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アジサイが醸す横手の『涼』

あじさい

７月11日、観音寺鐘つき堂下で開かれた『横手川と紫陽花に
親しむ茶会』。横手川のせせらぎに包まれながら、梅雨の合
間に訪れた優雅な一時を楽しみました。（関連記事18ページ）
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ちょく

ちろん︑雇用や労働︑警察な
ど幅広い分野の機関や団体と
高校生を含む一般公募の市民
も参加しています︒
この協議会は今後も定期的
に開かれ︑各種支援策の成果
や進捗状況などを確かめ︑そ
の都度︑取り組みを見直し︑
次の行動に反映させる仕組み
となっています︒

子どもと親がともに育つ
ための５つの基本目標

前期計画は︑次代を担う子
どもたちの健やかな成長のた
め︑子ども自身や子育てをし
ている保護者などがどのよう
な支援を求めているか考え︑
話し合いの中で定められまし
た︒平成 年度から取り組む
後期計画は︑基本的な考え方
は継承しながらも︑その後の
社会状況の変化を考慮︒子ど
もたちもその親も地域で育て
られ︑地域で育つまちづくり
を目指して︑次の５つの取り
組みを柱に据えています︒
◎保育サービスや経済的支援
の提供といった子育てを支
22

子どもと親が地域で育つ
まちづくりが基本理念

次世代育成支援地域行動計
画は︑次代を担う子どもたち
が健やかに生まれ育つ環境を
整備するための行動計画を︑
法律
︵※︶にしたがい各自治体
が定めたものです︒横手市で
は︑市町村の合併協議と並行
して平成 年３月に﹃夢はぐ
くむ ゆきんこプラン﹄の前期
５年間の計画を策定しました︒
前期計画は︑平成 年度か
ら 年度までを実施期間とし
て﹃子どもが親が地域で育つ
笑顔あふれるまち﹄を基本理
念に掲げ︑子どもや子育て家
庭のための取り組みを推進す
る内容で作られました︒

※平成 年７月に制定された﹃次
世代育成支援対策推進法﹄およ
び﹃児童福祉法の一部を改正す
る法律﹄

幅広い分野の市民・職員が
策定と進行管理に参画

この行動計画は︑次世代育
成支援地域協議会と市の関係
する各部局の職員との話し合
いで作られたものです︒その
話し合いには︑子どもの成長

と子育て環境に関わりのある︑
次世代育成支援
医療や保健︑福祉︑教育はも
地域行動計画 とは
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援する仕組みづくり
◎母子の健康を守り子どもた
ちが心身ともに健やかに育
つ元気・健康づくり
◎次代を担う子どもたちを育
むひとづくり
◎安心して子育てできる環境
づくり
◎仕事と家庭生活が両立でき
る社会づくり
また︑平成 年度には︑子
ども一人ひとりが尊重され︑
健やかに成長できるよう﹃子
どもの権利宣言﹄を制定しま
した︒この宣言は﹃大人の宣
言﹄と﹃子どもの宣言﹄から
なり︑大人は子どもの権利を
尊重し見守り育てることを︑
子どもはのびのび元気な横手
っ子を目指すことを宣言して
います︒
20

現状と見通し

進む少子化と経済不安

今年度は新たな顔ぶれで話し合いが行われている次世
代育成支援地域協議会（６月28日の第１回協議会）

図２ 子育てに関する悩み

就学前児童の保護者（1,140人）
小学生の保護者（1,306人）

〜次世代育成支援地域後期行動計画書から抜粋〜

住民基本台帳を基にコーホート変化率法により推計

(人)

14,379

15000

10000

5000

0

12〜
17歳

5,441

13,744

13,431

13,166

5,288

5,212

5,079

4,974

4,761

０〜
５歳

4,177

4,059

22年度

23年度

平成

4,709

4,560

4,488

4,428

3,972

3,864

3,764

24年度

25年度

26年度

図１は市内の児童数の推移です。今後５年間で1,200人以
上の児童が減少する見込みで、これは市内で一番児童数の多
い横手南小学校の２倍にあたる人数です。
図２は子育ての悩みを聞いたものです。就学前児童の保護
者、小学生の保護者とも「経済的な不安・負担」が過半数を
占めています。「子どもとの時間がとれない」「しつけがう
まくいかない」「家族との意見の不一致」などの割合が高い
ことがわかります。
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図１ 今後５年間の18歳未満の人口推計
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市では、今年３月に次世代育成支援地域後期
行動計画『夢はぐくむ ゆきんこプラン』を策定
しました。
その基本理念は「子どもが 親が 地域で育つ
笑顔あふれるまち」。子どもの権利が尊重され、
未来に夢を描ける社会の実現をめざし、子ども
や親、地域社会など前期行動計画で重視した８
つの項目を踏まえつつ、新たに『仕事と家庭の
調和（ワーク・ライフ・バランス）』を加えた９つ
の視点から〝次世代の育成〟を見つめ、さまざ
まな分野で取り組みの目標を定めました。
少子化が叫ばれて久しい中で、次代を担う人
材を育成するために、私たち市民や地域社会が
どう関わったらいいのかを考えてみます。
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次代を担う

人 づくり

次世代を支える

﹃子どもの権利宣言﹄には︑
〝親 〟
となる人材育成こそ
児童虐待やいじめなどの社会
地域社会の重要課題
問題への対処としてだけでな
子どもたちの健全育成とと く︑人としての尊厳や地域社
もに︑次代を担う〝親〟の育
成も地域にとって欠かせない
課題です︒社会情勢の変化に
ともない︑男女共同参画の推
進や中学・高校生が乳幼児と
ふれあう機会の拡充︑若者の
就業支援などを通じて︑
〝親〟
となる人材を多面的に育てる
必要があります︒
次代を担う者の
学校教育の現場では︑子ど
もの〝生きる力〟を育てる授
責任を持ちたい
業や指導が取り入れられ︑確
かな学力の向上とともに豊か
な心と健やかな体を育てる取
り組みが進められています︒
しかし︑子どもたちの心身は
大切にしたい
学校の中だけで形成されるも
地域とのつながり
のではありません︒子どもた
ち自身が地域や社会とのつな
がりを実感し︑〝生きる力〟
が育つためには︑地域がさま
ざまな形で関わりを持つこと
が大事になります︒
また︑次世代育成の取り組
みの中で市が重要視している
のが﹃子どもの権利﹄です︒

会との関わりなど︑人として
忘れてはならない最も基本と
なる考えが︑わかりやすく盛
り込まれています︒

健やかな体と豊かな心を養うことが将来の担い手を育てる
親と子の心身の健康は
次世代を育む基礎づくり
子どもたちが未来に夢を描
くためには︑何よりも心身の
健康が基本になります︒その
ためには︑親
とりわけ母
親の健康が大切です︒
妊産婦や乳幼児期の健診︑
予防接種は︑非常に充実して
いて利用率の高いサービスで
す︒一方︑育児の環境や課題
は家庭ごとに違いますので︑
普段の生活の様子を把握した
り︑その家庭に合った情報を
提供したりするためには︑保
健師などによる家庭訪問など
も大事になります︒
医療の分野では︑休日夜間
の小児救急の受付体制整備や
不妊治療への情報提供や支援
など︑官民が一体となって協
力する体制づくりが進められ
ています︒
また︑
﹃食育﹄の推進も地域
との関わりが深い健康増進の
取り組みです︒〝食と農〟の
資源が豊かな横手市では︑今
後ますますその重要度が増し
てくるでしょう︒

ビスの充実や男女共同参画推
進︑家庭教育の強化への取り
組みが求められています︒

多様なニーズに応えられる

保育環境の整備を促進

いのある児童に対しては専任
の保育士を配置するなどの特
別保育の充実に努めます︒ま
た︑休日や病児病後児保育な
ども積極的に導入を進める計
画です︒
こうした保育サービスの充
実を図るためには︑施設整備
も重要な課題です︒そのため︑
年齢別集団保育のできていな
いへき地保育所や︑入所児童
の減少が著しい保育所の統廃
合を検討し︑それぞれの地域
で不足しているサービスの提
供を目指します︒

安全安心で働きやすい地域社会の実現がカギをにぎる

次世代育成支援地域行動計画と『子ども
の権利宣言』に関わった高校生に聞く

少子化で保育所の入所児童
数はゆるやかな減少が見込ま
れますが︑家庭環境や就労形
態の変化により保育ニーズは
多様化しています︒市の保育
所整備計画では︑地域の保育
ニーズを的確に把握し︑将来
を見据えた施設整備や保育体
制の整備を目指しています︒
具体的には︑全市的に需要
の多い乳児・延長保育の体制
を全施設で整えるほか︑障が

■保育所整備年次計画
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さん

環境 づくり

雄物川町大沢在住

安部 千寿子

めた〝働き方〟の見直しを図
るため︑企業や就業者自身に
対する意識啓発の取り組みが
急務です︒特に〝次代の親〟
となる若者の雇用を確保する
ため︑市でも関係機関と連携
し︑高校新卒者の地元就職へ
の協力要請や企業等への支援
策の検討を始めています︒
また︑職業生活と家庭生活
の調和︵ワーク・ライフ・バラ
ンス︶のとれた環境づくりを
進めるため︑子育て支援サー
３人目の子どもが生まれた時、長女が通う地元の
保育所には当時２歳だった次女は入所できず、姉妹
で別々の保育所に預けていました。また、働きたい
と思っても、近くに預けられる施設がないため、少
し離れた施設に入所させた知人もいます。
雄物川地域では、公立保育所の統合が検討されて
います。身近な保育所がなくなる淋しさはあります
が、統合で早朝や休日保育などの利用者ニーズに合
った施設になれば、親としてはありがたいことです。
また、母親が仕事をしながら子育てができるよう、
よりきめ細かな学童保育も実施してほしいです。

