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あっちもキレイだよ！
５月上旬から咲き始めた大森リゾート村の芝
桜。例年よりも開花が遅れ心配されましが、
期間中は多くの来場者が訪れ、一面に広がる
花のじゅうたんとその香りを楽しみました。
（関連記事10ページ）

主な内容
●食と農からのまちづくり…２〜３ ●地上デジタル放送
…４ ●市政の窓（行政報告）…５ ●行政情報便（市から
のお知らせ）…６〜９ ●地域の話題・ニュース東西南北
…10〜11 ●えがおの交差点…12〜13 ●情報・いどばた
プラザ…14〜16 ●読者の声…18 ●巧（菅笠作り）…19

食と農からのまちづくり

﹃地産地消﹄をキーワードに
昨年６月にスタートした︑全
市民参加型プロジェクト﹃食
と農 チーム・プラスＹ﹄︒
これまで︑約２００の個人・
団体︵のべ２︐５００人︶に
ご参加いただいています︒
この取り組みは︑家族や団
体︑仲間同士で地産地消の輪
を広げるための目標を掲げ︑
その目標を﹃宣言﹄して実践
しようというもの︒年度末に
は︑実践結果を報告していた
だき︑ユニークな実践例は表
彰したり事例発表していただ
いたりしています︒
参加方法はいたって簡単︒
取り組み目標である﹃宣言﹄
が決まったら︑市マーケティ
ング推進課や各地域局産業建
設課窓口などに用意している
申込用紙に︑所定事項を記入
して提出するだけです︒

山内観光振興公社
︵株︶

て作られた本

のまちづ
『食と農から
を キー
〝食 〟
くり』は、
体を元
全
ワードにまち
る取り
す
と
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。
す
組みで

参加者にはロゴマーク入りのグッズを
差しあげます

ご利用くださ
い
資源を活
地域の豊かな
ことで、
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かし高めあ
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産
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等の購入およびレンタルな
どに要する経費
■補助額
対象経費の２分の１以内
︵上限 万円︶
■補助制限
①他の機関︵国・県等︶から
補助を受けていないもの
②１団体・個人の申請回数は
年１回かぎり
■申込期限
平成 年６月 日︵水︶
■申込先
市マーケティング推進課︑
または各地域局産業建設課

（株

茶
大雄ホップ
）大雄振興公社

鶴
ご
こ
ろ

フェノール、
横手産ホップを使用。ポリ
いお茶です。
の濃
ＧＡＢＡなど健康成分
山内産いものこを使っ
格的な焼酎です。

Ｙ宣言

みなさんから届いたチーム・プラスＹ『宣言』をご紹介します。

【有限会社人夢キュイジーヌ
（東京都）
】

【社団法人横手市観光協会】

「横手の
『うめぇ！』
ものイッペェ売るど！」

【チームやまだ】

「家庭菜園で野菜を作り、
それを調理して食べます」

30

「
『食と農・横手ファン倶楽部』
を設立運営します！」

参加されたみなさんには︑
参加証とチームステッカー︑
ピンバッジを差しあげます︒
また︑６月 日までにご参加
いただいた方には︑もれなく
チーム・プラスＹのロゴマー
クが入ったオリジナルエコバ
ッグをプレゼントします︒
これまでに参加されたみな
さんの﹃宣言﹄は︑市報で紹
介していますので︑参考にし
てみてください︒
自分
︵たち︶らしい﹃宣言﹄
から始まる〝地産地消の輪〟
を︑ぜひ一緒に広げていきま
しょう︒

ご紹介します、チーム・
プラス

商品開発や産地
づくりにアドバ
イスします

食のマーケティング
まるごと相談所

YokoteのYoiもの一緒に食べるYorokobi♪ 横手をもっとYokuしよう！

市産業経済部マーケティン
グ推進課
︵増田庁舎内︶ ４
５︲５５３７︑または各地
域局産業建設課

■食と農からのまちづくり事
業に関する問い合わせ先

市では︑農産物のブランド
化や産地づくりを推進するた
め︑マーケティング相談を基
本とした﹃食のマーケティン
グまるごと相談所﹄を開設し
ています︒
市内に住所を有する農業者
や事業者など〝横手の食と農 〟
に関わるすべての方を対象と
して︑商品開発や改良︑販売
戦略などについてのご相談を
お受けしています︒
最新の消費者ニーズや今後
の展望を踏まえた商品計画サ
ポート︑特産品開発支援事業
補助金に関するアドバイス︑
各種商談会情報なども提供し
ますので︑お気軽にご利用く
ださい︒

−その２−

広げよう、地産地消の輪
『食の横手』をまるかじり！
30

本
格
焼
酎

特産品開発支援事業補助金

しく、さまざ
そのまま飲んでも美味
。
まな料理にも使えます

50
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熱意ある取り組みを
応援します

ジュのピュー
あんにシシリアンルー
福です。
レジュースを使った大

■対象経費
①特産品およびそのデザイン
開発・改良に要する経費
②特産品の生産・流通・販路
開拓に関する調査に要する
経費
③特産品開発のための研修︑
そ
の他人材養成に要する経費
④特産品の製造に必要な機器

ピューレジュース
シシリアンルージュ・
ＪＡ秋田ふるさと

地域の活性化と地場産業の
振興を図るため︑市内の地域
資源や特性を活用した特産品
開発に要する経費の一部を補
助します︒市内に住所があり︑
市内の資源や特性を活かした
産品づくりに熱意のある団体
や個人が対象となります︒ぜ
ひご活用ください︒

（資
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とまと大福）木村屋商店

を迎える
目
年
４
今年で からのまちづ
『食と農 ロジェクト。
くり』プ 主な取り組み
今年度の します。
介
をご紹
加。横手や
地場野菜100％使用、無添
。
ます
きそばにも使われてい
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状にする
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豊富な菊芋。きめ
きます。
取で
く摂
率よ
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れら
ことでこ

横手こだ
オフィス

−その１−

食に学び、食を楽しみ、
食で潤うまちをめざして
福神漬け わり七味会

ー
菊芋パウダNO
RIMAKI

ご利用
ください

元気とオイシイを
もっともっと届けたい
平成21年度の取り組み実例

の
横手
横手市 食と農からのまちづくりプロジェクト
http:/www.syoku‑yokote.com/ 45‑5537

引き続き、テレビ放送をご覧いただくためには、これからのおよそ
13ヵ月の間に地デジ受信のための準備が必要です。

の保全と継承の取り組みを支
援するもので︑昨年に引き続
き５００万円を助成︒増田地
域の内蔵や木造建築を活用し
て行われている﹃蔵の日﹄の
イベントや歴史的景観を維持
し︑地域活性化と後世への継
承につなげられるよう︑中七
日町通り沿いの歴史的木造建
築物などの外観補修や改修な
どに活用されます︒

防犯灯

0570‑07‑0101または
03‑4334‑1111
（平日9：00〜21：00、
土･日･祝日9：00〜18：00）

総務省・地デジコールセンター

基を市に寄贈

ホームページ
http://digisuppo.jp/

５月 日︑横手市電気工事
業協議会︵松井寛信会長・加
盟 社︶が︑市に防犯灯を寄
贈しました︒
これは︑同協議会の社会貢
献活動として平成 年から毎
年行っているもので今回が５
回目︒贈られたのは ㍗の水
銀灯 基で︑市建設部から各
地域局に配分して活用するこ
ととしています︒
贈呈式で︑松井会長から目

５月 日︑横手山岳協会会
員の小松田正司さん︵前郷二
番町︶が作製した﹃横手市民
いこいの森散策道マップ﹄︵３
００部︶が市に寄贈され︑そ
の贈呈式が市役所南庁舎で行
われました︒小松田さんによ
るマップの寄贈は平成 年︑
年に続き３回目︒これまで
のマップに散策道の階段位置
などが加えられ︑より分かり
やすいものとなっています︒
マップは︑各地域局産業建

設課のほか︑健康の駅やかま
くら館などで配布しています︒
詳しくは︑横手地域局産業建
設課︵ ３２ ︲２７１８︶ま
でお問い合わせください︒

小松田正司さんが市に散策道マップを寄贈

横手いこいの森を活気ある森に

録を手渡された五十嵐市長は
﹁みなさんの善意に感謝し︑
大切に使わせていただきます﹂
とお礼を述べました︒

今年で５回目︑市電気工事業協議会

地域一帯が受信できない場合はご連絡ください

12

ます。従来のアナログ放送用のＶＨＦアンテナでは受信できません。

〝地デジ〟に関するお問い合わせは
※通常はご使用中のＵＨＦ
アンテナで、そのまま受信
できますが、調整や交換が
必要な場合もあります。

ます︒建物の所有者や管理組
合などに確認し︑早めにご準
備ください︒
また︑平成 年 月末まで
に基準を満たす地上デジタル
テレビを購入した場合︑エコ
ポイントの支援が受けられま
すので購入先の電器店にお問
い合わせください︒

