会が開催されました。
４月に統合となる小学校の交流を目的に、
３地区の公民館が主催。一般を含む約50人
の参加者は、新年早々真剣な表情で課題と
向き合い、練習した成果を披露しました｡
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ニュース＆トピックス

横手駅にさらなるにぎわい

ニュース＆トピックス

新春に活気が満ちる

１月７日夜、雄物川町二井山地区の湯殿
山神社で、400年以上続く伝統行事・裸参り
が行われました。雪がちらつく寒空の下、
下帯姿で訪れた男衆は、湧き水を浴びて体
を清めた後、本殿で五穀豊穣や家内安全な
どを願いました。

2016.2.1

今年一年の無火災と地域の安全を誓う、新春恒例の
横手市消防出初式が１月４日から６日にかけて、市内
８地域で行われました。参加した消防団員は寒空の中
を堂々の分列行進。続いて行われた式典では、長年勤
続された団員などに対して表彰状が贈られました。

思い出いっぱい ありがとう金沢小
■金沢小学校閉校式典

136年の歴史を持つ金沢小学校の閉校式典が、12月19
日に同校で行われました。式では、吉田校長が「金沢
小の伝統と誇りをこれからも大切に」とあいさつ。ま
た、全校児童63人がステージ前で、地区に伝わる梵天
唄の披露や、金沢小への感謝の気持ちを発表しました｡
４月からは、金沢・黒川・境町小の３校が統合し、
横手北小学校として開校します。

教職の夢に向かって前進

宣言内容を『形』に

１月４日から８日の５日間、高校生や大学生が教育
実習を体験する『教育ミニミニ実習』が、横手北中学
校を会場に行われました。
秋田大学横手分校が実施しているこの事業は、教職
を目指す学生や高校生に体験の場を提供し、夢の実現
への一歩としてもらうことを目的としています。
最終日には40分の実習授業が行われ、大学生３人と
高校生13人は、中学生との交流を深めながら、自ら設
定した学習指導案に沿って授業を展開していました。

市内８つの中学校生徒会が組織する『Ｙ８サミット』
は、快適な学校生活の創造に向けて話し合いを重ねて
います。昨年度は、いじめなどをなくすための『横手
市中学校創快宣言』が､同議会で提案・可決されました｡
12月22日に開催された同議会では、各校がこの宣言
の４つの柱『認め合い』
『感謝』
『あいさつ』
『つながり』
について実践内容を報告。それを受けて５人の市議会
議員が質問を投げかけ、中学生たちは、今後の活動の
発展に向けて懸命に答弁を行いました。

■教育ミニミニ実習

■Ｙ８サミット創快横手市議会(中学生議会)
ワイエイト

市報よこて
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～各分野で活躍された皆さんをご紹介します～

第10回読書に関する作品コンクール

■所在地
■創 業
■社 長
■従業員
■電話番号

ひ と こ と！！

服には人を明るくする力が
ョンを楽しんでもらうことで､

と！！
社員のひとこ

丁寧に教えてもら
える環境の中で、き
ちんと自分で考えな
がら仕事を進めるこ
とで、技術を身に付
けています。わから
ないことがあったら
積極的に聞いていま
大隅麻弥
さん
・
高橋有羽
さん
高橋 舞さん
す!(^^)!。
（平成27年入社）
（平成27年入社）

横手全体を明るく盛り上げて
いきたいですね。
工場長

柴田 善己さん

第43回バトントワーリング全国大会

イ
テ ッ ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

今回は、自動車シートの製造を行う㈱

ヌ

Ｎui Ｔｅｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにお
勤めの洋介さんにインタビューしました。

一昨年の 月にグループ会社の
㈱タチエスから出向し、新車種の
生産立ち上げや技術習得のため勉
強に励む洋介さん。
「実際にミシン
を操作する現場での仕事は、新し
い発見が多く、毎日が新鮮で楽し
いです。向こうに戻ってからは、
会社の縫製部門を引っ張っていけ
ればと思います」と語る姿からは
仕事に対する前向きな姿と充実ぶ
りが伝ってきました。
埼玉県所沢市出身の洋介さんに
横手の感想を尋ねると「親切な人
が多く、初めて会った人からも話
しかけてもらえます。山が近くに
あり、自然の中をドライブできる
ことがいいですね」と話してくれ
ました。
◆中・高校生へのメッセージ
何をやるにしても楽しむ心を忘
れないで、いろんなことを経験し
ていきましょう。