仕事と家庭生活の調和が
今後の地域社会のカギ

利用者ニーズに
合った保育体制
の整備に期待

安心して子どもを産み育て
られる地域社会
口で言う
のは易しいですが︑そのため
に最も大事なことは︑仕事と
家庭を両立できる環境づくり
です︒しかし︑経済情勢が厳
しい中で︑その実現は容易で
はありません︒
子育て世代に対応した多様
な働き方の実現や︑男性を含

子育て真っ最中の
お母さんに聞く

地域ぐるみの見守り活動
で安全安心の基礎固め
地域の環境整備では︑何よ
りも子どもたちが安心して生
活できる安全なまちづくりが
優先されます︒例えば︑公共
施設のバリアフリー化や街灯
整備︑交通安全教育や防犯パ
トロールなどは︑そのまます
べての人が暮らしやすい地域
づくりに結びつきます︒
子どもたちの安全確保には︑
さまざまな〝見守り〟の組織
が活動を実践していますが︑
パトロールや意識啓発だけで
なく︑犯罪や危険箇所などに
関する情報共有やネットワー
ク化を図り︑地域全体での持
続的な活動に進化させていく
ことも必要です︒その手立て
として︑迅速に情報が伝達で
きる市の
﹃安全・安心メール﹄
の普及拡大は︑有効な方法の
ひとつと言えます︒

へ
私
公
■私立
■公立
■へき地保育所
※整備年度は変更の可能性があります。

さん

横手清陵学院高校３年

さん

高橋 沙織
横手城南高校３年

和田 祐依

初めは会議の内容が難しくて不安で
したが、１年ほどたつと「次代を担う
者の責任として、高校生でも横手の現
状を知っておかないといけない」と思
うようになりました。若者の県外流出
は私の想像以上で、働く場が少ないこ
とは、深刻な問題だと感じました。
横手駅前にできる児童センターは、
安全で広々とした施設で子どもたちの
輪が広がり、親子の絆も深められる場
所になることを願っています。
中学生の提案が基になった『子ども
の権利宣言』は、とてもわかりやすく
親しみやすくて、子どもも大人も共有
できる良い目標ができたと思います。
この会議に参加して、次世代の育成
には地域の関わり、特に子どもの見守
り活動やあいさつの大切さを強く感じ
ることができ、今は生徒会活動でそれ
を実践しています。将来は地元で働き
たいと思っているので、地域とのつな
がりは大切にしていきたいです。
地域
整備内容
平鹿 増築（定員増）
横手 増築・修繕
横手 改築
改築（統合）
雄物川
認定こども園検討
横手 改築
大森 改築（統合）
横手 改築
平鹿 大規模修繕
予定年度
保育所名
私
22年度 醍醐保育園■
私
23年度 明照保育園■
私
25年度 横手幼児園■
公へ
公 館合保育所■■
里見保育所■
公へ
公 へ 大沢保育所■■
福地保育所■■
私
26年度 みいりの保育園■
私
公 大森保育園■
27年度 白山保育所■
私
29年度 和光保育園■
私
30年度 浅舞感恩講保育園■

地域で育む、子育て、親育て
横手市の次世代育成支援
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十文字地域子育て支援センター

山内地域子育て支援センター

は移動型の活動︒他の地域の
﹃つどいの広場﹄やプレイス
ポットに出かけ︑普段とは違
う遊びの場を提供しながら︑
市外出身者などで横手市内に
詳しくない保護者でも︑行動
範囲と交流の拡大が図れるよ
うに取り組んでいます︒
こうした親子の交流や育児
を支える活動は︑各地域で異
なります︒まずは軽い気持ち
で︑お近くの子育て支援セン
ターへご連絡ください︒

交流の輪の広がりが
子育ての負担を軽くする
１歳半が目安ですが︑子ども
を連れてくるご家族の都合で
どちらにでも参加できます︒
参加者は︑遊びや読み聞かせ
を楽しみながら︑互いに情報
を交換しあって育児の悩みを
解決したり︑交流の輪を広げ
たりしています︒今年度は施
設の開放時間を延長して︑参
加者同士の十分な会話時間の
確保にも努めています︒
一方︑毎月第３木曜日に開
催している
﹃わんぱくクラブ﹄

り

い

（右）

の

あ

各地域で特色ある活動実践
市内に８つある地域子育て
支援センターの基本業務は︑
電話や来所による育児相談や
子育て支援サービスの紹介な
どの相談窓口ですが︑育児講
座や各種サークル活動のお手
伝いなど︑各地域で特色ある
活動を実施しています︒
今回は︑大雄子育て支援セ
ンターを例に︑子育て世代の
交流の輪を広げるための取り
組みをご紹介します︒

交流・情報交換の場を提供

土田優子 さん・莉依 ちゃん

（左）

次世代育成支援地域後期行
動計画の重点施策に位置づけ
られているのが︑横手駅東口
に建設が進められている横手
市地域交流センター︵仮称︶
２階に開所予定の横手市児童
センター︵仮称︶です︒子育
て家庭に優しく︑元気あふれ
る地域づくりを目標に︑子育
て支援センター事業のさらな
る充実を図るとともに︑ファ
ミリー・サポート・センター
や相談窓口の機能も併せもつ︑
総合的な支援体制の中核とな
る施設を目指すものです︒
また︑市内で活動する子育
て支援サークルなどをネット
ワーク化し︑サークル活動の

総合支援の中核施設整え
地域で子育てを支える

母親同士の気軽
な会話が一番

次代の地域の担い手育成には︑あらゆる分野の連携
と協力が不可欠です︒特に︑働きながら子育てができ
る環境整備は︑地域の大きな課題です︒
来春︑横手駅東口にできる児童センターは︑子育て
支援の中核施設として︑より利用しやすい環境づくり
と利用者のニーズに応えられる機能や体制を整える必
要があります︒どうか︑この〝次世代育成〟を地域全
体の重要任務ととらえ︑よりよい施設整備や体制づく
りにみなさんのご意見をお聞かせください︒
横手市長 五十嵐忠悦

次代の担い手づくりは地域の重要任務

活性化を支援したり︑事業協
力などにより市民︵サークル
や団体等︶と行政の協働がよ
りいっそう円滑に行われるこ
とを目指し︑地域で子育てを
支えられるまちづくりを進め
ていきます︒

何と言っても、お母さん同士で気軽に話ができる
ことが一番ありがたいです。いろんな情報交換がで
きるし、気持ちもリフレッシュできます。ぴよクラ
ブのおかげで知り合いになれた人も多くいて、親も
子も友達づくりにつながっています。
お友達の成長が見られるのも楽しいし、お友達を
とおしてわが子の成長や変化に気づくこともありま
す。保育園入園前に、遠足や運動会、毎月のお誕生
会、クリスマス会などを経験できるのも魅力。家の
中だけでは味わえない経験ができるので、子どもの
成長にもいい面がたくさんあると思います。
35‑2133

たいゆう保育園に併設され
ている大雄子育て支援センタ
ーは︑旧田村小学校の校舎を
利用しているため︑ゆとりの
ある空間と整った設備が特徴︒
ここを拠点に３つの交流の場
を提供しています︒
乳児親子対象の﹃ぴよクラ
ブ﹄と未就園児親子が対象の
﹃ほっぷクラブ﹄は︑毎月３
回ずつ開催︒対象児の境目は

児童センター

︻横手駅前︼

児童センター内の遊戯スペースは約400㎡あり、大型遊具などで子どもたちが季節
に関係なく存分に体を動かせます。この広さを生かし、定期的に親子の交流イベント
や育児サークルなどの活動も行う予定です。子どもと一緒に訪れた保護者が、気軽に
子育ての相談ができるように、子育て支援センターの指導員のほか家庭児童相談員や
母子自立支援員も常駐。さらに、ファミリー・サポート・センターも併設します。
また、育児で重要な部分を占める医療機関や保健センターなどとも連携し、それら
との結びつきを生かした相談対応や情報提供ができる体制を目指します。

〝ぴよクラブ〟の
参加者に聞く

子育て支援
センター

大雄地域子育て支援センター

相談
窓口

地域住民・団体・サークルなど

大森地域子育て支援センター

地域住民・団体・サークルなど

雄物川地域子育て支援センター

6
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平鹿地域子育て支援センター

新・横手市
子育て支援
センター

ファミリー・
サポート・セン
ター
（本部）
増田地域子育て支援センター

医療機関・保健師など

子育て支援課

３
４
１ほっぷクラブは子どもも保護者
も気兼ねなく過ごせる集いの場
２移動型のわんぱくクラブ。この
日は雨のため雄物川の『つどいの
広場』を利用 ３〝新米ママさん 〟
が多いぴよクラブは育児の情報交
換が活発 ４さまざまなジャンル
の講師を招いての育児講座も開催
（約40組が参加した６月の『親子
でスキンシップ』の様子）

１
２
横手市児童センター（仮称）
横手地域子育て支援センター

佐藤紀子 さん・乃愛 ちゃん

担当◆福祉環境部子育て支援課

地域で育む、子育て、親育て
横手市の次世代育成支援
特集

人と情報が集まる子育て支援の拠点に

平成23年春、横手駅東口に横手市児童センター（仮称）が開所予定

横手駅前に建設が進められている市の公共公益施設棟の２階には、児童センターの設置が計画されて
います。この２階フロアのコンセプトは『広げよう！笑顔あふれる子育ての輪』。子育てに関わるすべて
の人が気軽に利用でき、人と情報が集まる横手市全域の〝子育て支援の拠点施設〟を目指しています。
児童センター開所後の市の子育て支援体制をイメージすると、下の図のようになります。