＋ 地上デジタルチューナー

地上アナログ放送終了ま いう方は︑総務省テレビ受信
であと ヵ月あまりとな 者支援センター︵デジサポ︶が
りました︒〝地デジ〟の お手伝いします︒詳しくは︑
準備で心配なことはあり ホームページをご覧になるか
総務省地デジコールセンター
ませんか？
にお問い合わせください︒
地デジ受信のための準備で︑ マンションや集合住宅にお
﹁何をすればいいか分からな 住まいの方で共同アンテナを
い﹂﹁テレビを買ったのにデジ 利用している場合は︑デジタ
タル放送を受信できない﹂と ル化の施設改修が必要となり

いただきたい﹂とあいさつ︒
増田地区まちなみ保存活用
推進協議会の高橋誠副会長は
﹁増田の蔵には人々の生活が
あり︑それを大切にすること
で観光につながると思ってい
ます︒今回のご支援を︑まち
なみの保護・保存・修復に有
効活用させていただき︑歴史
あるまちなみを後世に伝えて
いきたい﹂とお礼を述べまし
た︒
この事業支援は︑地方文化
の振興を目的に︑同財団が地
域の文化遺産や伝統芸能など

東日本鉄道文化財団地方文化事業支援贈呈式

昨年に続き︑まちなみ保存に助成

ジを見ることができないため、テレビ放送が視聴できなくなります。

５月 日︑公益財団法人東
日本鉄道文化財団の地方文化
事業支援贈呈式が増田庁舎で
行われました︒
贈呈式では︑同財団の青木
邦雄副理事長が
﹁増田の蔵は︑
美術品といっても過言ではあ
りません︒いろいろなものが
変わり︑なくなっていく時代
に︑貴重な文化財を維持・保
存・継承していくことは︑こ
れからの世代に自分の地域の
文化に誇りと愛着を育むこと
につながります︒この貴重な
文化財をより多くの方に見て

使用中のテレビ

市総務企画部情報政策課
35‑2166
五十嵐市長に目録を手渡す松井会長（右）

ＶＨＦアンテナ
ＵＨＦアンテナ
13

ューナーなどを準備する必要があります。

13

①地デジを見るには、Ａ 地上デジタル対応テレビか、Ｂ 地上デジタルチ

22

②地デジの放送を受信するためにはＵＨＦアンテナの設置が必要になり
18

40

※機能を制限した低価格の商
品もあります

今年度から工事が始まる金沢地区
農業集落排水事業で使われる︑マン
ホール鉄蓋のデザインがこのほど決
まりました︒
これは︑金沢中学校の生徒が総合
的学習で学んだ同地区の歴史や文化︑
伝統を１枚の絵に表現した作品の中
から選ばれたもの︒雁︵かりがね︶
橋
と片目カジカ︑金沢のぼんでん︑鎌
倉権五郎影正公を描いた伊藤陸さん
︵２年︶
の作品を基に︑鉄蓋としての
凹凸を整えてデザイン化されました︒

20

『どうすれば地デジが見られるの？』
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14

20

アナログテレビ
ＢＳハイビジョ
ンテレビなど

18

大画面テレビからポータ
ブルテレビまで、サイズ
や機能もさまざまなもの
があります。チューナー
を内蔵したパソコンなど
も市販されています。

Ａ 地上デジタル対応テレビ
に買い替える。
（ハイビジ
ョン・ワイド画面・高画
質・データ放送・双方向
テレビ・番組予約などに
対応）

またはチューナー内蔵録
画機器

20

（地デジ）に完全移行します。従来のアナログテレビのままでは、地デ

金沢地区農業集落排水の
マンホール鉄蓋デザイン

※パソコン用の地上デジタル
チューナーを取り付ければ、
パソコンでも見ることができ
ます

19

現在のアナログ放送は、平成23年７月24日までに地上デジタル放送
アナログ

17

Ｂ 現在ご使用のテレビに、
地上デジタルチューナー
や地上デジタルチューナ
ー内蔵の録画機器を買い
足し接続する。
昨年行われた改修工事の様子

〝地上デジタル放送〟の受信準備は、
お早めにお願いします。
地区の歴史や文化描いた
中学生の作品を採用

「地域一帯が地上デジタル放送を受信できない」といった場合
には、市役所総務企画部情報政策課へご相談ください。
五十嵐市長にマップのポイントなどを
説明をする小松田さん（右）

地上デジタル放送への移行ガイド

市政の窓（行政報告）

行

市からのお知らせ

行政情報便

政情報便

information

まちづくりの
ためにご協力を！

福

平成22年10月１日

国勢調査を実施します！

国勢調査って何？
国勢調査は，日本に住んでいるす
べての人（外国人含む）および世帯
が対象になります。
平成22年国勢調査は、我が国が本
格的な人口減少社会となって実施す
る最初の国勢調査で、日本の未来を考えるために欠く
ことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにす
る重要な調査です。
調査結果はさまざまな法令で使われるほか、社会福
祉・雇用対策・生活環境の整備など、私たちの暮らし
のために役立てられます。
調査結果はどうするの？
＊法定人口としての利用
都道府県・市町村議会の議員定数の基準、地方交
付税の交付金算定の基準として把握する など
＊行政施策の基礎資料としての利用
福祉政策、生活環境整備、防災政策等の国・地方
公共団体におけるさまざまな施策の実施や計画の
策定への基準として把握する など
＊学術・教育・民間などの広範な分野で利用
人口学、経済学等の学術研究、人口の将来推計、
小・中学校等の教育資料、企業の需要予測や店舗
等の立地計画への基準として把握 など
◆問合せ
市総務企画部経営企画課（本庁南庁舎） 35‑2164また
は、各地域局地域振興課
国勢調査をもっと詳しく知るにはここ！
平成22年国勢調査広報サイト『国勢調査e‑ガイド』
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm
国勢調査e‑ガイド

検索

お気軽にご相談ください

身体・知的障害者相談員

祉

身体・知的障害者相談員は、障がい者福祉の増進を図
るため、障がいのある方やその保護者からの相談に応じ、
必要な助言や指導を行う地域の身近な相談役です。
市では身体障害者相談員21人、知的障害者相談員８人
が、県の相談員として活動していますので、お気軽にご
相談ください。
身体障害者相談員
地 域
氏
名
横

増
平

手

田
鹿

雄物川
大

森

十文字

山

内

大

雄

行政区

電話番号

平

塚

光

士

安田

32‑2232

鈴

木

倉

松

静町

33‑3125

高

橋 ミツ子

大水戸町

32‑8784

見立屋 角

治

前郷一番町

32‑6867

久

保 和

子

昭和通

45‑2402

高

橋

治

熊渕

45‑4869

長谷川 久左衛門 栄町

24‑0501

高

橋 義

男

下醍醐

25‑3588

藤

原 信

一

川登

24‑1273

由

利

雄一郎

高花

22‑3937

作

佐々木 梶

子

稲荷丁

22‑5359

福

田 清

廣

大森武道

26‑4375

佐々木 良

美

上村

26‑3480

遠

藤 朝

男

屋敷台

26‑6215

羽

川 弥治兵衛 中村下

44‑3028

内

山 純

男

学校通下

42‑1217

佐

藤 成

織

上掵団地１

42‑4070

和

田 幸

子

西上町１

42‑3159

新

田 新

一

南相野々一区

53‑2802

高

橋 トモ子

鶴ヶ池

35‑2132※

戸

田 和

耳取（西）

52‑2176

郎

※社会福祉課企画調整・障がい福祉担当番号

「納期限が過ぎる」「滞納額が増える」など

納税に関する困りごとは納税相談へ
○市県民税１期
納期限は６月30日です

６月 ‑Jun‑

１２３４５

◆納期限を過ぎる場合は納税相談にお越 ６ ７ ８ ９ 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
しください。
◆市財務部納税課（横手庁舎） 32‑2518 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

秋田県地方税滞納整理機構が設立されました
秋田県地方税滞納整理機構は地方税（市県民税等）の滞納整理の専
門機関として、秋田県と県内すべての市町村によって設立され、平
成22年４月から業務を開始しています。機構では地方税の滞納に対
し、再三の納税催告に無関心・分割納税の約束を守らないなど、処
分が難しい案件を市・町・村から引き受け、専門的な徴収機関とし
て財産調査と滞納処分を行っています。

15
7
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知的障害者相談員
地

域

氏

名

小

原 開

加

行政区

電話番号

金沢田町

37‑3007

藤 あつ子

横山町

36‑1544

橋 勇

四ッ谷

45‑2302

蛭野

24‑0885

横

手

増

田

高

平

鹿

佐々木

作
作

善三郎

雄物川

松野屋 作

雄

造山一

22‑2949

大

森

本

藤 栄

純

八日町

26‑4220

十文字

熊

谷

三

郎

梨木１

42‑2159

大

加

藤

昭

一

乗阿気

52‑3525

雄

◆問合せ 市福祉環境部社会福祉課（大森庁舎内）
35‑2132、 26‑2118

売

市で使用しなくなった公用車を売却します

却

市では、使用する見込みのない公用車を一般競争入札

物件１

により売却します。購入を希望される方は管財課まで申
し込みください。
◆公開日時 １日２回公開（おおむね40分程度）
６月４日（金）
・８日（火）、①午前10時〜②午後２時〜
※ご覧になる場合は希望日前日までご連絡ください
◆公開場所