第24回全国小学生作文
コンクール『わたしたち
のまちのおまわりさん』

◆優秀賞（高学年の部）

いわた

ようすけ

岩田 洋介さん

佐々木

柚芽さん
（雄物川小６年）

（26歳･横手）

広告
2016.2.1

第59回秋田県
中学校スキー大会
◆第１位（女子大回転）
【全国大会出場】

山石

真央さん
(横手北中３年）

〝ほら話〞で初笑い

【小学校の部 バトン編成】
銀賞 十文字第一小学校バトン部

10

市報よこて

第10回読書に関する作品コンクールの入賞者表
彰式が、１月12日、条里南庁舎で行われました。
文章・短文・絵画部門への応募総数3,775点の中
から、以下の４人が特選に選ばれ表彰を受けまし
た。入賞者の作品は､市ホームページ(ページ番号
000020793）からご覧いただけます。
【文章部門】高橋 悠吾さん(旭小学校３年）
【短文部門】箕浦 宮子さん(一般）
今田 保雄さん(一般)
【絵画部門】藤原 亮平さん
(横手養護学校高等部２年）

あります。皆さんにファッシ

職場の様子

19

(左から)今田さん、佐越図書館課長、高橋さん、伊藤
教育長、箕浦さん、柴田教育総務部長、藤原さん

たいまつに願いを込めて

工場長さんの

㈱ヴァルモード

新入

横手市朝日が丘三丁目27-25
昭和63年12月
ディーター・ハーベル
77人(平成28年1月現在)
0182-32-8677

ニュース＆トピックス

受賞をたたえて

念仏を唱えて無病息災

若者情報部

フランス発祥のアパレルブランド『ラコステ』のカ
ジュアルウェアなどを製造している、国内随一の拠
点が㈱ヴァルモードです。工場長の柴田さんは｢‶エ
レガントなスポーツカジュアル"をモットーに、ブラ
ンドの伝統と高い縫製技術を駆使して、高品質の洋
服を生み出しています｣と力強く話してくれました｡
ラコステの真髄は製造現場にあるとして、製造に
携わらない親会社の販売担当者の研修も受け入れて
おり、製品への理解と販売数向上を図っ
ています。また、スヌーピーとのコ
ラボ製品を手掛けるなど、世界
で活躍する企業です。

１月11日、山内南郷・三ツ屋地区で、200年
程の歴史をもつ伝統行事『百万遍念仏講』が行
われました。地区の３カ所の入り口で、長さ
約10㍍の大きな数珠を、住民が輪になって回
しながら念仏を繰り返し唱えます｡ 参加者は､
今年1年の無病息災を祈りました。

１月15日、平鹿町醍醐の上醍醐と金屋の両
地区で､江戸時代から300年以上続くたいまつ
焼きが行われました。女性は参加できない伝
統のこの行事。集まった地域の男性らが、一
年の健康と豊作を願ってたいまつに火を付け
ると、醍醐の空は幻想的に彩られました。

１月16日、第24回銀河系宇宙ほらふき決勝
大会が雄物川コミュニティセンターで開催さ
れました。市内外から集まった10組が、ほら
話の面白さなどを競い合い、会場は大きな笑
に包まれました。大賞には、健康づくりにつ
いて語った辻田与五郎さんが輝きました。

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。
。朝食前の気分
去る11月23日、まだ辺りは暗い早朝
、平安の風わ
５分
転換にとドライブをした。走ること
お気に入りの場所
たる公園まで来ていた。私の一番の
雪に覆われて沼に
である。以前、太鼓橋がふんわりと
んでいる姿に思わ
つ並
が３
その姿が写し出され、太鼓
いたのがきっかけ
ずシャッターを切り、それを絵に描
ている家族連れも
だった。キャンピングカーでこられ
時間を満喫してい
おり、自然の良さや美しさ、流れる
。
きた
る様子をうかがうことがで
（夢追蛍さん・横手）