横手市の子育て支援体制のイメージ

雄
物
川
︑
初
の
決
勝
進
出
悔しい準
優
勝
！

長いラリーを制し、よろこびにわく選手たち
（予選Ａブロック・聖隷クリストファー高校戦）

勝利を願い、熱い応援が続く

細川主将が２人を相手にボールを押し込む
ラインズマンを務める女子 最後まで勝利を目指し、相手に食らいつく
ブロックで相手の流れを断ち切る
（予選Ａブロック・千葉県選抜戦） 部員の正確なジャッジ
（決勝・聖隷クリストファー高校戦）
（準決勝・市立尼崎高校戦）

決勝トーナメント結果

聖隷クリス
トファー

雄 物 川

〔

2

〕

25‑20 0
25‑15

山形中央

〔 〕

25‑22
2 16‑25 1
25‑23

Ⅴリーグの３選手がバレーボール教室を開催

〕

川崎市立橘

13‑25

準優勝
雄物川

東京学館新潟

〔 25‑19 〕0

2

25‑21

千葉県選抜

〔 25‑18 〕0

2

25‑22

宇部商業

○３位・４位決定戦
‑ 0 宇 部 商 業（４位）
市 立 尼 崎（３位） 2
○５位・７位決定戦
‑ 0 山 形 中 央（７位）
川崎市立橘（５位） 2
‑ 1 千葉県選抜（７位）
東京学館新潟（５位） 2

憧れの宇佐美選手の指導にみんな真剣

レシーブの指導をする清水選手

福澤選手がスパイクを実演

全国ブロック選抜高校男子バレーボール大会

雄物川体育館 ／ ７.９[FRI]

11[SUN]

11

ァー高校と対戦︒接戦の末に
黒星でのスタートとなりまし
たが︑雄物川伝統の粘り強い
バレーを取り戻すと︑続く千
葉県選抜と市立尼崎高校︵兵
庫県︶をたて続けに撃破︒予
選Ａブロックを見事１位で通
過しました︒
波に乗る雄物川高校は︑決
勝トーナメントの１回戦︑準
決勝も順調に勝ち進み︑つい
に決勝に進出︒しかし︑予選
リーグの初戦で対戦した聖隷
クリストファー高校に再び屈
し︑涙をのみました︒
悲願の初優勝とはなりませ
んでしたが︑雄物川高校の気
迫あふれるプレーと選手たち
を盛りたてる観客の力強い応
援で﹃バレーボールのまち横
手﹄を強く印象付けました︒
また︑大会には多くの地域
ボランティアのほか︑増田高
校男子と雄物川高校女子のバ
レーボール部員がスタッフと
して参加︒礼儀正しく心のこ
もった対応は︑円滑な大会運
営の大きな力となりました︒

大会２日目の７月10日。横手わか杉カップの会場
で、社会人バレーボールのＶ・プレミアリーグで活
躍するパナソニックパンサーズの宇佐美大輔（雄物
川町出身）・福澤達哉・清水邦広の３選手が、市内
中学校の男子バレーボールチームを対象にしたバレ
ーボール教室を開きました。
３選手はいずれも植田辰哉監督率いる全日本男子
チームのメンバー。子どもたちは、世界を相手に戦
う憧れの選手を前に緊張しながらも、真剣なまなざ
しで各選手から基本的なプレーのポイントを学んで
いました。
また、最後に「初めから上手な人はいない。目標
に向かってあきらめず、とにかく行動することが大
事」とアドバイスを受けると、子どもたちは元気な
返事で応え、チームを大切にする心と目的に向かっ
てつき進む努力を誓いました。

〔

25‑21 0
2
25‑15

〔 20‑25 〕2

0

25‑18

７月９日〜 日の３日間︑
今年で３回目を迎えた﹃横手
わか杉カップ﹄が雄物川体育
館で開かれ︑地元の精鋭・雄
物川高校は︑初の決勝進出を
果たしたものの︑聖隷クリス
トファー高校︵静岡県︶に一
歩及ばず︑悔しい準優勝とな
りました︒
第１回大会から４位︑３位
と順位を上げてきた雄物川高
校は︑今年３月の春高バレー
３位入賞の勢いそのままに︑
本大会初優勝を目指し︑全国
の各ブロックから選抜された
強豪７校を迎えて熱戦を繰り
広げました︒
雄物川高校は︑予選Ａブロ
ックの初戦で聖隷クリストフ

市立尼崎

優勝
聖隷クリス
トファー

〔 25‑13 〕0

2

白熱した市立尼崎との準決勝

9
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駅本屋・自由通路新設の無事祈る
新しい横手駅舎工事安全祈願祭
上︒両方の入り口を自由通路
でつなぎ︑２階中央部分に改
札を設ける橋上駅舎に生まれ
変わります︒
東口には横手市の情報発信
を目的としたスペース︑西口
には市民の交流スペースなど
が設けられ︑延べ床面積は約
２︐２００㎡︒改札が２階に
あるため︑エレベーター５基
が新設されます︒総事業費は
およそ 億円で︑市が 億円︑
ＪＲ東日本が１億円を負担す
ることとなっており︑ＪＲ東
日本では来年７月の営業開始
を目指しています︒
駅本屋と東西自由通路からなる新横手駅のイメージ

戦争犠牲者の御霊に平和を誓う
平成 年度横手市戦没者追悼式
８月 日の終戦記念日を前
に︑戦後 年目の市戦没者追
悼式が︑７月７日に横手市民
会館で行われました︒
式典には︑遺族や市・県関
係者など約４００人が出席︒
開式にあたり黙とうを捧げて
戦没者の冥福を祈ったあと︑
五十嵐市長は﹁国民の大半が
戦争の悲劇を知らない今︑悲
惨な歴史を繰り返さぬよう︑
ご遺族の辛い記憶を未来に伝
えなければならない﹂と式辞
を述べました︒
15

めい

災害時用の井戸を市に寄贈
奥山ボーリング㈱︑社会貢献活動の一環で

祭壇には︑約４０００柱の
戦没者がまつられ︑各地域の
遺族会や傷痍軍人会などの代
表者が犠牲者の鎮魂と平和を
祈って献花︒戦中・戦後の体
験談発表では︑十文字地区戦
争遺児の会会長の高山昭信さ
んが︑ 歳の若さで戦死した
父親と苦労の末に病死した母
親をしのび﹁恒久平和を築く
ことが︑私たちに課せられた
使命︒時代とともに悲惨な戦
争の感覚が希薄にならないこ
とを願いたい﹂と穏やかな口
調で語りました︒
式では︑よこて女声コーラ
スが哀悼歌を合唱し︑しめや
かに幕を閉じました︒
井戸の具合を確かめる奥山専務（左）と西野校長（右）
※上記得票数は、政党等の投票数と各候補者個人の得票数を合算したもの
で、小数点以下切り捨ての数値です。

※県は秋田県選出議員選挙、比は比例代表選出議員選挙

同社では︑来年度以降も社
会貢献活動の一環として︑井
戸を寄贈する予定です︒

1,736
8,699
123
792
3,994
2,246

27

22

できます︒
十文字第一小学校の引き渡
し式では︑同社の奥山信吾専
務が﹁災害は発生しないに越
したことはないが︑万が一の
時には︑有効に活用してほし
い﹂とあいさつ︒西野茂校長
は﹁いざという時の安心感が
あり︑社会科や理科の教材と
しても利用したい﹂とお礼を
述べました︒

得票数

７月９日︑ＪＲ横手駅の新
駅舎本屋と東西自由通路の工
事安全祈願祭が︑新設される
駅西口の建設予定地で行われ
ました︒
式典には︑市やＪＲ東日本
秋田支社︑工事関係者などお
よそ 人が出席︒五十嵐市長
と河野浩一・ＪＲ東日本秋田
支社長︑藤森伸一・ＪＲ東日
本東北工事事務所長が鍬入れ
などの神事を行って︑工事の
無事を祈りました︒
新しい横手駅は︑線路をは
さんで東側と西側に入り口を
設け︑アクセスの利便性を向

が

●政党等の得票数

14

７月 日︑奥山ボーリング
株式会社︵奥山和彦社長︶よ
り︑災害避難場所に指定され
ている十文字第一小学校と浅
舞公民館に︑災害時用の井戸
が寄贈されました︒
井戸は︑４月から工事が行
われ６月に完成したもので︑
飲み水としては使用できませ
んが︑避難者の洗濯水やトイ
レ用の貴重な水源として使用

たい

参議院比例代表選出議員選挙

26

80

10
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11

戦没者への哀悼と平和への誓いを捧げた追悼式

第22回参議院議員通常選挙が７月11日に行われ、横手市
分の投票率は秋田県選出、比例代表選出ともに65.62％で、
前回と比べ3.75ポイント下回る結果となりました。
本市分の開票結果は次のとおりです。

五十嵐市長などが鍬入れして工事の安全を祈願

26

75

27

政党等の名称

社会民主党
たちあがれ日本
日本創新党
国民新党
公明党
日本共産党
７
８
９
10
11
12
146
9,560
13,631
203
11,768
497
幸福実現党
みんなの党
民主党
女性党
自由民主党
新党改革
１
２
３
４
５
６

得票数 届出順
届出順 政党等の名称

15

27

65

参議院秋田県選出議員選挙

●得票数（届出順）
１ 石井ひろお 28,158票（328,771票 当選）
２ すずき陽悦 22,967票（226,217票）
３ ふじた和久
3,110票（ 36,320票）

80

秋田市の八橋陸上競技場で
７月４日︑第 回小学生陸上 ︻陸上︼男子 ｍハードル優勝
鈴木 大我 さん
競技交流大会県予選会が行わ
十
(文字第一小︶
れ︑男子 ｍハードルで十文
字第一小学校６年の鈴木大我
さん︵十文字アスリートクラ
ブ・記録 秒 ︶が︑見事に
優勝を勝ち取りました︒
８月 日に東京の国立競技
場で開催される全国大会に出
場する鈴木さんは﹁ 秒台の
自己ベストを出して︑優勝で
きるように頑張ります﹂と力
強く語ってくれました︒

39

12

28

７月 日︑宮城県利府町で ︻消防救助︼溺者搬送・溺者救助優勝
第 回東北地区支部消防救助 中川原 誠 士長 照井 諭 消防士
技術指導会︵水上の部︶が行わ 新宮 良憲 士長 松下 修 副士長
市
(消防本部︶
れました︒
水難事故での救助技術を競
う大会で︑全７種目のうち﹃溺
者搬送﹄と﹃溺者救助﹄の２種
目に市消防本部から４人の隊
員が出場︒２種目とも見事に
優勝し︑今回で３年連続の全
国大会出場となりました︒
８月 日に京都で行われる
全国大会では︑東北地区代表
としての活躍が期待されます︒

第22回 参議院議員通常選挙結果

60

全県制覇し全国大会へ
栄光

３年連続全国大会へ

◆当日の有権者数
県 男39,480人 / 女44,963人 計84,443人
比 男39,480人 / 女44,963人 計84,443人
◆投票者数
県 男26,714人 / 女28,698人 計55,412人
比 男26,715人 / 女28,698人 計55,413人
◆投票率
県 男67.66％ / 女63.83％
計65.62％
比 男67.67％ / 女63.83％
計65.62％
◆投票総数の内訳
県 有効投票54,235票 / 無効投票1,175票
比 有効投票53,402票 / 無効投票2,009票
持ち帰り：各２票
）は秋田県の総得票数
※（

市政の窓（行政報告）
市政の窓（行政報告）

行
補
助金

市からのお知らせ

行政情報便

政情報便

information
市民主体の活動を応援します!