物件２

【物件１】十文字地域局 車庫前
⇒横手市十文字町字海道下７番地
【物件２】旧大雄学校給食センター 車庫前
⇒横手市大雄字狐塚262番地
【物件３】ユー・ホップハウス 駐車場
⇒横手市大雄字八柏谷地66番地

物件３

◆申込期限 ６月11日（金）
◆入札日時 ６月15日（火）午前10時〜
◆入札場所 市役所本庁北庁舎３階 屋内訓練室
◆問 合 せ 市財務部管財課（本庁北庁舎内） 35‑2168

子
育て

『チャイルドシート貸出事業』
６月から制度内容が変わります

６月よりチャイルドシート貸出事業の制度内容を変更
しました。
新制度では、横手市以外に住むお孫さんなどの帰省時
などに、一時的にチャイルドシートが必要となった祖父
母の方などにも貸出します。ご希望の方は最寄りの地域
局福祉担当窓口へ申請してください。
◆新制度内容
○対象者／横手市民の方
○貸出期間／最長30日間(年４回まで)
※連続しての貸出はできません
○シートサイズ／Ｓサイズ(０歳〜４歳児程度)
○利用料／無料
○台数に限りがあるため、申込多数の場合は先着順
◆問合せ
市福祉環境部子育て支援課(大森庁舎内) 35‑2133、
26‑2118、 kosodate@city.yokote.lg.jp

所得証明等の発行は ６月14日(月)から
平成21年分の所得証明書および平成22年度の市県
民税課税証明書等の発行は６月14日からとなります。
◆問合せ
市財務部市民税課 32‑2510、各地域局地域振興課

保

健

女性特有のがん検診
無料クーポン券を配布します

市が実施する子宮がん検診・乳がん検診の『がん検診
無料クーポン券』を、対象となる方へ６月上旬までに送
付します。がん検診はがんの早期発見・治療に結びつき
ます。同封の検診手帳をご覧いただき健康管理に役立て
てください。
◆対 象 者 前年度、以下の年齢になった方
【子宮頸がん検診】20・25・30・35・40歳の方
【乳がん検診】
40・45・50・55・60歳の方
◆検診日程 詳細は通知をご覧ください
◆問 合 せ 市福祉環境部保健衛生課（大雄庁舎内）
35‑2185または、各地域局保健福祉担当
(横手地域局は保健センター）

農

業

農業者年金の「現況届」を提出ください

５月末に農業者年金基金から受給者へ送付された「現
況届」用紙は、引き続き年金を受給する資格があるか確
認をするためのものです。届出用紙裏面を参考に記入し、
各地域局農業委員会事務局までお届けください。
期限まで提出されない場合、支給が一時差し止められ
ることがありますのでご注意ください。
◆提出期限 ６月30日（水）必着
◆問 合 せ 各地域局産業建設課農業委員会事務局担当
No.112 2010( 平成 22年 ).6.1 市報よこて
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行

市からのお知らせ

行政情報便

information

政情報便
て疑問に思うことや﹁こんな制度が

する意見や要望︑まちづくり等への

お寄せいただく内容は︑市政に対

お寄せください 市 長への手 紙

あったらいいのに﹂とか﹁こんなま

アイデアなど何でも結構です︒

メール等でお受けするものです︒

ちづくりをしてみたらどうだろう﹂

■実施方法

みなさんは︑横手市で暮らしてい

など︑日ごろ考えていることはあり

・ご意見等は︑郵送︑電子メールま

・用紙の種類︑様式は問いません︒

ませんか︒

市長室﹄や﹃出前トーク﹄など︑さ

自由な体裁でお寄せください︒

たはご持参ください︒

まざまな形で広く市民のみなさんの

・後日︑お返事を差しあげる際に必

市では︑これまでも﹃私のまちの

声を聴く機会を作り︑ご意見を市政

要ですので︑住所︑氏名︑年齢︑

い
ど
む

横手市長
五十嵐 忠 悦

市場を見据えた売込み必要

路の拡大を狙っていました︒

対照的な市場の取り組みを目の当

たりにして︑何でもかんでも同じ土

俵で戦おうとするのではなく︑品目

に応じたマーケット︵市場︶を見つ

け︑売り込む努力が必要だと感じま

した︒また︑その市場の意向や要望

を生産現場に反映できる仕組みづく

城南高校を卒業し︑歌手として活躍

りも大切です︒地域の特性を把握し︑

する菅原紗由理さんを訪ね︑激励し

４月下旬︑東京大雄会総会への出

と︑店舗や在庫を持たず商品を直接

てきました︒菅原さんの所属レコー

それを生かす農業を目指していかな

消費者に届ける〝産直〟を手がける

ド会社は︑吉田拓郎さんや井上陽水

席と市場調査などを主な目的に︑首

企業のトップと会談︒前者は︑これ

さんが設立したそうで︑私にも耳馴

話は変わりますが︑昨年春に横手

まで圧倒的な物量で国内の青果物の

染みの歌手の名前を聞き︑一気に親

ければなりません︒

流通や価格に大きな影響力を発揮し

近感を覚えました︒事務所の社長さ

市場調査では︑伝統的な卸売市場

てきたのに対し︑社会の情報化をフ

ん曰く﹁彼女は人を惹きつけるオー

都圏を訪れました︒

ル活用した産直業者には︑流通体系

ラがある﹂とのこと︒夢をつかんだ

の革新に大きな力を感じました︒

産直業者は︑商品がより早く顧客

若い力の活躍に︑地元の皆さんと一
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の手に渡るため鮮度がよいことが売

9

緒に声援を送りたいと思います︒

所属事務所を訪ね、菅原紗由理さん
を激励

り︒品質が良ければ︑多少高くても

顧客は買うし︑リピーターになる可

能性も高まります︒一方︑卸売市場

は取扱量の多さを活かし︑八百屋や

スーパーなどの小売店だけなく︑品

日

物を安定的に必要とする外食産業と

いち ば

のつながりを強めようと︑毎月

を﹃市場の日﹄とし︑関連業者など

を対象としたイベントを開催して販

18

に反映させるよう努めてきました︒

〒013‑8601 横手市条里一丁目1番64号 横手市役所
市長公室 広報広聴担当「市長への手紙」係あて
hisho@city.yokote.lg.jp
35‑2162

電話番号をご記入ください︒

送り先・問い合わせ先

﹃市長への手紙﹄は︑市民のみなさ

んからのご意見などを︑郵便や電子

市民のみなさんから寄せていただく『手紙』は、
私が直接拝見したうえで、関係部局に調査、検討
を指示し、今後の市政運営の参考にさせていただ
きます。
市と市民のみなさんとが問題意識を共有し、幸
せな地域社会の実現をめざす協働のまちづくりに
つながるような、率直な意見と大胆な発想をお聞
かせください。
横手市長 五十嵐 忠悦

教

育

中学生の職場体験受入事業所を募集します

市教育委員会では〝中学生が自らの生き方を志向しな
がら将来を切り開き進路を選択する能力〟を育てるキャ
リア教育の一環として、職場体験の受け入れ事業所を募
集しています。将来を担う中学生の望ましい職業観と勤
労観を育てるために、ぜひ登録をお願いします。詳細は、
市教育センターのホームページをご覧ください。
(http://www.city.yokote.lg.jp/kyoiku̲yokote/)
◆体験期間 １〜５日間程度※各中学校の実施計画による
◆登録方法 市教育センター備え付けの登録票に必要事
項を記入し、郵送・メール・ファクス等で申
込みください。※登録票は市教育センター
ホームページからもダウンロードできます。
◆申込み・問合せ
〒013‑0105 横手市平鹿町浅舞字釜池175
横手市教育センター 24‑1321、 24‑1371
kyoikucenter@city.yokote.lg.jp

議会を傍聴しませんか

市議会６月定例会開催（予定）のお知らせ
傍聴を希望される方は、横手庁舎７階の傍聴席に
直接お越しください。なお、団体での傍聴は事前に
議会事務局までご連絡ください。
◆会 期
６月７日（月）から６月25日（金）までの19日間
◆日 程
６月７日（月）本会議【開会、議案上程ほか】
６月14日（月）本会議【一般質問】
６月15日（火）本会議【一般質問】
６月16日（水）本会議【一般質問、
請願・陳情委員会付託】
６月25日（金）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時 間
午前10時から
※25日は予算特別委員会終了後、開催予定
◆場 所
横手庁舎６階議場
（傍聴席は７階）
◆問合せ
市議会事務局
（横手庁舎６階）
32‑2535

【お詫びと訂正】

市報よこて５月15日号の記載に誤りがありました。下記の
とおり訂正してお詫びします。
●５ページ、春の叙勲報告の記事中、法花堂奬氏の「元三沢
市消防指令長」は「元三沢市消防司令長」の誤りでした。
●14ページ、いどばたプラザの記事中「よこて女性コーラス」
は「よこて女声コーラス」の誤りでした。