横手市の名所旧跡を歩くのが、とても興味あります
。地元に居ながら知らなかった事が多々ありました。
来年も挑戦！『文化芸術祭』はとても楽しみにしてお
ります。特に十文字町は祭りが近くなると、いつも文
化センターのどこかの部屋から練習音が聞こえてきま
す。楽しい日々が続いてるのがわかります。
（ＹＯＲＯＫＯＢＵＫＯさん・十文字）
●12月27日から孫たちが年末の帰
省で遊びに来てくれました。それ
までは雪も降らずにいい天気だっ
たのに一気に雪景色に。孫たちに
は嬉しい雪だったようで、元気に
遊んでいました。
（岩ちゃんさん・十文字）
●とうとうやって来ました、白き
物。最初から吹雪の雪かきは体に
こたえた。去年までは運動運動と
思いやってきたが、徐々に慣れる
しかない。私も気合だぁ‼
（家守さん・十文字）

大人向け

子どもがひきこもりに
なりかけたら
上大岡トメ 著

※12/16～１/15到着分掲載

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

子どもの将来を心配して、つい
自分の価値観を押し付けてしまう
ことは親ならよくあるのでは。本
書は、ニート・ひきこもりの子を
もつ親の会『結』の事例をマンガ
で紹介。日ごろのわが子への接し
方を見直すきっかけになるかも。

年が明けて、初めて手にし
た市報。やっと、私の一
つの願いがかない、清々し
さを感じました。『石坂洋
次郎と横手』新春特集です
。地元に文学記念館があり
ながら、行かずじまいを胸
にくゆらせていました。山
と川のある美しき町が今も
そのままである事を彼に伝
え、これからも、石坂文学
と、この風景を心の糧とし
て生きたいと思います。

こども向け

子犬工場
いのちが商品にされる場所
大岳美帆 著
ＷＡＶＥ出版

本書を読んで初めに出てくるのは
悪質なブリーダーによって、まるで
工場のようにぼろぼろになるまで子
犬を生まされた繁殖犬カヤの写真。
涙なしでは読めない現実に、命とは
何かを考えさせられます。

（雪だるまさん・横手）

新着図書の紹介
今月の

・母がおカネをかくします。／吉川浩 編
・探検！東京国立博物館／藤森照信・山口晃
・戦争と諜報外交 杉原千畝たちの時代／白石仁章
・あしをなくしたウミガメ悠ちゃん／中谷詩子
・失われたものたちの本
／ジョン・コナリー 著 田内志文 訳
・マチュ・ピチュのひみつ／スザンヌ・ガーブ 著
リンダ・オルソン 指導 六耀社編集部 編訳
・カイロ団長／宮沢賢治
・スモーキー山脈からの手紙
／バーバラ・オコーナー 作 こだまともこ 訳
・くれよんがおれたとき／かさいまり 作 北村裕花 絵

読者プレゼント
横手ヴァイナリー

大沢葡萄
プレミアムジュース
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
一般社団法人

横手市観光協会

☎33-7111

◎しめきり
２月25日（当日消印有効）

むのたけじ氏講演会ＤＶＤ

◎賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

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。
（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

今月のおすすめ図書

終戦後70年もなりますが、今も時々夢を見ます。戦
争中の生活を思えば今でも心に残っております。今は
お金さえあれば何でも買える時代です。私たちの若い
時代は食料不足でしたから、特に初年兵で入隊した時
は10キロもやせて、歩くにも大変苦労しました。何時
も思っていることは、二度と戦争はあってはなりませ
ん。本当に平和のありがたさを心から感じております
。
（藤田さん・横手）