平成22年度『みんなが主役のまちづくり活動補助金』の後期受け付けを開始します

市民の皆さんが主体的に行うまちづくり活動を支援す
るため『みんなが主役のまちづくり活動補助金』の申し
込みを受け付けます。魅力あるまちづくりのため、ぜひ
積極的にご活用ください。
◆目的
市民活動を元気づけ、地域の活性化を図るための主体
的なまちづくり活動を応援します。
◆補助対象者
市内の団体等で、新規の活動や既に取り組んでいる活
動を拡充しようとする場合に補助金を交付します。
◆補助対象経費
事業費が20万円以上の事業に要する経費としますが、
団体等の運営経費、食糧費に相当する経費、その他適
当でないと認められる経費は、補助対象外とします。
◆補助金額
①補助率 補助対象経費の２分の１以内

特

区

②限度額 事業１件につき50万円を上限に予算範囲内
※継続事業の場合は、交付期間を原則３年とします
◆補助金の決定方法
書類審査・ヒアリングにより、補助金交付の適否およ
び予算の範囲内で補助額を決定します。
◆受付期間
８月２日（月）〜31日（火）
※原則として10月から翌年３月まで実施分となります
◆申込方法
市地域づくり支援課、または各地域局地域振興課で配
布している要綱をご覧のうえ、申請用紙に記入して提
出してください。要綱、申請用紙は市のホームページ
からもダウンロードできます。
◆問合せ
市総務企画部地域づくり支援課
（本庁南庁舎内） 35‑2158
ホームページ http://www.city.yokote.lg.jp/

横手市がどぶろく特区に認定されました〜発酵に生きる ‑ 横手Deux Broque特区〜

どぶろく製造のＱ＆Ａ
どぶろくの製造が可能になりました！
市では、国の構造改革特別区域計画『発酵に生きる‐ Ｑ：〝どぶろく〟とはどのようなものですか？
横手Deux Broque特区』
（どぶろく特区）を申請し、平成22 Ａ：次のいずれかに該当するものをいいます。
年６月30日、内閣総理大臣より認定されました。
①米、米こうじ、水を原料として発酵させたもので、
これにより、横手市でもどぶろくの製造が可能となり
こさないもの
ましたが、どぶろくを製造するためには、さまざまな条
②米、水、特定物品（※）を原料として発酵させたも
件があります。製造希望の方は問い合わせていただくか、
ので、こさないもの
下記説明会にご参加ください。
※特定物品とは、麦、粟、ひえ、きび、そば、と
うもろこしなどと、デンプンもしくはこれらの
どぶろく特区説明会を開催します
こうじ、米こうじまたは清酒かすを指します。
どぶろく製造に興味のある方を対象に『どぶろく特区
説明会』を開催します。
Ｑ：誰でも製造できるの？
どぶろくをつくるための条件やクリアしなければなら
Ａ：「農家民宿やレストラン、飲食店などを営む農業者」
ない課題、さまざまな疑問点などについて、分かりやす
でなければ、どぶろくの製造はできません。
く説明しますのでぜひご参加ください。
Ｑ：製造するための条件は？
◆日 時 平成22年８月11日（水）午後１時30分〜
Ａ：どぶろくは、農業者自らが生産した米を原料としな
◆場 所 横手市役所 本庁南庁舎 講堂
ければなりません。また、酒類製造免許の取得が必
◆参加料 無料
要になります。特区内であっても、酒類製造免許を
◆問合せ 市総務企画部地域づくり支援課
（本庁南庁舎内）
取得しなければ製造することができません。
35‑2158
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横手やきそばプロモーションビデオ＆ふるさとＣＭ大賞出演者募集！

市民

エ キストラ募集！

昨年の全国Ｂ−１グランプリ以降、その知名度がさらに
【横手やきそばロック・ダンサー】
上がった〝横手やきそば〟。市と横手やきそば暖簾会では、
◆応募資格
横手市を全県・全国各地にＰＲするため、横手やきそばの
①小学３年生以上の方
プロモーションビデオを作成し、併せて、秋田朝日放送の
②８月下旬から９月にかけて数回行われ
ふるさとＣＭ大賞出品作品の撮影を行います。
る、振り付け練習会に参加できる方
そこで、作品の中でＢＧＭの横手やきそばロックに合わ
◆申込み・問合せ
せて踊っていただく市民エキストラを募集します。
市観光物産課観光振興担当 33‑7111
みなさんの力で、一緒に横手をＰＲしましょう！
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親子料理教室を開催します！

家庭教育支援チーム事業

市では、家庭教育に関する学習機会の提供や孤立化の >>夏休み親子 de キッチン
家庭教育支援チーム事業の一環として開催します。簡
解消など、家庭での教育力の向上を図る総合的な取り組
単でおいしいランチを作りながら、親子で楽しい時間を
みを充実しようと『家庭教育支援チーム』を設けています。
過ごしてみませんか。
●活動内容
＊超簡単冷製トマトパスタ
情報や学習機会、集いの場の提供、相談対応など、さ
日
時 ８月10日(火) 午前10時〜午後１時
まざまな状況にある子育て中の親を支援します。
場
所 旭ふれあい館
●活動日時
参 加 費 １人300円
月・水・金曜、午後１時〜４時
申込締切 ８月６日(金)
（これ以外でも依頼があれば対応できます）
＊簡単ゴマだれつけめん
日
時 ８月20日(金)午前10時〜午後１時
さまざまな状況で子育てをしている親への支援を、
場
所 あさくら館
地域と連携して積極的に行います。
参 加 費 １人300円
例えば
申込締切 ８月17日(火)
○仕事などで学習機会に参加できない…
○子育てする上で孤立化している…
○どこに相談したら良いか分からない…

◆申込み・問合せ
市教育委員会教育総務部(雄物川庁舎内)
家庭教育支援チーム・生涯学習課 22‑2155

公共施設市民サポーターになりませんか？
市では、市が管理する道路や公園などの公共施設の環
境美化を担っていただく『公共施設市民サポーター』を
募集しています。
公共施設市民サポーターとは？
公共施設の清掃や除草作業などは市が定期的に行って
いますが、市民のみなさんの協力を得ながらより行き届
いた管理を行おうと、平成18年度から実施しているもの
です。（詳細は市ホームページにも掲載しています)
●登録資格
個人、家族、学校、企業等の各種団体など、いつでも
どなたでも登録できます。
●活動内容
サポーターが指定した公共施設のごみ収集や除草作業、
施設に関する情報提供など。なお、実施日時や活動回
数などは各団体に一任します。
●サポーターへの支援
市では活動に必要な花苗、物品、用具
の支給や市民サポーター名称入りの
看板設置などの支援を行います。

サポーターを募集します

◆活動内容の一部をご紹介します。
平成22年７月20日現在で38団体が登録・活動しています。
【団体名】又兵衛おたすけマン(雄物川地域)
【活動を通して…】
公共施設市民サポーターに登録し、活動を始めて
３年目の又兵衛おたすけマン。年間４回ほど、道路
脇に除草剤を散布して雑草の発生を防いでいます。
代表を務める長谷川信義さんは「道路が整備され
て交通量も増え、道路付近のごみも目立つ時期があ
りました。しかし、除草作業を行うようになって、
きれいになった道路脇へごみを捨てる人もいなくな
り、よりよい道路管理へつながっています」と話し
ていました。
【活動内容】除草作業をしました。(2010.07.13)

◆問合せ
市建設部建設監理課(十文字庁舎内)
42‑5112または、各地域局産業建設課

市長面会日のお知らせ
◆日
時／８月25日(水)午前９時〜10時30分
◆申込期限／８月20日(金)※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）

○市県民税２期
○国民健康保険税２期
○介護保険料２期 ○後期高齢者医療保険料２期
納期限は８月31日です
◆納期限を過ぎる場合は
納税相談にお越しください。
◆市財務部納税課（横手庁舎）
32‑2518

８月 ‑August‑

１２３４５６７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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市住宅リフォーム
促進事業補助金を終了します