介

護

平成23年度
介護サービス事業者を公募します

市では、第４期介護保険事業
計画・高齢者福祉計画に基づき、
介護を必要とする高齢者の方々
が、住み慣れた地域での生活が
続けられるように、地域密着型
サービスの充実・整備を進めて
います。
詳細は、市のホームページに
掲載している『平成23年度横手
市介護サービス事業者公募要項』をご覧ください。
◆受付期間 ８月２日（月）〜10日（火）
◆対
象 平成23年度に地域密着型サービスの事業を
検討している事業者等
◆問 合 せ 市福祉環境部高齢ふれあい課（大森庁舎内）
35‑2134、 26‑2118
korei@city.yokote.lg.jp

平成23年４月採用 横手市職員採用試験
平成23年４月採用の横手市職員を募集中です。現在は
【上級Ａ・Ｂ】の受験受け付けをしています。※その他
の区分については７月20日から要項を配布します。
◆市総務企画部人事課 35‑2163

羽後ＣＣ株主優待券を無料配布します
羽後カントリー㈱から、市に対し同社ゴルフ場の
株主優待券が提供されました。市では市民の皆さん
に活用いただくため、抽選で無料配布します。
◆無料配布する優待券
株主優待券100枚
◆応募資格 市内在住の方
◆応募方法 はがきかメールにより、住所・氏名・世
帯主名を記入して、下記へ申し込んで
ください。（一人１口まで）
◆応 募 先 〒013‑8601 横手市条里一丁目１番１号
横手市財務部管財課 35‑2168
kanzai@city.yokote.lg.jp
◆応募締切 ６月15日（火）必着
※当選者の発表は、優待券の発送をもってかえさせ
ていただきます。

市長面会日のお知らせ
◆日
時／６月29日(火)午前９時〜10時30分
◆申込期限／６月24日(木)※１人につき15分程度
◆申込み・問合せ／市総務企画部市長公室秘書担当
35‑2111
（内線1033,1034）
No.112 2010( 平成 22年 ).6.1 市報よこて
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Topics
旬の味を食し〝発酵〟を語る

迫力あるヒーロー画が大人気

■発酵文化研究所の調理・試食検討会

■特別企画展『工藤稜の世界展』
（増田）

５月15日、発酵食品や発酵調味料と地場産食材を使っ
た『発酵食品調理・試食検討会』が開催されました。
これは、よこて発酵文化研究所の発酵調理開発部会が
中心となり開いたもの。同研究所のメンバーが連携して
商品化した『貴醸醤・平安の風』にちなみ、平安の風わた
る公園を会場に、醤をはじめ鮎を使った魚醤の『鮎味』、
漬物の素である寒麹、味噌や醤油などと、今が旬のアス
パラガスや山菜、横手和牛などが調理されました。
当日は、同研究所の会員をはじめ、発酵食品の開発や
ＰＲに携わる人、生産農家など約40人が参加。旬の味覚
に舌鼓を打ちながら、横手の食材や発酵食品、発酵文化
について意見交換し、〝横手の食〟の豊かさやこれから
の展望を大いに語り合いました。
きじょうびしお

ひしお

『現代の名工』をはじめ〝食の匠〟のみなさんが調理を担当

企業や大学、工業高校などの
〝専門家〟
の参加が多い中で、
善戦した『いではレディース』
（５月４日・大潟村ソーラース
ポーツライン）

市内の女性４人でつくる『いではレ
ディース』チームが、５月３日、４日に
大潟村で開かれた省エネレース『2010
ワールド・エコノ・ムーブ（ＷＥＭ）』
に出場。初参加ながら、総合成績で78
チーム中29位と健闘しました。
ＷＥＭは、エネルギーの有効利用促
進などを目的に平成７年から開催され
ている大会。チーム代表でドライバー
も務める佐藤祐子さんが、３年ほど前
からレースを観戦していて、しだいに自分も出場して
みたいと思い始めたことがきっかけで、今年２月に友
人同士でチームを結成しました。
機械技術は全員が素人のため、車体の製作は出場経
験のある〝先輩〟
チームに依頼。その製作にかかる費用
は、メンバーが協賛金集めに奔走し、知人や企業など
の協力を得ました。佐藤さんは「地域のみなさんの協
力でいい車体が完成し、好成績に結びついた。感謝の
気持ちを忘れず、これからも挑戦し続けたい」とこれ
からの意気込みを語っていました。

（十文字）

５月21日、横手市塗装業組合（泉昌宏組合長・19社）
が十文字文化センターの塗装補修作業を行いました。
地域貢献を目的に行われているボランティア活動で、
今年が19回目。雨風や雪で劣化した壁や手すりが、参
加した15人の手際よい丁寧な作業で塗り直され、新調
したかのようにきれいに生まれ変わりました。
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み

ファンと握手をする矢口氏(上）と工藤氏(下）、ライブアートの様子（右）

中学生が秋大生とのコラボ演奏に挑戦
■ジョイントコンサートに向け合同練習（大雄）

市内の女性チームが省エネレースＷＥＭに出場

ボランティアで塗装補修

11

あゆ

かんこうじ

旬の地場産食材と発酵食品、発酵調味料がふんだんに使われました

横手の元気印

ぎょしょう

あゆ

増田まんが美術館で４月17日から５月30日まで、人気
ヒーローなどのイラストをコンピューターグラフィック
スで描く工藤稜氏の特別企画展が開催されました。仮面
ライダーシリーズの迫力あるヒーロー画や単行本の表紙
に使用した坂本龍馬の人物画などおよそ180点を展示。
５月２日には、来場者のリクエストに応えて工藤氏が
即興で絵を書くライブアートや、同館名誉館長の矢口高
雄氏とのコラボサイン会が行われ、会場は県内外から訪
れた大勢の親子連れやファンでにぎわいました。

総勢90人の合同演奏に向け、練習に励む秋大生と大雄中の生徒たち

秋田大学吹奏楽団『サウンド・スケッチ』大雄公演
○６月６日（日）午後２時開演／大雄中学校体育館（入場無料）

秋田大学吹奏楽団と大雄中学校吹奏楽部の合同演奏会
が、６月６日に大雄中学校で開催されることになり、同
校で４月から５月にかけて合同練習が行われました。
音楽の楽しさを広めたいと、同大楽団が全県各地で取
り組んでいる活動の一環で、楽団副団長の安藤木美子さ
んが、母校の大雄中学校に演奏会の話を持ちかけて実現
したもの。中学生は、パートごとに大学生の指導を受け
ながら、普段の３倍近い人数の迫力ある演奏や凝った演
出を体験し、本番に向けて気合いを込めていました。

横手に〝なまはげ〟が出没!?
いではレディースチーム
(写真左から)
お お と も な

み

こ

ゆ う

こ

ゆ う

こ

お

り

大友奈美子さん（横手・33歳）
さ と う

佐藤

祐子さん（平鹿・34歳）

こ む ろ

小室

祐子さん（横手・32歳）

さ とう か

佐藤香生里さん（雄物川・31歳）

色とりどりのチューリップ咲き誇る（横手）
市内上真山の伊藤孝三
さんが、15年ほど前から
自宅裏に植えて、手入れ
をしているチューリップ
が５月上旬に見頃を迎え
ました。春先の寒さの影
響からか、例年より半月
ほど遅く大型連休ごろか
ら開花。八重咲きやフリ
ンジ咲き、色も赤、黄、
白、紫、ピンクと多彩な
約40種３千本のチューリ
ップが咲き誇り、およそ
３週間にわたり通りがか
りのみなさんの目を楽し
ませました。

■2010大森リゾート村芝桜フェスタ（大森）
緑の斜面に広がるサクラとツツジ。20万株の芝桜で描
かれた花が、今年も多くの来場者を魅了しました。
５月30日まで開催された大森リゾート村の芝桜フェス
タ。今年は開花時期が遅れたため、期間を延長しての開
催となりました。期間中の５月15日、16日は『男鹿市来
襲！』と銘打ち〝なまはげ〟と〝男鹿やきそば〟が登場。
来場者の多くが「まさか、横手でなまはげに会えるなん
て！」と、美しい芝桜をバックに記念撮影をしたりゆっ
くり鑑賞したりと、思い思いに楽しんでいました。

旬の味で雪国の春を満喫

（山内）

横手市に
〝 なまはげ〟。まさかの登場に驚き、喜び、記念写真を１枚！

小高い山にこいのぼりが出現

（横手）

横手市民会館付近から

今年も山菜シーズン到来。ワラビやタラノメ、山う
どなど、旬の味を求める人で山内地域がにぎわってい
ます。５月15・16日に道の駅さんないで開かれた山菜
まつりでは手軽に食べられる山菜てんぷらが大人気。
山菜まつりは各地で開かれ、県内外から訪れた、たく
さんの人が例年よりも少し遅い春を楽しんでいます。

国号107号線を山内から横手方面に向かうと、正面
に約20匹のこいのぼりが見えます。これは地元の有志
が、楽しみながら地域おこしをしようと毎年行ってい
るもので、秋ごろまで見られるとのこと。みなさんの
ご家庭に眠っているこいのぼりを仲間に加えてみませ
んか。◆連絡先／太田孝雄さん（安田原町・ 32‑5655）
No.112 2010( 平成 22年 ).6.1 市報よこて
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旬の地産食材で健康づくり