●新年に花火が上がって、平和の
幕明けだと感動しました。正月と
いうことで息子、娘、孫たちが遊
びに来て大変にぎやかでした。来
年も良い正月を迎えられるよう頑
張ろうと思います。認知症になら
ないよう、いろいろな事に挑戦し
ようと思っています。冬のスター
である除雪車も来てくれるし、平
和に守られているなと思い感激し
ています。お体に気を付けて、お
願いします。
（グリーンさん・増田）

蔵書検索

〒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

平成27年10月13日に横手市で行われた、むのたけじ
氏講演会『ふたつの世紀を横手に生きて』のＤＶＤを
横手図書館で貸出しします。週刊たいまつを発行して
いたむのたけじ氏の横手に対する思いをご覧ください｡
※ＤＶＤは破損の恐れがあり、図書館間の送付ができ
ないため、貸出しは横手図書館のみとなります。ご
了承願います。

※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。

２月のおはなし会
時間：30～60分程度
・２月13日(土)午前10時30分～／十文字
・２月14日(日)午前10時30分～／横手
・２月20日(土)午前10時30分～／増田
・２月21日(日)午前10時30分～／雄物川・大森
・２月27日(土)午後２時30分～／平鹿

［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 ………………

※２月１日～20日

２月１･３･10･17日
２月１･８･15日
２月１～５･９･16日
２月１･３･10･17日
２月１･２･９･16日
２月１･３･10･15～19日
２月６･７･11･13･14･20日
２月11日

ゼッケンナンバー、スポ少などの
名入れを一枚から承ります！
広告

21

市報よこて

2016.2.1

広告
市報よこて

2016.2.1

20

3

木

4

5

金

7

日

▼

▼

▼

▼

▼

第２回横手市民スキー大会クロスカ 長太郎稲荷神社梵天祭
11：00～､詳細は9ページ
ントリー競技
8：30～､赤坂総合公園特設コース 多文化共生事業講演会
横手市入学おめでとう大会
13：00～､Ｙ2ぷらざ
13：30～､横手市民会館
ひな人形展 お茶会『梅の会』
13：00～､雄物川郷土資料館
▼

▼

▼

～14日、
10：00～、
道の駅さんない

▼

金澤八幡宮ぼんでん
14：00頃～､詳細は9ページ

25

19

◎あきた十文字映画祭
期間／２月19日(金)～21日(日)
時間／19日(金)14：00～
20日(土) 11：00～
21日(日) 9：40～
場所／十文字文化センター

26

20

21

第８回横手市民スキー大会アルペン競技 梨木水かぶり
8：30～､天下森スキー場
8：30～､詳細は9ページ
十文字雪まつり2016
増田梵天まつり
9：00～､道の駅十文字
9：30～､詳細は9ページ
記念特別講話『浄土に映る私達人間 よこいち。
の世界』
10：00～､詳細は12ページ
13：30～､詳細は12ページ

27

28

木戸五郎兵衛村神社 梵天・恵比寿
俵奉納祭り
11：00～､木戸五郎兵衛神社(雄物
川町沼館）
”スポーツ”ＹＵＫＩＹＯＳＥ世界大会
2016ｉ
ｎよこて
10：00開会､浅舞陸上競技場

▼

▼

24

道の駅さんない『雪まつり2016』

◎横手公園展望台臨時開館
期間／２月13日(土)～16日(火)
時間／10：00～21：00

▼

▼

23

～14日、詳細は13ページ

14

かまくらや各地域の行事などの詳細については､８･９ページの『横手
の雪まつり』をご覧ください。

18

旭岡山神社梵天奉納祭
10：00～､詳細は9ページ

秋田ノーザンハピネッツホームゲーム

▼

17

13

12

▼

16

かまくら
梵天コンクール
9：30～､詳細は9ページ
～16日、18：00～､詳細は8ページ

雪中田植え・どんど焼き
15：00～､兜台神社（大雄阿気）

▼

15
▼

◎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

建国記念日

▼

11

▼

10

▼

9

▼

8

22

土

6

第10回いぶりんピック
9：00～､山内公民館

▼

ひな人形展 ～明治の押絵とつるし飾り～
～4月17日、9：00～､雄物川郷土
資料館
清原時代のほとけたち ～黒仏と観
音寺十二神将～
～3月13日、
詳細は12ページ