補
助金

横手の活性化のために、活用ください！
〜各種補助金、２次募集のお知らせ〜

■『商い賑わい創出事業補助金』
商店街等が商いと結びついたイベント等を実施する場
合に補助します。
◆対象者
商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街（会）団
体、事業者グループ（３店以上）、ＴＭＯ等
(平成22年７月21日現在)
◆対象経費
◆問合せ
イベント等を開催する際にかかる経費
市建設部建築住宅課(横手庁舎内) 35‑2224
◆補助率
対象経費の１／２以内（上限30万円）
■『商いエキスパート（名人）育成事業補助金』
敬
横手市敬老会を各地域で開催します
商店街等の事業者の資質向上、商店の魅力向上を図る
老会
事業に対し補助します。
平成22年度横手市敬老会を市内15会場で開催します。 ◆対象者
対象となるのは、昭和11年４月１日以前に生まれた75
商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街（会）団
歳以上の方で、それぞれの開催地区にお住まいの方です。 体、事業者グループ（３店以上）、ＴＭＯ等
◆対象経費
◆敬老会開催日程
研修会・勉強会・調査研究事業などにかかる経費
地 域 開催日
時間
会
場
対象地区
◆補助率
旭地区
旭ふれあい館
９/４（土）
対象経費の１／２以内（上限20万円）
横手市住宅リフォーム促進事業補助金の総額が予算の
8,000万円に達しましたので、申請受け付けを終了しま
す。ご活用、ありがとうございました。なお、秋田県住
宅リフォーム補助金の取次ぎは継続して行っています。
◆受付件数
562件
◆補助対象工事費総額 14億７千万円

９/４（土）
９/５（日）

横

11：00

手 ９/８（水）

ふるさと館

境町地区

金沢中学校体育館

金沢地区

あさくら館

朝倉地区

９/10（金） 10：30 武道館
９/11（土）
９/11（土）

11：00

中央地区

さかえ館

栄地区

オアシス館

黒川地区

増

田 ９/７（火） 11：00 増田体育館

増田全域

平

鹿 ９/８（水） 11：00 平鹿体育館

平鹿全域

９/６（月）

福地･大沢地区
雄物川コミュニティ
雄物川 ９/７（火） 11：00
里見･谷地･館合地区
センター
９/８（水）
沼館地区
大

森 ９/１（水） 11：00 大森体育館

十文字

９/２（木）
９/３（金）

11：00

大森全域

十文字Ｂ＆Ｇ海洋センター 十文字・三重地区
西地区館 体育館

植田・睦合地区

山

内 ９/15（水） 11：00 山内体育館

大

雄 ９/３（金） 10：00 大雄農業者トレーニングセンター 大雄全域

山内全域

◆各地域局福祉担当課（詳細はお問合せください）
横手地域局
32‑2710
大森地域局
26‑2115
増田地域局
45‑5514
十文字地域局 42‑5114
平鹿地域局
24‑1114
山内地域局
53‑2933
雄物川地域局 22‑2156
大雄地域局
52‑3905

議会を傍聴しませんか

市議会８月臨時会開催（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。
◆日 時 ８月16日（月）午前10時から
◆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
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■横手市ものづくり創造支援事業〜地域企業を応援します〜
新技術の導入および技術の高度化を目指す意欲的なも
のづくり企業者の育成と、産業の活性化、雇用の促進を
図るための事業を展開しています。
◆対 象 者 市内中小企業者または、市内中小企業者を
含む企業連携する団体
◆対象業種 製造業および情報サービス業
【事業１】アドバイザー導入等支援事業
◆対象経費 専門家の謝金と移動に要する経費の一部
◆補 助 率 対象経費の10／10以内（上限60万円、おお
むね３回程度の受入れに要する経費）
【事業２】産学連携スタートアップ支援事業
◆対象経費 指導料、施設利用料、外注費など
◆補 助 率 対象経費の１／２以内（上限50万円）
【事業３】ものづくり販路拡大支援事業
◆対象経費 出展料、装飾、工事費など
◆補 助 率 対象経費の１／３以内（上限50万円）
＊＊＊上記補助金事業の申込期限 ８月31日（火）＊＊＊
＊留意点
全事業の補助については、事業計画等の申請内容を審
査し、予算の範囲内で可否を決定します。
＊申込み・問合せ
市産業経済部商工労働課（増田庁舎内） 45‑5516
＝横手市ものづくり創造支援事業＝
第一次事業採択を受けた企業は以下のとおりです
■アドバイザー導入等支援事業（１社）
㈱アクトラス
■産学連携スタートアップ支援事業（１社）
㈱大雄振興公社
■ものづくり販路拡大支援事業（２社）
㈱ファーストカスタム、工芸工房 かまくら商店

子
児童扶養手当等の受給者のみなさんへ
育て

福祉
医療

現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されて
いる方は、毎年８月中に所得額と受給資格の確認のため
審査を受ける必要があります。該当する方には、市から
通知書を送付していますので、内容を確認し『現況届』
の手続きを忘れずに行ってください。
受給して５年以上経過した方には『一部支給停止適用
除外事由届出書』も同封していますので、必要書類とと
もに提出してください。
なお、提出されないと受給資格がなくなり、認定請求
ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

平成23年４月から義務化される医療機関等の電子請求
に対応するため、平成22年８月から福祉医療費受給者証
の受給者番号が変更されます。新しい受給者証は、交付
日、有効期間が『平成22年８月１日』以降の日付となっ
ています。各自でご確認のうえ、８月以降に医療機関等
を受診する場合は、受給者証の提示を忘れないようにお
願いします。また、後期高齢者医療に加入されている重
度心身障がい者については、新しい受給者証を７月下旬
から順次送付しています。古い受給者証の有効期間は満
了となっていませんが、８月１日以降は使用できません
ので必ず破棄して、新しい受給者証をお使いください。
◆問合せ
市福祉環境部国保市民課（大雄庁舎内） 35‑2186また
は、各地域局市民福祉課（横手地域局は市民課）

児童扶養手当の不正受給は絶対にダメ
申告内容を偽って手当を受給した場合、児童扶養手
当法に基づいてお支払いした手当の全額を返還してい
ただきます。また、３年以下の懲役か、30万円以下の
罰金に処せられることがありますので、受給資格に変
更があった場合は、速やかに手続きをしてください。

◆問合せ 市福祉環境部子育て支援課（大森庁舎内）
35‑2133、または各地域局福祉担当課

保

育

福祉医療費受給者証の番号が変わります

〜市立里見保育所（雄物川）〜

10月から乳児保育を始めます！

10月１日から、市立里見保育所（雄物川地域）では、
０歳児・１歳児の乳児保育が開始されます。入所児童を
墓
募集しますので、希望者はお申し込みください。
園 十文字墓園の使用者を募集します
◆応募資格
仕事や病気などで、日常児童を保育できない家庭等
＊応募者多数の場合や区画場所等は抽選となります＊
◆定
員
【十文字墓園】横手市十文字町梨木字堤ノ上56番地
０歳児：３人、１歳児：６人
◆募集区画
◆応募方法
○規制墓地（間口２ｍ×奥行２ｍ）
・・・39区画
８月２日(月)から募集を受け付けます。各地域局福祉
お骨を入れるカロート付きで、規定の墓石・台石・
担当課備え付けの申込書に記入し、必要書類を添付の
花立を建てていただきます。
うえ、雄物川地域局市民福祉課に提出してください。
【永代使用料170,000円、管理手数料2,000円（年間）】 ◆問合せ
◆申込条件
雄物川地域局市民福祉課保健福祉担当 22‑2156
市内に現住所か本籍を有する方
※お墓がなく、遺骨を自宅等で保管している方を優先
募
配食サービス事業者を募集します
します。なお、火葬許可証が必要となります。
集
◆申込期限※土・日・祝日など閉庁日の受付不可
ひとり暮らしの高齢者の自宅に栄養バランスのとれた
８月６日(金)〜31日(火)、午前９時〜午後５時
食事を調理し配達すると同時に、利用者の安否確認を行
◆申込方法
十文字地域局市民福祉課窓口にある申請書に必要事項 っていただく事業者を募集します。
◆応募資格
を記入し、提出してください。
市内に調理および配送拠点を設置できる業者
◆申 込 先
◆応募期間 ※土・日・祝日など閉庁日の受付不可
十文字地域局市民福祉課 42‑5113
８月２日(月)〜10日(火)、午前９時〜午後５時
＝申込状況を参考に次年度以降の墓園拡張を検討します＝
◆応募方法
市高齢ふれあい課まで電話にて応募
【前郷墓園の工事のお知らせ】
現在、墓園拡張の工事を行っています。使用者募集は ◆事業概要
【配達地域】 横手地域、大雄地域
10月頃の予定ですので、詳細が決定しだい市報等でお知
【配達日時】 月・水・金、午後４時〜５時
らせします。
【配達件数】 １日100件程度 ※若干の変更あり
◆拡張区画
【委託期限】 平成23年３月31日
○園路墓地（間口２ｍ×奥行３ｍ）
・・・25基
◆問合せ
○規制墓地（間口２ｍ×奥行２ｍ）
・・・16基
市福祉環境部高齢ふれあい課（大森庁舎内） 35‑2134
◆問 合 先 横手地域局市民課 32‑2703
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Topics
レベルアップでさらなる盛り上げを
■『横手やきそば職人』更新検定（横手）
７月９日、10日の両日にわたり『横手やきそば職人』
の更新検定がかまくら館で行われました。最近の『横手
やきそば』人気をさらに盛り上げようと、焼きそば作り
技術のレベルアップを目的に実施されたものです。
平成14年に養成が始まった横手やきそば職人は、横手
やきそば暖簾会による県内外でのイベント出店の際に、
暖簾会会員とともに腕をふるうのが役割。そのため検定
では、単に焼き方だけではなく、接客の面でもレベルを
保つ必要があることから、横手やきそばの歴史や特徴、
横手市の観光なども改めて学ぶ講習会を受け（写真上）、
その後筆記試験と実技試験が行われました。
実技試験では、暖簾会の伊藤一男理事長ら３人が審査
員となり、めんを焼く手順、目玉焼きの焼き具合、盛り
つけ方などを細かくチェック。受検した28人の職人全員
が見事に合格し、更新検定証を手渡されると、緊張の表
情がとけて晴れやかな笑顔を見せていました。