食と農からのまちづくり

トマトの
ニンニクドレッシングかけ

このコーナーでは、まちのフレッシュさんを
リレー方式でご紹介します。大石さんは、前回
の高橋さんからのご紹介です。

食事バランスガイド
主食/黄色 1

2 3 4 5 6

7

主菜/赤色 1 2 3 4 5
牛乳・乳製品
/むらさき色

1 2 1 2

果物
/青色

１人分の栄養素
エネルギー…173Kcal
タンパク質…3.7g
塩 分………0.7g

熱気球サークル【平鹿】

平鹿町熱気球クラブ

かいだ
ゆ

輪

材料（４人分）

23

○トマト中…２個 ○サニーレタス…１／４個
○クリームチーズ…100g ○アーモンドスライス…少々
【ニンニクドレッシング】○ニンニクのみじん切り…大
さじ１ ○オリーブオイル…大さじ２ ○こうじ味噌…
大さじ１ ○酢…小さじ２ ○だし汁…大さじ１

作り方

①トマト、クリームチーズを１㌢幅に切り、交互にはさむ。
②サニーレタスを食べやすい大きさにちぎり皿にのせ、
①を並べて、アーモンドスライスをちらす。
③ニンニクをみじん切りにして、調味料を加えドレッシ
ングを作り、食べる直前にかける。
※若いニンニクの茎の緑色の部分を刻んで入れても、香
りが増しておいしいドレッシングになります。

◎今月の紹介者

横手市食生活改善推進協議会
増田支部

片倉由美子さん（増田）

『八木にんにく』

八木にんにくは、
増田地域の八木地区
で栽培されている伝統野菜で
す。本格収穫前のまだ若い青
ニンニクは、辛味が少なく甘
味があるのが特徴で、味噌を
つけて丸かじりするのが定番
です。疲労回復・免疫機能の
向上が期待されます。ぜひ食
べてパワーをつけてください。

（市農業政策課・赤川）

絵美さん

おおいし

えみ（23歳・十文字）

思えば
遠くへ
来たもんだ

京都府

宇治市
兵庫県

大阪府

■面積
■人口
■世帯

67.55k㎡
192,903人
79,373世帯

小西
こにし

陽子さん

ようこ（33歳・大雄）

陽子さんは︑京都府宇治市
の出身です︒京都の短大を卒
業後︑高校時代からの夢をか
なえて︑アメリカ・オレゴン
州にあるポートランド州立大
に留学︒そこで出会ったのが
同大学で建築を学んでいた夫
じん や
の仁也さんでした︒二人は平
成 年に結婚︒東京での暮ら
しを経て︑平成 年に仁也さ
んの実家のある大雄地域での
生活を始めました︒
京都にいたときよりも人と
の距離が近く感じるという陽
子さん︒パッチワークなどの
趣味を通して横手での生活を
楽しんでいるようです︒また︑
歴史に興味があり﹁市内にも
歴史を感じられる神社や仏閣
がたくさんあるそうなので︑
時間を見つけてゆっくり巡っ
てみたいです﹂とうれしそう
に語ってくれました︒
仁也さんに﹁雪がとけたら
何になる﹂と聞かれ︑以前な
ら﹁水になる﹂と言うところ
を︑とっさに﹁春になる﹂と
答えたという陽子さん︒雪深
い風土の中で春を迎えるよろ
こびを知ったからこそ出た一
言は︑京美人の陽子さんが︑
ゆっくりと秋田美人になって
きた証しかもしれません︒

６月の旬食材

地域イベントを盛り上げようと、旧平鹿町で購
入した熱気球を運用する団体として、平成３年に
結成された平鹿町熱気球クラブ。
現在、20代から60代の男女18人が所属し、稲刈
り後の10月頃から田植え前の５月上旬まで行える
フリーフライトやイベントでの体験搭乗などが主
な活動。大雄バルーンクラブなどと共催する『秋
田スカイフェスタ』は今年で19回目を数えます。
「熱気球から見下ろす横手盆地の景色は最高で
す。初めはちょっと怖かったけど、今では熱気球
との一体感の心地よさにはまっています」と笑顔
で話す会員の皆さん。
代表の佐々木さんは「〝事故なく・ケガなく・
安全に〟をモットーに、これからも地域に根ざし
た活動を会員と共に続けていきたいと思っていま
す。なかなか体験できないスカイスポーツを一緒
に体験してみませんか」と話していました。
◆問合せ 平鹿生涯学習センター 24‑1340

大石

滋賀県

クリームチーズを豆腐に代えても
ヘルシーでおいしく食べられます。
自家製ニンニク味噌でもおいしい
です。オリーブオイルを加えるこ
とでビタミンＡ・Ｅが豊富になり風
味豊かなドレッシングになります。

子どもの頃から人と接するのが好きだ
ったという絵美さんは︑明るい笑顔と優
しい声が印象的な 歳︒現在は︑市内の
事業所で受付事務を担当しています︒
﹁目指していた接客の仕事に就くこと
ができてうれしいです﹂とほほ笑む絵美
さん︒﹁どんなお客様に対しても思いや
りをもって対応するように心がけていま
す︒うまくいかないこともありますが︑
心強い先輩や同僚のみなさんと一緒に︑
これからも元気にがんばっていきたいで
す﹂と語ってくれました︒
◆休日の過ごし方は？
友達と買い物に行ったり︑両親と温泉
に出かけたりしています︒
◆これからやってみたいことは？
フランスにある世界遺産の﹃モン・サ
ン・ミシェル﹄に行くのが夢です︒
◆好きな異性のタイプは？
背が高くて笑顔が素敵な人︒あとはや
っぱり誠実な人がいいですね︵笑︶

副菜/緑色 1 2 3 4 5 6

18

19

笑顔がいっぱい

13
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﹃ふるさと再発見﹄
民館窓口で申込み︵１人１名
募 ﹃横手やきそば食べ歩き
催
集︵覆麺︶審査員﹄を大募集！
し てくてくウォーキング
分まで︶︑定員に満たない場合
横手やきそば暖簾会に加入し
◆日時／６月 日 土
追加受付︑６月 日
︵月︶〜
( 午)前８時
ている 店舗の中から︑９月に
分受付︵参加無料︶
日︵水︶午前９時〜午後５時
秋田ふるさと村で開催される四 ◆問合せ／横手中央公民館
◆コース／ 横手第２工業団地方面
天王決定戦に進出できる店舗を
３２︲３１３７
︵赤坂総合公園内駐車場集合︶
覆麺︵覆面︶審査員として︑食
◆
対象／市内に住む小学生以上
べ歩きしてみませんか︒審査費 催
︵４年生以下は保護者同伴︶
□ 横手市障がい者スポーツ
用は自己負担になりますが︑主 教し 教室を開催します
◆申込期限／６月７日 月( )
催者から御礼︵粗品︶の進呈が ◆日時／７月 日
︵火︶
午前 時
◆申込み／横手体育館
あります︒
〜 時 分
３３︲２１０２
◆審査期間／６月１日︵火︶〜８
◆場所／横手体育館
月１日︵日︶
◆対象／ 市内に住む在宅の身体・ 講
第１回東部地区
講 ひとり親家庭の方を対象
座﹃家族介護者教室﹄の開催
◆問合せ／横手やきそばグラン
知的・精神障がい者で︑会場
□座 としたパソコン講習会
プリ実行委員会事務局
まで各自来場できる方︵付き
◆日時／６月 日
︵月︶
・ 日
︵水︶
高齢福祉事業や介護保険サー
３３︲７１１１
添
い
も
来
場
可
︶
日︵金︶
・ 日︵月︶
・ 日︵水︶
ビ
スの利用について市福祉環境
午前９時〜午後４時
◆種目／卓球バレー︑フライン
部高齢ふれあい課が説明します︒
グディスク
◆場所／かまくら館
◆日時／６月 日
︵水︶
午後１時
催 横手川周辺のクリーン
し アップを行います
分〜３時 分
︵入場無料︶
◆定員／ 人
◆参加費／無料︵傷害保険は県
横手川の自然景観を保全して
障害者スポーツ協会で加入︶ ◆場所／あさくら館
◆受講料／無料
︵テキスト代別︶
︵定員 人︶
いくため︑横手川周辺のクリー ◆申込期限／７月６日︵火︶
◆申込期限／６月 日︵月︶
◆対象／市内で在宅介護をして
◆申込み／市福祉環境部子育て ンアップを行います︒あわせて ◆申込み／市福祉環境部社会福
いる方や介護に関心のある方
各地区の計画に従って︑横手地
支援課 ３５︲２１３３
祉課 ３５︲２１３２
◆申込み／横手市社会福祉協議
域の清掃も行います︒
会山内福祉センター
◆日時／６月６日︵日︶午前９時
﹃糖尿病予防講演会﹄を
５３︲３００９
講 第２回育児講座﹃楽しもう
講
座 開催します
よ座 よ！親子でスキンシップ﹄ ◆問合せ／横手地域局市民課
３２︲２７０３
黒田恵美子氏を講師に迎え︑
﹃
生
活
習
慣
と
糖
尿
病
予
防
﹄
を
横手市雇用創出協議会
講
座 各種セミナー等のご案内
運動あそびをとおして親子でふ
テーマに秋田大学大学院教授・
れあいながら︑リフレッシュで 募 ﹃市民登山の集い﹄
山田祐一郎氏の講演会を開催︒ ︻パソコン︵エクセル︶
・就職支援講習︼
集 参加者募集
きる講座です︒ 参
メタボ予防パネルも展示します︒ ※アンケートによる選考あり
(加無料︶
◆日時／６月 日
︵木︶午前９時 ◆日時／７月４日︵日︶午前７時 ◆日時／６月 日︵金︶午後２時 ◆日時／ ６月 日︵月︶〜 日︵金︶︑
◆場所／真昼岳︵峰越登山口︶
日
︵月︶
午前９時〜午後４時
分
︵受付開始︶〜 時 分
〜３時 分
︵入場無料︶
◆対象／中学生以上※先着 人 ◆場所／平鹿生涯学習センター ◆場所／しすてむ工房
◆場所／たいゆう保育園
︵外ノ目︶
◆参加費／ １︐１００円︵申込時︶ ◆問合せ／横手市食生活改善推 ◆申込み／横手市雇用創出協議
◆定員／親子 組程度
◆申込方法／６月 日
︵日︶午前
進協議会事務局︵市保健衛生
会事務局
︵市商工労働課内︶
◆申込み／たいゆう保育園
９時〜正午︑直接横手中央公
課内︶ ３５︲２１８５
４５︲３９９０
５６︲５０６１
30