2

水

▼
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火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

２/ １
▶▶▶20

月

休日救急当番医(9:00～12:00)

電話番号

2月7日(日)

平鹿総合病院(浅野医師)

32-5124

2月11日(木)

しおたこどもクリニック(横手)

35-5005

市立横手病院(高橋医師)

32-5001

雄物川クリニック(雄物川)

22-5511

平鹿総合病院(渡邊医師・佐野医師※１)

32-5124

小田嶋まさる内科(横手)

38-8951

2月14日(日)

2月21日(日)

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

相談

休日当番医

月 日

電話番号

平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124

平鹿総合病院(岡田医師)

32-5124

平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124

ゆっぷる………２月24日
ゆとり館………２月２･９･16日
えがおの丘………２月１･８･15日
大森健康温泉……２月１･８･15日
ゆとりおん大雄…２月４･18日
健康の駅トレーニングセンター
東部……………２月３･10･17日
西･南部 ……… ２月６･７･13･14･20日
南部シルバーエリア…２月１･８･15日

子どもと老人のふれあいセンター
…………………２月１･８･15日
※図書館･図書室の休館日は20ページを
ご確認ください。
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月 日

場 所

２月６日(土) イオンスーパーセンター横手南店
（原則400ml献血のみ受付）
横手
２月19日(金)
横手

受付時間
10:00～11:45
13:00～16:00

横手警察署

10:00～13:00

市立横手病院

14:45～16:00

◎心配ごと相談（9：30～12：00 問合せ／各地域社協･福祉センター）
２月４日(木)／市役所本庁舎
２月５日(金)／十文字町幸福会館
２月９日(火)／増田地区多目的研修センター
２月16日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
２月16日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
２月17日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）
２月18日(木)／大森コミュニティセンター
◎税務相談（9：30～12：00 問合せ／横手福祉センター☎33-8668）
２月18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 ☎32-2111(内線8528)

診療日

石坂洋次郎文学記念館
………………休館予定なし
雄物川郷土資料館
………………休館予定なし
後三年合戦金沢資料館
………………休館予定なし
横手市民会館…２月２･９･12･16日
釣りキチ三平の里体験学習館
………………２月１･８･15日

献血

休館日

※１…耳鼻科の医師も診察します

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
２月３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)
２月15日(月)／増田多目的研修センター
☎45-4848(社会福祉協議会)
２月17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
２月９日(火)／増田地区多目的センター(9：30～12：00)
２月12日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
２月15日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
２月16日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
２月18日(木)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00）
◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）
２月10日(水)／条里南庁舎

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
上平野沢へき地診療所(内科）
２月３･10･17日／14：00～15：30 ２月４･12･18日
大沢診療所（内科）
吉 谷 地／13：00～15：00
２月８日／13：30～15：00
山内武道／15：10～17：00
三又へき地診療所（内科）
２月２･９･16日／13：30～16：30

広告
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絵はがきを送って横手市をPRしましょう︒

⬅点線に添って切り取って下さい︒

➡点線に添って切り取って下さい︒

絵はがきを送って横手市をPRしましょう︒

C A R D

➡点線に添って切り取って下さい︒

絵はがきを送って横手市をPRしましょう︒

P O S T

C A R D

かまくらの中は
あったかい

◆横手ゆかりの作家

石坂洋次郎
秋田県横手市

P O S T

◆冬の伝統行事
木戸五郎兵衛村の
かまくら

ふるさと納税は
横手市へ!!

C A R D

ふるさと納税は
横手市へ!!

絵はがきを送って横手市をPRしましょう︒

秋田県横手市

秋田県横手市

P O S T

⬅点線に添って切り取って下さい︒

雪景色を走る
北上線列車

P O S T

ジョヤサーの
掛声響く冬の
伝統行事 梵天

ふるさと納税は
横手市へ!!

C A R D

秋田県横手市

ふるさと納税は
横手市へ!!