横手の元気印

教

育

市からのお知らせ

行政情報便

政情報便

information
農

教育行政相談の窓口をご利用ください！

業 中山間地域等直接支払事業実施状況

教育行政相談は教育行政に対する地域住民や保護者の
平成21年度の『中山間地域等直接支払制度』の取り組
みなさんの意見や考えを、的確に教育行政に反映させる み状況が確定しましたので実施状況をお知らせします。
ための相談窓口です。
地域名 協定締結数 参加農家数 交付対象面積（㎡） 交付金額（円）
教育行政相談では、学校教育だけでなく生涯学習やス
横 手
2
40
158,207 1,819,380
ポーツの振興、文化財保護など教育委員会で取り扱う事
務全般に関してのさまざまな問題に対する行政上の相談
増 田
25
671
3,461,986 26,903,563
を受け付けています。市民参加の教育行政を進めるため、
平 鹿
2
33
127,782
989,268
みなさんのご意見をお寄せください。
雄物川
13
114
607,240 5,148,360
なお、相談内容等は秘密厳守ですので、お気軽にご相
談ください。
大 森
10
116
535,229 9,559,175

暖簾会理事のチェックを受けながら横手やきそばを作る受検者

横手バレーJr.スポーツ少年団が県大会初優勝
全日本バレーボール小学生大会へ出場決定

山 内

30

526

2,920,532 26,148,604

合 計

82

1,500

7,810,976 70,568,350

中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域は、農業生産活動等を通じて国土の保
全、水源の涵養、良好な景観形成等の多面的機能を
発揮しています。このため、中山間地域での耕作放
棄地の発生防止、多面的機能の維持を図るために農
業者等に対して直接、交付金を交付する制度です。
かん よう

◆問合せ
市産業経済部農業政策課（増田庁舎内） 45‑5522

たく

い ど む

けて︑与・野党を越えて最大限の努

力をするとき︒国政を預かる国会議

員あるいは各党が同じテーブルに着

そう考えると︑やるべきこととその

き︑きちんと議論した上で︑政策を

方向性は自ずと見えてくるはずです︒

実現するための接点を見つける努力

今回の参議院議員選挙の結果によ

具体的にいえば︑まずは米軍基地問

をしてほしいと思うのです︒

り︑再び衆議院と参議院の与野党の

題に代表される安全保障︑そして税

五十嵐 忠 悦

議席数が逆転し︑いわゆる〝ねじれ

制改革︑国家公務員改革︑国会議員

横手市長

国会〟の状態となりました︒このま

の定数削減︑そして何よりも産業振

また︑その議論の行き着く先は︑

までは︑山積する課題の解決に向け

興による景気回復の実現です︒消費

各政党の利害でなく﹃国民の生活﹄

た法案がまったく成立しないことも

税をどうするかは︑それらが前進あ

であることを忘れてはなりません︒

予想され︑国政はますます混迷の度

るいは解決されてこそ議論されるべ

合いを深めています︒

さまざまな〝格差〟によって地域

は崩壊への道を歩んでいます︒若者

少子高齢化と人口減で︑地域社会

がいないのではなく〝いることがで

き課題ではないでしょうか︒

ければなりませんが︑地方自治体に

きない〟社会︒その打開に向けて︑

が疲弊する中で︑私たちは自分たち

できることには限界があります︒も

私たちは努力を続けていますが︑地

にできる最大限の努力をしていかな

はや︑国内経済や日本の置かれてい

現実があります︒特に︑産業の空洞

域の取り組みだけでは解決できない

していることは明白です︒各党によ

る状況は︑国家の存亡に関わるほど

そこで︑今の国政に求めたいこと

る連立云々ではなく︑真剣な議論に

の危機的な状況にあります︒

は﹁小異﹂ならぬ﹁
〝中異〟を捨てて
大同につく﹂との姿勢を見せてほし
化が私たちの生活に大きな影を落と

いということです︒今は︑政局の主
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７月13日、10月から日本プロバスケットボールリー
グに参入する秋田ノーザンハピネッツの長谷川誠プレ
イングマネージャー（雄物川町出身）が五十嵐市長を
表敬訪問しました。「地元秋田に拠点を置くことにな
る。試合だけでなく、子どもたちとふれあう機会を作
り、夢や感動を与えていきたい」と語っていました。

導権争いをしているときではなく︑

７月13日、秋田大学横手分校（市役所南庁舎講堂）
でライブ配信による講演会が開催されました。小惑星
探査機『はやぶさ』の経緯を、川口淳一郎氏が秋田大
学で講演する模様がインターネット回線を使って流さ
れ、150人あまりの受講者が今話題の宇宙開発の話に
耳を傾けていました。

長谷川誠氏が市長を表敬訪問

現を切望しています︒

秋田大学講演会「はやぶさ」

大きな声を出して、真剣
な表情で練習に取り組ん
でいる団員たち。

国政で取り組むべき課題の解決に向

２年前に市内の４つの小学校から団員が集ま
り結成。現在は、３年生から６年生までの15人
が、週２回の練習に集中して励んだ結果、今回
の栄冠を手にしました。

を捨てて大同につく
〝中異 〟
国民優先の国政を切望して

６月27日に秋田市で開催された全日本バ
レーボール小学生大会の県大会で、横手バ
レーJr.スポーツ少年団が男子の部で初優
勝を果たし、８月11日から東京都で行われ
る全国大会に出場します。
赤川拓主将（横手南小・６年）は「優勝で
きて、うれしかった。一つひとつのプレー
を大切にし、ミスを少なくして仲間と一緒
に全国の代表チームに挑戦したい」と力強
く話してくれました。
チームを指導している赤川太監督は「子
どもたちには、バレーボールを通じて日常
生活でも自分で考え判断できる力を養って
ほしい」と語っていました。横手バレーJr.
スポーツ少年団にとって、この夏が充実し
た〝熱い夏〟になることを期待します。

教育行政相談の詳細
◆日 時 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)
午前８時30分〜午後５時15分
◆相談員 教育委員会教育総務部・教育指導部各課長
◆受付方法
直接の来庁、電話、ファクス、郵送、メールでの受付
◆受付先・問合先
〒013‑0205 横手市雄物川町今宿字鳴田１
横手市役所雄物川庁舎２階 教育委員会教育総務部
教育総務課 総務担当 22‑2151、 22‑2116
kyoikusomu@city.yokote.lg.jp
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Topics
高齢者の事故多発に警戒！

横手川の水と景観を五感で味わう

■交通安全指導者講習会（横手）

■横手川と紫陽花に親しむ茶会（横手）

７月15日、市役所南庁舎で『交通安全指導者講習会』が
行われました。これは、市内で高齢者の係わる交通事故
が多発していることを受け、交通指導隊や交通安全母の
会など、交通安全の指導者を対象に行われたもの。参加
した約150人は、横手警察署・保坂交通課長の講話から、
高齢者の係わる事故の現状や高齢運転者への指導法など
を聞いたほか、横断歩道を渡る疑似体験ができる歩行環
境シミュレーター『わたりジョーズ君』を使った体験型講
習を受講しました。

７月11日、蛇の崎橋近くにある観音寺鐘つき堂下で、
紫陽花を愛でながら野点を楽しむ催しが開かれました。
これは『横手川水辺のふれあいフェスタ実行委員会』の
活動として、横手川沿いに紫陽花を植栽している紫陽花
回廊運動株主会が主催したもので、同会員や市内の茶道
関係者らが参加。市内の４菓子店（かぶき屋、木村屋商
店、小松屋本店、フレンドール）が販売するオリジナル
の創作菓子『あじさい回廊』とともに、山内三又から汲
み入れた横手川の源流水を使ったお茶を楽しみました。

グランドチャンピオンに輝いた深瀬康子さん（中央）

19

のだ て

く

『わたりジョーズ君』で道路横断のシミュレーションをする参加者

グランドチャンピオンに深瀬さん

スポーツで汗を流し、交流を深める

■第20回あやめ杯民謡大会（平鹿）

■横手市障がい者スポーツ教室

７月19日、浅舞公民館で第20回あやめ杯民謡大会が開
催され、88人が自慢の喉を競いました。今大会唯一の県
外からの出場者である高橋宏絵さん（宮城県塩釜市）が、
『宮城長持唄』を見事に唄いあげ優勝しました。
また、節目の開催を記念し、第11回大会から今大会ま
での優勝者によるグランドチャンピオン大会が催され、
いずれ劣らぬ喉自慢の競演が実現。接戦の末、第11回大
会優勝者の深瀬康子さん（大仙市）が『秋田おはら節』で制
し、満員の客席から大きな拍手が贈られました。

ディスクを投げ、輪に入った数を競うフライングディスクを楽しむ参加者

昔を想いながら自然の中を歩く

野球人生の教え「普段の生活大事に」

■第10回横荘線メモリーウオーキング

■元プロ野球選手・達川光男氏が講演（大雄）

民間鉄道
『横荘線』の路線跡を歩く
『第10回横荘線メモ
リーウオーキング』が７月19日に開催されました。昭和
28年に部分廃止された東由利老方駅から雄物川町二井山
駅までの約12㎞がウオーキングのコース。横手市、由利
本荘市を中心に参加者が集まり、晴天の下、緑豊かな自
然を満喫しながらウオーキングを楽しみました。
横荘線が廃止されたのは昭和46年。今では緑深くなっ
た里山の路線跡に、当時を想いながら足を進める参加者
もいるようでした。

７月14日、プロ野球の広島東洋カープなどで選手、監
督、コーチとして活躍した達川光男氏の講演会が、大雄
中学校で開催されました。同校ＰＴＡと大雄地域づくり
協議会との共催で２年後に迫った同校の閉校記念行事と
して開き、同校生徒とＰＴＡ会員、地域住民など300人
が聴講しました。達川氏は、夏の甲子園優勝という栄光
の陰に幾多の苦難があった高校時代のエピソードを披露
し「目標に向かって少しずつ意識して行動すれば夢は叶
う。普段の生活を大事にしよう」と熱く語りました。