30
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30 23

30

46

13

40
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14
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30
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基金訓練パソコンスキル
座 習得﹃ＩＴビジネス科﹄

あっ

20

22

50 22

10

◆日時／６月 日 土
( 午)前 時
〜正午
◆内容／﹃知っておけば絶対に
得をする脳卒中についてのイ
ロハ﹄県立脳血管研究センター・
鈴木明文氏︑﹃山Ｐに負けない
青森県ドクターヘリ﹄八戸市
民病院・今明秀氏︑﹃秋田県の
空を飛ぶ救急の現状と展望﹄
秋田赤十字病院・藤田康雄氏

ろうご

よ

い

く

に

視覚や聴覚の障がいや、言葉の遅れなど、さまざ
まな個性を持った子どもたちのためのチャリティー
イベントです。参加者の走行距離（１キロ×５円）が
子どもたちへの義援金になります。
◆期間／７月３日（土）〜４日（日） ◆場所／グリー
ンスタジアムよこて周辺 ◆種目／【個人の部】24時
間・12時間・６時間、【リレーの部】24時間 ◆申込方
法／各体育館備え付けの申込用紙、またはホームペ
ージ（http://www.runnet.jp/)にて ◆申込締切／６
月15日(火) ◆問合せ／みちのく秋田チャリティー
ラン＆ウォーク実行委員会 大友さん 090‑2366‑0755

30 19

６月23日から29日までの１週間は『男女共同参画週間』
です。これにあわせて、市内の６図書館で男女共同参
画にちなんだ図書コーナーを設けます。
◆期 間／６月３日（木）〜30日（水）※一部29日（火）まで
◆問合せ／市総務企画部男女共同参画・市民協働推進室
35‑2158、または各図書館

25

25

19

10

14

23

16

12

20

30

図書館で『男女共同参画』の企画展を開催！
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22

求職者向けとしてパソコンの
基礎からワープロ・表計算ソフ
トの操作︑ネットワーク活用等
の講習を行います︒

講

﹁社会保険料控除﹂の対象にな
講 ファミリー・サポート・ ◆日時／ ８月２日︵月︶〜 月 日 ◆場所／かまくら館
座 センター﹃子育て講習会﹄ ︵金︶︑午前９時〜午後３時 分 ◆問合せ／平鹿総合病院総務課 り︑受け取る年金は﹁公的年金
３２︲５１２１
岡田小児科医院・岡田信親氏 ◆場所／しすてむ工房︵外ノ目︶
等控除﹂になりますので︑ご検
を講師に迎え︑﹃子どもがかかり ◆ 受講料／無料︵テ キスト代 別︶
討ください︒
︵面接等により選考︶ 催
家 家庭犬のしつけ方教室を ◆問合せ／秋田県国民年金基金
やすい病気とその対応﹄につい ◆ 定員／ 人
し 開催します
ての講習会を開催します︒
◆対象／ハローワークに求職申
０１２０︲６５︲４１９２
し込みされている方で︑基金
◆日時／６月 日
︵金︶午後１時
狂犬病予防注射もできます︒
◆日時／６月 日
︵土︶午後１時 お 知 気象警報・注意報の発表
訓練の斡旋を受けた方
分〜３時
︵参加無料︶
ら せ 方法が変わります
◆場所／十文字文化センター
◆申込期限／６月 日
︵金︶
分〜３時 分
◆託児／あり︵要予約︶
◆申込み／ハローワーク横手
◆場所／横手保健所駐車場
秋田地方気象台では︑警戒の
◆申込期限／６月 日︵水︶
３２︲１１６５
◆申込み／横手保健所環境指導
必要な地域をより分かりやすく
課 ３２︲４００５
◆申込み／横手市ファミリー・
するため︑これまでの﹁内陸﹂
サポート・センター
や﹁仙北平鹿地域﹂ではなく︑
お 知 平成 年度秋田県調理師
ら せ 試験の願書配布開始
３５︲７２１１
お国知 国民年金基金に加入して ﹁横手市﹂のように市町村名を
ら せ 年金を増やしませんか？ 明示して︑気象警報・注意報の
◆試験日／８月 日 水
( )
催 郷土の史跡・文化財探訪 ◆願書配布期間／６月 日 月( ) 国民年金基金は基礎年金の上 発表を行います︒
し を開催します
積年金として給付を行う公的な
〜７月２日 金
◆問合せ／ 秋田地方気象台防災業
(
)
史跡・昭和８年 月建立記銘 ◆願書受付期間／６月 日 水
務課 ０１８︲８６４︲３９５５
( ) 制度です︒掛金は一定で︑全額
碑を探訪します︒
〜７月２日 金( )
◆日時／６月 日
︵火︶午前８時 ◆受験資格／ 中学校卒業以上で︑
調理業務に２年以上従事した方
分 あ
(さくら館集合︶〜正午
※ウォーキング可能な服装で ◆申込み／横手保健所健康・予
参加してください︒
防課 ３２︲４００５
◆申込期間／６月７日︵月︶〜
日
︵木︶
※先着 人
講 市民公開講座を開催しま
座 す︵入場無料︶
◆申込み／あさくら館
３５︲２１３８
◆問合せ／横手文化財保護協会
半田さん ３２︲４７７２

10

24時
間
第６回みちのく秋田
チャリティーラン＆ウォーク大会
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笑顔がいっぱい

い

地域からのお知らせ

ね・ま〜れ
『フリーマーケット』
（衣類・日用品・手作り雑貨）
●日時／６月19日（土）午前10時〜午後３時 ●場所／コミ
ュニティハウス
『ね・ま〜れ』
（十文字駅前通り）
※新鮮野菜、
パン、花、菓子も販売 ●問合せ／ね・ま〜れ
42‑5320
横手星の会『春の星座の探し方・月面・土星・二重星の観察』
●日時／６月19日(土)午後７時〜９時（雨天・曇天は中止）
●場所／秋田ふるさと村第四駐車場 ●参加費／無料 ●
問合せ／武市さん
33‑3997

善

意

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
山内図書館
大雄図書館
雄物川資料館
ゆっぷる

診

ぶな

ありがとうございます

横手市サンハイムへ
・サンベンディング横手
・母の日コンサート実行委員会
県南愛児園ドリームハウスへ
・サンベンディング横手
・佐々木フサ子さん
・高山利勝さん
シルバードームいきいきの郷へ
・JA秋田ふるさと女性部増田支部
・縫殿婦人会
特別養護老人ホーム白寿園へ
・佐々木麻由子さん
・中安甲吉さん

休

自然を愛する皆さんの集い
●日時／６月20日(日)午後１時開演 ●場所／煉瓦屋(寿
町) ●内容／講演：自然との共生、魅惑のハーモニカ演奏
●参加費／800円(軽食付) ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811

老健おおもりへ
・コーラスグループ「蕗」
特別養護老人ホーム憩寿園へ
・神原實さん
・鈴木節子さん
特別養護老人ホーム鶴寿苑へ
・伊藤建設工業株式会社
・株式会社クリマ
・ボランティアグループ
わたぼうし
・高橋光子さん
・糯田英弥さん
すこやか大雄へ
・佐川舞踊交流一座

館日

お出かけ前にご確認ください

6月1・2・9・16日
6月1・7・14日
6月1・8・15日
6月1〜9・16日
6月1・8・15日
6月1・2・9・16日
6月5・6・12・13日
6月3・7・10・14・17日
6月7・14日
6月16日

ゆとり館
6月1・8・15日
えがおの丘
6月7・14日
三吉山荘
6月1・8・15日
大森健康温泉
6月7・14日
ゆとりおん大雄 6月3・17日
南部シルバーエリア 6月7・14日
健康の駅トレーニングセンター
東部
6月2・9・16日
西・南部
6月5・6・12・13日
子どもと老人のふれあいセンター
6月7・14日

療所

ご確認ください

【増田地域】
【雄物川地域】
増田町診療所（耳鼻咽喉科）
えがおの丘診療所
診 療 日 6月2・9・16日（水）
診 療 日 6月2・9・16日（水）
診療時間 14：00〜15：30
診療時間 14：30〜15：30
大沢診療所
診 療 日 6月14日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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『へら鮒釣大会』
●日時／６月20日（日）午前４時30分〜正午 ●場所／横手
公園牛沼 ●参加費／1,000円 ●申込み／６月15日（火）
まで横手釣具センター備え付け名簿に記入 ●問合せ／
横手へら鮒釣研究会 大関さん
33‑2468
第27回さくらんぼ杯全県将棋大会
●日時／６月20日（日）午前９時受付（先着100名）●場所
／よこて市商工会(道の駅十文字裏) ●参加費／1,500円、
高校生以下1,000円（昼食付） ●クラス／Ａ級・Ｂ級・
Ｃ級・初級 ●問合せ／佐藤さん
090‑3365‑2720
ほろっとキッズ『秘密基地(かくれが)をつくって遊ぼう!』
●日時／６月26日（土）午前10時〜27日(日)午前10時 ●
場所／保呂羽山少年自然の家 ●対象／小学生20人 ●
参加費／2,300円(食費・保険代等) ●申込期限／６月16
日(水) ●問合せ／ほろっとキッズ 高橋さん
22‑4511
エンジョイ！カヌー参加者募集
●日程／６月27日（日） ●場所／保呂羽山少年自然の家
及び六沢堤 ●定員／先着40人(家族・大人を含むグループ)
●問合せ／保呂羽山少年自然の家
26‑6011
秋田県知事・横手市長杯争奪!『カラオケ歌謡コンクール』
●日時／６月27日（日）午前10時開演 ●場所／かまくら館
●入場料／1,000円 ●チケット販売／かまくら館、道の
駅十文字、秋田魁新報・読売新聞販売所(市内) ●問合せ
／秋田県大衆音楽協会 程塚さん
018‑857‑2755
ほどつか

横手ローンテニスクラブ30周年記念『初心者テニス教室』
●日時／６月の毎週木曜日、
午後１時30分〜 ●場所／大鳥
公園 ●参加費／１回300円 ●問合せ／伊藤さん 33‑2927

献血日程

月日・地域

実

施

場

所

大和更生園
雄

６月８日(火)
横

手

６月17日(木)
横

手

種類

10：00〜10：50

６月３日(木) 秋田睦合成㈱
大

実施時間
11：10〜12：00

宮腰デジタルシステムズ㈱

12：20〜13：20

横手市役所

14：30〜16：00

大雄庁舎

秋田いすゞ自動車㈱横手営業所 10：00〜10：45 全血
西東北日野自動車㈱横手支店 11：15〜12：00
東日本高速道路㈱東北支社横手管理事務所 15：15〜16：00
タカヤナギ・グランマート婦気店 10：00〜11：30
協同組合横手卸センター

13：00〜14：30

北都銀行横手支店

15:00〜16：00

情報〜information〜

どばたプラザ
idobata plaza

「いどばたプラザ」は、市民団体やＮＰＯなどからのお知らせを掲載
するコーナーです。掲載を希望する場合は、発行日の15日前までに内
容がわかるものをお寄せください。なお、内容や情報量などによって、
ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

『春の美術四人展（大森町美術クラブ会員）』
●期間／６月１日(火)〜25日（金）、午前９時〜午後５時
●場所／南部シルバーエリア ●入場料／無料 ●問合せ
／南部シルバーエリア 26‑3880
う

かい どう

『羽海道棟方板画』カレンダー展
棟方志功が奥の細道をたどり板画化したカレンダーを
展示します。秀作美術工芸展も同時開催します。
●期間／６月５日(土)〜13日（日）、午前10時〜午後３時
●場所／四季彩館
（山内大松川）●入場料／無料 ●問合
せ／四季彩館 53‑3262
『ノーバディズ パーフェクト講座』（全７回開催）
日頃感じている悩みや関心事を出し合って話し合いな
がら、自分にあった子育ての仕方を見つけてみませんか。
●期間／６月７日〜７月12日までの毎週月曜日と７月20
日(火）、午前10時〜正午 ●場所／かまくら館 ●対象／
０歳〜５歳の保護者(定員10人) ●参加費／無料 ●託児／
あり※申し込み必要 ●申込み／むつみ保育園 33−2777
『つかえる英語講座』
（外国人教師による中級英会話教室）
●日時／６月８日(火)・22(火)、午後７時〜９時 ●場所
／かまくら館 ●受講料／１回1,000円（初回無料）●問
合せ／田口さん 080‑1829‑4754
横手さつき盆栽会『花季展示会』
●期間／６月11日(金）〜13日(日）、午前９時〜午後４時
●場所／横手駅南町内会館※期間中、剪定講習会を開催
予定 ●問合せ／中沢さん
32‑9383
せんてい

手作り雑貨マーケット(パッチワーク、ビーズ、手芸材料等）
●日時／６月13日(日)午前10時〜午後３時 ●場所／か
まくら館 ●問合せ／小松さん
090‑7666‑6001
ばらまつり横手市民囲碁大会
女流プロを迎えての囲碁大会です。
●日時／６月13日(日）午前９時30分〜 ●場所／かんぽ
の宿横手 ●参加費／2,000円（昼食代含む）●問合せ／
横手市囲碁連盟 村上さん
33‑2494
横手ばら会『春のばら展』
●日時／６月13日（日）午前11時〜午後３時 ●場所／かん
ぽの宿横手 ※入場無料 ●問合せ／藤本さん
32‑6177
ぎんえい

第18回横手市内吟詠交流発表大会
●日時／６月13日
（日）午前10時〜午後１時30分 ●場所
／横手プラザホテル ●入場料／無料 ●問合せ／藤原
さん 32‑6734
プリザーブド フラワーアレンジ教室
加工されたお花でミニブーケを作りませんか。
●日程・場所／①６月16日(水)〜22日(火)、自宅教室(平
鹿町藤根) ②６月23日(水)、あさくら館 ●時間／午前
10時〜、午後１時30分〜 ●参加費／2,800円（材料代）
●申込み／藤王さん 090‑7064‑5602
No.112 2010( 平成 22年 ).6.1 市報よこて
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日本国
秋田県
横手市

読者の声

す︒我が集落でも最近おめで に出てみると風にのり桜が散
たい話がなく︑淋しいかぎり っていました︒この潔い散り
です⁝︒
方も見事ですが︑春がかけ足
︵Ｔ・Ｓさん・ 歳・平鹿︶ で去っていくようで淋しい気
もしました︒
去年から犬を飼い始めまし ︵出羽の黒狸さん・ 歳・大森︶
た︒朝から犬にふりまわされ
る毎日⁝︑でもとてもかわい
私は︑満開の桜が大好きで
いので苦労とは思いません︒ す︒雨や風︑台風︑雪︑吹雪︑
春が来て︑散歩しやすい季節 それに猛暑︑いろんな辛さに
になりましたが︑ふと気付い 耐えて⁝︒でも春になると何
たことが⁝︒道路わきの犬の 事もなかったように︑きれい
フン︒散歩の際は必ず袋を持 な花を枝のすみずみまで咲か
って片付けましょう︒飼い主 せて︑私たちを楽しませてく
の常識ですよね︒
れます︒人間も︑桜の花のよ
︵ココママさん・ 歳・横手︶ うに体全体で情熱を表せたら
どんなに素敵かな⁝なんて︑
６月に小学６年生の孫が仙 桜の季節になると考えます︒
台・松島に修学旅行に︒思い 自分の人生を振り返り︑思い
起こせば昭和 年︑私も仙台 どおりにならなくて我慢の多
・松島にＤ５１機関車で行き かった過去を考えるから︑桜
ました︒そのときの北上線で を見るとつい感傷的になるの
の車中放送︑﹁この付近はダ かも知れませんね︒
ムができるため水没する﹂と
︵Ｋ・Ｈさん・ 歳・平鹿︶
のこと︒今の錦秋湖⁝︑国道
１０７号線を通るたびに思い
このゴールデンウイークは︑
出します︒
東京から友人親子が我が家に
︵トックンさん・ 歳・増田︶ 泊まりに来て過ごしました︒
遠くの観光地に行かなくても︑
近代美術館や記念グラウンド
での花見や温泉︑横手やきそ
ばに稲庭うどんと市内を満喫
してもらいました︒﹁横手っ
ていいところだね﹂と友人も

大喜び︒私自身も新たな発見
があり︑またまた横手が好き
になりました︒
︵Ｃ・Ｔさん・ 歳・横手︶
今年は４月に気温の低い日
が続き︑大型連休中に桜が見
頃を迎えた一方︑農作物の生
育に遅れが目立ち︑農作業や
作物管理に影響しています︒
実りある秋に向けて︑天候の
回復を心から祈りたいと思い
ます︒