晴天の下、横荘線跡沿いにウオーキングを楽しむ参加者

ＪＡおものがわスイカ出発式 （雄物川）

田楽灯ろうコンクール

７月20日、関東市場へ向けた、ＪＡおものがわのス
イカ出発式が営農流通センターで行われました。出荷
されたスイカは、雄物川地区で主力品種として栽培さ
れている『あきた夏丸』。その後の試食会では「今年も
甘さは十分」との声が聞かれました。参加した関係者
はこの夏のさらなる消費拡大を願っていました。

７月19日、田楽灯ろうコンクールが行われ、大森地
区の子どもたちがキャラクターや願いごとなど、思い
思いに描いた126本の灯ろうを手に町内を練り歩きま
した。午後７時、大森太鼓の演奏を先頭に、赤レンガ
蔵をスタートした子どもたちは、灯ろうを手に約３㎞
の道のりを元気よく歩きました。
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横手城南高校と横手南中学校の茶道部がお点前（てまえ）を披露

（大森）

十文字朝市大抽選会

（十文字）

毎月３・７・０のつく日に開催される十文字の朝市。
日ごろの感謝を込めた『大抽選会』が、７月17日に朝市
会場で行われました。空クジ無しの豪華な賞品が用意
されることもあって、朝早くから補助券を片手に集ま
ったお客さんで大にぎわい。特等や１等の賞品が抽選
されるたびに歓声が上がっていました。

７月13日、誰もが気軽にできるスポーツを楽しむ教室
が、横手体育館で開かれました。これは、日ごろ自宅で
体を動かすことが少ない人を対象に、健康づくりや交流
を深めることを目的に県内各地で行われているもので、
約50人が参加。６人ずつのチームに分かれて卓球台を囲
み、鈴の入ったボールをラケットを使って３回以内に相
手コートに返す『卓球バレー』
や『フライングディスク』に
汗を流しました。会場には、梅雨の蒸し暑さも吹き飛ば
すような参加者の元気な声が響いていました。

熱い講演に引き続き、野球の実技を〝熱血〟指導する達川光男氏（右）

かまくらが自販機のデザインに（横手）

７月14日、『かまくら』と『横手やきそば』がデザイン
された、清涼飲料水の自動販売機がかまくら館に設置
されました。地域に密着した活動の一環として、横手
市の魅力を発信しできるようキリンビバレッジ㈱東北
地区本部が設置。今後、集客が見込まれる県内の観光
スポットや宿泊施設などに設置が予定されています。
No.116 2010( 平成 22年 ).8.1 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

ルージュライス

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。佐々木さんは、前
回の高橋さんからのご紹介です。

食事バランスガイド

〜シシリアンルージュピラフ風〜

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…333Kcal
タンパク質…8.9g
塩 分………0.7g

材料（４人分）

スポーツ吹矢サークル
日本スポーツ吹矢協会

秋田かまくら支部

かいだ
ゆ

輪

○お米…２合 ○トマトピューレジュース…190g
○たまねぎ…1/4個 ○にんじん…1/3本 ○ベーコン…１枚
○アスパラガス…４本 ○冷凍シーフードミックス…80g
○コンソメ…小さじ１ ○塩・こしょう…少々
【酒蒸し用】酒・塩…適量

作り方

①たまねぎ、にんじん、
ベーコンを５㍉角のさいの目に切る。
ゆ
②アスパラガスを茹でて１㌢位に切る。シーフードミッ
クスを解凍し、酒蒸しにする。
③炊飯器に研いだ米とトマトピューレジュース、コンソ
メ、塩・こしょう、①を加え、米２合分を炊飯する分
量になるように水をたして炊飯する。
④炊きあがったら、②のシーフードとアスパラガスを加
えて軽く混ぜ合わせる。
マーケティング推進課
「食のアカデミー」講師

栄養士

菅

妙子さん

炊き上げることで、とてもヘルシ
ーなご飯に仕上がります。トマト
はビタミンＣや整腸作用のあるペ
クチン、高血圧予防に有効なカリ
ウムなどの栄養素を含み、加熱す
ることで旨みがグッと増します。

『シシリアンルージュ』

シシリアンルージュ
の栽培に取り組んで、
４年目を迎えました。今年は５
月上旬に640本の苗を植え付け、
６月下旬から収穫を始めていま
す。横手市は東北で最大の産地
です。安全・安心でおいしいシ
シリアンルージュを、笑顔と一
緒にお届けできるよう思いを込
めて作っています。
（栽培農家・藤原英樹さん）
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長崎県

平戸市

ねら

佐々木

絵梨子さん

ささき えりこ（23歳・横手）

思えば
遠くへ
来たもんだ

佐賀県

■面積
■人口
■世帯

235.63k㎡
36,481人
14,425世帯

長崎県

高橋 陽子さん

たかはし ようこ（48歳・横手）

﹁横手に来て 年目︒ここ
での生活が一番長くなりまし
た﹂とほほ笑む陽子さんは︑
いきつき
長崎県平戸市︵旧生月町︶の
出身です︒横手は︑東京で出
あきら
会い結婚した夫・明さんの出
身地︒﹁子どもは横手で育て
たい﹂という明さんの強い思
いもあり︑平成３年に横手に
移り住みました︒
生月町と言えば︑江戸時代
は捕鯨︑昭和に入ってからは
巻網漁業で栄えた島︒陽子さ
んの父も漁師で︑港に集まる
きらびやかで迫力のある大型
巻網漁船団が今でも脳裏に焼
きついているそうです︒
横手の祭りが大好きで︑毎
年参加しているという陽子さ
ん︒８月に行われる横手送り
盆まつりでは︑故郷の港を思
い浮かべながら︑鮮やかな短
冊を身にまとった横手の屋形
舟で日本の夏︑横手の夏を楽
しみます︒
実は︑陽子さんは今年１月
に初めて開かれた﹃第１回横
手やきそば道場﹄の麺︵免︶
許
皆伝第１号︒﹁いつかはお店
を持って︑第二の故郷である
横手の味をたくさんの人に食
べてもらいたい﹂とこれから
の夢を語ってくれました︒

８月の旬食材

年齢を問わず、誰でも手軽に楽しみながら心身
を鍛えられるスポーツ吹矢。５㍍から10㍍先の的
を狙って矢を吹くニュースポーツで、全国大会も
開催されるほど年々愛好家が増えてきています。
秋田かまくら支部は、８年前に秋田の練習場に
通っていたメンバーが〝地元でも気軽に活動した
い〟との思いから結成。現在、40代から70代の会
員21人が所属し、毎月第２・４水曜日の午後７時
から横手武道館で練習に励んでいます。
「腹式呼吸を使って矢を吹くので、血液の流れ
が良くなり内臓の活動も活発になります。メタボ
対策に最適ですよ」と笑顔で話す会員の皆さん。
代表の渡部さんは「級や段位取得、県大会での
上位入賞を目指した活動もしていますが、一番の
目的は〝健康維持〟です。自分のペースに合わせ
て練習できるので、興味のある方は、ぜひ一度見
学に来てください」と話していました。
◆問合せ 若松さん 32‑5033

11

生月島

◎今月の紹介者

ゼビオスポーツ横手店で︑トレーニン
グコーナーを担当する絵梨子さんは︑人
懐こい笑顔がかわいい新婚さん︒昨年の
月 日︵いい夫婦の日︶に入籍し︑今
年の５月に挙式を終えたばかりです︒
よしあき
夫の嘉朗さんは小学校からの同級生︒
絵梨子さんの帰りが遅い日は︑夕飯を作
って待っていてくれるような優しい旦那
様だそうです︒﹁いいところも気になる
ところも認め合って︑ずっと笑っていら
れるような家庭をつくりたいです︒子ど
もは２人くらいほしいですね﹂とほほ笑
む絵梨子さん︒自らを大ざっぱな性格と
言いつつも︑嘉朗さんへの細かな気遣い
や感謝の気持ちを大切にしている様子が
伝わってきます︒
年明けには新婚旅行を予定していると
のこと︒﹁普段は休みが合わなくてなか
なか出かけられない分︑思いっきり楽し
んできたいです﹂とうれしそうに話して
くれました︒

副菜/緑色 1 2 3 4 5 6

19

笑顔がいっぱい
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情報〜information〜

講 横手市手話奉仕員養成基 ◆定員／４歳から中学２年生ま
座 礎講座︵全 回︶の開催
での親子 組
◆日時／８月 日
︵火︶〜平成
◆参加費／４歳以上２００円︑
年１月 日︵火︶毎週火曜日︑
中学生以上５００円
午後７時〜９時︑
８月 日
︵土︶
・ ◆内容／野外炊飯︑創作活動
月９日︵土︶・ 月６日︵土︶
・ ◆申込期限／８月 日 金
( )
月４日︵土︶・平成 年１月 ◆申込み／市福祉環境部子育て
日︵土︶︑午後１時〜３時
支援課 ３５︲２１３３
◆場所／かまくら館︑サンサン
横手
ひとり親家庭の方対象
講
座 講習会
◆対象者／ 歳以上で入門講座