おたよりお待ちしています
読者の声﹃たより﹄は︑読者の
皆さんのページです︒市への意見
や市報の感想などを︑はがきや封
書︑ファクスで左記のあて先まで
お送りください︒おたよりには︑
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
る場合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
してください︶
なお︑おたよりをくださった方
の中から︑抽選で﹃読者プレゼン
ト﹄の商品を差しあげます︒プレ
ゼントの応募方法は ページをご
覧ください︒
﹁たより﹂のあて先
〒０１３︲８６０１
横手市条里一丁目１番 号
横手市役所市長公室 広報広聴担
当あて □３３︲６０６１
︵﹁たより﹂と明記してください︶
･･････････････････････････････････････
※ご記入いただいた個人情報は︑記載内容の
確認および商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︒

あきおっこの
よくばりジュース

ml

締め切りは

６月 日 ︵消印有効︶

発行号
﹁６月１日号﹂
︑郵便
応募方法
番号︑住所︑氏名︑年齢を
明記し︑必ず﹁たより﹂の文面を添えて
お送りください︒当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます︒

【提供】
オフィスNORIMAKI
33‑5102

36

今年も︑遅いながらも春が
やってきました︒自宅の前の
桜並木もゴールデンウイーク
に満開になり︑春を実感しま
した︒連休の最終日の朝︑外

44

19

64

横手産の野菜と果
物を使ったぜいたく
なジュース︒〝にん
じんをおいしく飲む〟をコンセ
プトに︑イヌリンを多く含む菊
芋とりんごをプラス︒おいしく
て体に優しい﹃あきおっこのよ
くばりジュース﹄
︵７２０ ︶
を
３名様にプレゼントします︒

プレゼント

73

42

60

54

69

いしかわ ひさ
大正６年、湯沢市生まれ。22歳のときに結婚し、十
文字町仁井田地区に移り住む。その後、義理の曾祖
母から菅笠作りの手ほどきを受け、60年以上に渡り
その伝統を守り続けてきた。現在は現役を退いたた
め新たな作品の製作はしていないが、お土産品など
の小さな菅笠作りを行っている。

スゲの良し悪しで笠の出来が決まる。
手で〝見て〟材料の質を見極める。

今月の読者

今年も芝桜フ
ェスタには多く
のお客さんが来
場してくれまし
た︒中でも︑小さな子ども連れ
の家族が多く︑ほのぼのとした
！
ひと時を⁝となるハズが一転！
ナマハゲの﹃泣ぐ子はいねが〜﹄
により︑号泣する子どもが続出︒
泣きながら﹁ちゃんと良い子に
するから︒言うこときくから﹂と
約束する可愛い子どもたちの様
子に︑周りの大人は癒されてい
ました︒⁝巧で紹介した石川ヒ
サさんが取材の合間に﹁やっぱ
り子どもは宝っこだんしなぁ﹂
と︑ひ孫をあやしながら笑った
姿が思い出されました︒︵美佳︶

25

石川 ヒサさん（92歳・十文字）

ました︒その本は県立図書館
にあったので︑取り寄せても
らって借りることができまし
た︒﹁なんて親切な図書館だ
ろう﹂と感激しました︒平鹿
図書館がレファレンスサービ
スの取り組みを評価されて︑
国会図書館から顕彰されたと
いう報道に﹁やっぱり ﹂と
うれ
嬉しくなりました︒このよう
にキメ細かいサービスをして
くれる図書館が身近にあって
幸せに思いました︒
︵ミヤコさん・ 歳・横手︶
私が勤めるふるさと村にも
ようやく春が訪れ︑水面いっ
某スーパーの料理教室に参
ぱいに泳いでいた白鳥たちも 加した時のこと︒食育の話に
旅立っていきました︒来た時 なり︑都道府県別の食糧自給
と帰る時は︑頭上を何回も回 率は︑秋田県が１７０％︑全
ってあいさつしてくれます︒ 国１位は北海道で２００％︑
今年もきれいなお声であいさ 最下位は東京の１％だそうで
つしていきました︒無事に古 す︒秋田を含め︑東北は上位
里にたどり着くことを心から を占めているとのこと︒秋田
祈っています︒山と川のある 県を誇らしく思いました︒農
まち︑そしてふるさと村のあ 家の方々に感謝です︒
る横手市︒遠くに行くのもよ
︵ネコママさん・ 歳・横手︶
いけど︑この村もいいところ
ですよ︒足っこ運んでたんせ︒
市報で﹁婚活応援﹃世話ま
︵Ｃ・Ｅさん・ 歳・平鹿︶ げ人﹄募集﹂の記事を見まし
た︒たくさんの方が応募し︑
ひと組でも多くの人々が結ば
れ︑たくさん赤ちゃんが生ま
れて︑活気ある横手市になっ
てくれればいいなぁと思いま

つな
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6〜５/1

（４/1

66

日常品から民芸品へ
時代が変化しても繋ぐ伝統

仕事帰りに寄れるので︑平
鹿図書館をよく利用します︒
先日は︑タイトルも作者名も
わからない本を探してもらい

菅笠作り
Vol.55
たくみ
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がさ

2010

前郷墓

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。

!!

まだ手で田植えを行っていた頃。この時期の水田
には、田植えを行う大人や子どもの姿があり、同じ
数だけきれいに並ぶつの笠や大野笠があった。農作
業に欠かせない〝菅笠〟の生産地として、十文字町
仁井田地区は古くから『菅笠の里』と呼ばれている。
ここに、その伝統を受け継ぐ巧がいる。
菅笠は縫笠の一つで、材料のスゲは強度を保つた
めに細かく、そして縫い目の美しさに気を配りなが
ら１針１針縫っていく。かざしてみると隙間が多い
ため晴天時には通気性がよく、湿気を含むと膨れて
隙間をふさぎ、雨を防ぐという特徴をもつ。菅笠は
どの家庭でも一年中利用し、重宝がられていた。
22歳でこの地に嫁いできたとき、曾祖母から「笠
作りは覚えておいた方がいい」と言われ、見よう見
まねで作り方を覚え、数十年かけて習得した。「と
ても細かく神経を使う作業だよ。以前は作り手が集
まって一緒に作業していたから楽しかったね」と昔
を懐かしむ。時代とともに化学製品が普及して作り
手も減少し、菅笠は減少の一途をたどった。しかし
これが、巧の作品がさらに広まるきっかけとなる。
各地域の作り手が減少したことで、 あきたこまち
の袋でおなじみの小町娘の市女笠や山形県の花笠、
舞踊団体が使うまんじゅう笠など、民芸品としての
需要が増えることにつながったからだ。
巧は「現役は引退。今は趣味程度で」と笑い、時
おり、土産用の小さな花笠を山形県に送っている。
「若い世代に作り手がいないのは残念だね。だから
こそ多くの人に、菅笠を見る機会があればいいと思
っているんだよ…」と目を細めながら見つめる手元
には、伝統を紡ぐ針が握られていた。
すげ

６１

た
よ
り

ふれあい
語り合い

暮らしのカレンダー
発行／横手市
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今年も恒例のさくらん
ぼまつりが開かれます。
期間中は各地区の樹園地
でさくらんぼ狩りや直売
が行われますので、ぜひ
おいでください。
【さくらんぼ狩り】
◆場 所／十五野・富沢・新処・四ツ屋・腕越
佐吉開の各地区樹園地
※期間中は下記『案内所』で受け入
れ可能な樹園地をご案内します。
特に団体の場合は予約が必要です。
◆料 金／中学生以上1,000円、小学生700円、
幼児500円（１時間食べ放題）
◆問合せ／案内所（道の駅十文字内） 23‑9320
期間中の主なイベント（十文字陸上競技場）
【十文字マラソン（さくらんぼマラソン）】
◆日 時／６月27日（日）午前９時〜
◆コース／小学生の部1.5㌔、中学生男女・高校
女子・一般女子の部３㌔、高校男子・
一般男子の部５㌔
◆申込期限／６月21日（月）
◆申込み／十文字生涯学習センター
42‑2067
【さくらんぼタネ飛ばし大会】
◆日 時／７月４日（日）午前９時30分〜受付
◆問合せ／十文字地域局産業建設課
42‑5119
十文字町観光協会
42‑0406

十文字朝市大抽選会のお知らせ
日
内

時／７月17日（土）9：00〜正午ごろ
容／７月13日まで、十文字朝市でのお買い求
め200円ごとに補助券を１枚発行してい
ます。補助券20枚で１回抽選できます。
問合せ／十文字地域局産業建設課 42‑5119
٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨

雄物川民家苑 木戸五郎兵衛村まつり
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Pick
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期

間／６月５日（土）〜６日（日）
※植木盆栽市は２日(水)から
内 容／フリーマーケット、屋台コー
ナー、物産店など
【野外ステージイベント】
５日 竿灯、大雄太鼓
６日 御嶽清流太鼓、アカペ
ラコンサート、音楽サ
ークルステージ
問合せ／雄物川地域局地域振興課 22‑2111
٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨

無料映写会

!

up!

■６月15日（火）〜７月15日（木）
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〜 南部シルバーエリア（大森町）

◆上映時間／午後１時〜 ◆問合せ／ 26‑3880

６日（日）「ウォーリー」
【98分】
13日（日）「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」【111分】
20日（日）「カンフー・パンダ スペシャルエディション」【92分】
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