修了者︑
またはそれに準ずる方
︻
介
護
員
養
成
研
修
︵
２
級
課
程
︶
︼
◆期間／︻講義︼９月４日
︵土︶
〜
お 知 都市計画施設等の変更図 ◆参加費／無料
ら せ 書を縦覧しています
︵テキスト代１︐４７０円︶
月 日
︵土︶毎週土・日曜日
◆申込期限／８月 日
︵金︶
︻実習︼ 月１日︵月︶〜 月
都市計画区域の拡大に伴う︑
都市計画施設等の名称変更に関 ◆申込み／横手地域局福祉課
日︵水︶の平日４日間
３２︲２７１０
する図書を長期縦覧しています︒
◆場所／︻講義会場︼秋田県ひと
り親家庭就業・自立支援セン
◆場所／市建設部都市計画課
ホームヘルパー２級資格
ターほか︻実習先︼横手市社会
十文字庁舎内︶
お
知
(
福祉協議会︵※定員 人︶
◆問合せ／市建設部都市計画課 ら せ 取得受講料の一部を助成
◆対象／現在離職中かつ求職中 ◆受講料／６︐８００円
４２︲５１１７
の市内在住者で︑平成 年３ ◆申込期限／８月 日 火
( )
月末まで資格を取得できる方 ◆申込み／市福祉環境部子育て
講 第４回育児講座﹃りんご
座 の収穫体験しましょ！﹄ ◆申込方法／各地域局市民福祉
支援課 ３５︲２１３３
課︵福祉課︶備え付けの申請
増田町・泉谷ファームでお日
書を窓口に提出
募 ﹃いのちのフォトコンテ
様をいっぱいに浴びたりんごを
集 スト﹄作品募集
収穫しませんか︒雨天時はたこ ◆問合せ／市福祉環境部社会福
(
祉課 ３５︲２１３２
焼きづくりをします︒
日々の暮らしの中でいのちの
)
◆日時／８月 日︵金︶午前９時
輝きを感じたとき︑ほっとした
催
分︵受付開始︶〜 時 分
﹃親子交流会﹄参加者募集 ときを作品にしてみませんか︒
し
◆集合場所／増田町ふれあいプ
◆応募資格／市内在住の方
ひとり親家族︑障がいを持つ
ラザ︵現地までバス移動︶
◆
応募規定／①﹁いのち﹂をテ
家族︑交通遺族の親子を対象と
◆定員／親子 組程度
ーマにした写真︵人物の場合
した交流会を実施します︒
◆参加費／５００円
は本人の承諾必要︶②未発表
︵日︶
◆申込み／増田町子育て支援セ ◆期日／８月 日
の作品で四切のカラープリン
◆場所／保呂羽山少年自然の家
ンター ４５︲４６３７
ト単写真︑デジタル写真も可

30

12

講 ﹃横手川から見た横手の
座 まちの再発見﹄講座の開催
市史編さん推進員の伊藤武士
氏による横手地域中央地区の歴
史文化講話と現地学習会です︒
◆日時／︻講話︼９月４日︵土︶午
前９時 分〜 時 分
︻現地 学習︼
９月 日
︵土︶
午前
９時〜正午

◆場所／横手中央公民館ほか
◆申込開始／８月５日 木
( 午)前
９時︵定員 人︶

︻パソコン・就職支援講習︼
※アンケートによる選考あり
◆日時／ ８月 日︵水︶〜 日︵水︶
の平日６日間︑午前９時〜午
後４時
◆場所／しすてむ工房︵外ノ目︶
◆申込み／横手市雇用創出協議
会事務局︵市商工労働課内︶
４５︲３９９０

募 ﹃かまくら館ふれあい事
集 業﹄を募集します
広く市民の皆さんに楽しんで
いただける事業を開催する団体
や個人の方に︑かまくら館の会
場使用料を補助する事業です︒
◆募集期限／８月 日︵火︶

③１人１点④入賞作品を市が
活用する場合あり
◆申込方法／ 住所︑氏名︑年齢︑
電話番号︑写真タイトルを明
記し︑郵送か持参で応募先まで
◆各賞／ 特選１点︑優秀賞２点︑
佳作３点︵※発表 月末︶
◆応募期間／８月２日
︵月︶
〜９
月 日
︵金︶
当日消印有効
◆応募先／市福祉環境部保健衛
生課
︵横手市大雄字三村東
)
３５︲２１８５
10

募 ﹃第 回横手地域市民文
集 化祭﹄参加者募集

18

今年で節目の 回を迎える市
民文化祭を盛り上げてくれる団
体・個人を募集します︒開催要
項および出演・出品の申込書は
横手地域各公民館︑横手市民会
館で配布しています︒
︻ステージ部門・１日目︼
◆期日・場所／９月 日︵日︶・
横手市民会館ホール
︻ステージ部門・２日目︼
◆期日・場所／ 月２日︵土︶・
かまくら館２階ホール
︻展示部門︼
◆期間／９月 日
︵土︶
〜 月
日
︵日︶
※ただし月曜日・火曜
日は作品入替のため展示休止
◆場所／かまくら館５階
◆申込期間 ／８月２日
︵月︶
〜
日
︵金︶
◆申込み／横手生涯学習センタ
ー ３５︲２１３８
17

◆対象／市内で在宅介護をして
いる方や介護に関心のある方
◆定員／ 人
◆申込み／横手市社会福祉協議
会大森福祉センター
２６︲３２７４

20

20

24

10

◆運転停止期間／９月４日（土）〜10月11日（月）
◆問合せ／雄物川衛生センター 22‑5346

10

30

30 20

26

23

28

40

29 12 10

お 知 集落排水台帳システム整 ◆問合せ／横手中央公民館 ３ ◆対象事業／今年 月から来年
ら せ 備を行います
２︲３１３７︑３３︲３９９５
３月までに開催する事業
大森︑十文字地域の集落排水
◆応募方法／事務局︵かまくら
整備区域を対象に︑測量業者が 講 ﹃プロが教える夜間ゴル
館１階︶備え付けの申込用紙
座 フ教室﹄の開催
宅地内に立ち入ることがありま
に記入して提出︵申込用紙は
す︒ご協力をお願いします︒
横手市観光協会のホームペー
◆日時／８月 日
︵火︶〜９月
ジでダウンロード可︶
◆調査期間 ／８月上旬〜 月中旬
日︵火︶
毎週火曜︑午後７時〜
◆問合せ／市上下水道部下水道
８時︵計６回︶最終日はコース ◆申込み／︵社︶横手市観光協会
維持課 ３２︲２７８１
ラウンド
事務局 ３３︲７１１１
◆場所／羽後カントリー倶楽部
練習場︵定員 人︶
催 あいあい☆広場 第３弾
講 第１回西部地区
し おえかきだいぼうけん！ ◆参加費／３︐０００円︵練習
座﹃家族介護者教室﹄の開催
壁一面の大きな紙にお花畑や
球代は自己負担︶
高齢者の口腔ケアについての
動物園を描きましょう︒︵水彩 ◆申込期限／８月 日︵金︶
講座と意見交換を行います︒
絵の具︑クレヨンは持参︶
◆申込み／大森生涯学習センタ ◆日時／８月 日︵金︶午後１時
◆日時／９月９日︵木︶午前 時
ー ２６︲４０７３
分〜３時 分︵入場無料︶
〜正午︑あさくら館
◆場所／ 大森町保健福祉センター
◆対象／市内在住の未就園児と 講
横手市雇用創出協議会
座 セミナーのご案内
保護者︵ 組︶※参加無料
◆申込開始／８月４日︵水︶午前
９時
◆申込み／朝倉公民館
３５︲２１３８
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雄物川衛生センターは、施設整備工事のため下記の期間
の運転を停止します。この期間のし尿処理は、横手衛生セ
ンター１箇所で行いますが、し尿の収集については影響の
無いように努めますのでご理解をお願いします。

を開催し
相 ﹃巡回教育相談﹄
談 ます
子どもの発達や気になる行動︑
就学に関する相談について保護
者の方を対象に︑県教育委員会
主催の教育相談を行います︒
◆期日／ ８月 日︵木︶
・ 日
︵金︶
◆場所／さかえ館
◆申込み／市教育委員会教育指
導課 ３５︲２１２３
20

10

30

雄物川衛生センターの施設運転停止について

19

◆販売開始／８月16日（月）午後５時〜、観覧席の入場は
午後６時〜、事前予約は受付けません
◆販売場所／蛇の崎橋上流側歩道の受付（橋の両たもと）
◆価
格／１人 1,000円
◆注意事項／観覧席内は禁酒、カメラの三脚の持込禁止
◆問 合 せ／（社）横手市観光協会 33‑7111
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８月16日に開催される『よこて送り盆まつり』。迫力あ
る屋形舟のぶつけ合いを間近で見ることのできる蛇の崎
橋、橋上観覧席をまつり当日に追加販売します。横手川
上流側歩道に大人３人が座れる縁台を50台用意します。
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「よこて送り盆まつり」橋上観覧席を追加販売
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地域からのお知らせ

横手ばら会 栽培技術講習会『秋に花を咲かせる夏の手入れ』
●日時／８月 日
（日）午前９時 分〜 ●場所／横手公
園ばら園 ●参加費／無料 ●持ち物／せん定はさみ、
軍手 ●問合せ／横手ばら会 藤本さん
自然を愛する皆さんの集い
●日時／８月 日 日 午後１時開演 ●場所／煉瓦屋 寿
町 ●内容／講演と実演「動かしやすい体づくり」など
●参加費／ 円 軽食付 ●問合せ／煉瓦屋
横手読書会８月例会
●日時／８月 日 金）午後２時〜 ●場所／女性センター
●演題／ブラジル移民の赤ひげ先生 ●講師／押切宗平氏
●問合せ／横手図書館
ほろっとキッズ
『チャレンジ！雄物川カヌーツーリング』
●期間／８月 日
（土）〜 日
（日） ●場所／保呂羽山少
年自然の家、雄物川 ●募集対象／小学生（３年生以上）
・
中学生とその保護者、先着 人 ●参加費／
円（宿
泊・食費・保険代） ●申込期限／８月 日（水）●問合せ
／ほろっとキッズ 高橋さん（沼館保育園）

休
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

月 ・・ 日
月 ・・ 日
月 ・・ 日
月 ・・ 日
月 ・・ 日
月 ・・ 日
月 ・・・ ・ 日
月 ・・・ ・ ・ 日
月 ・・ 日
月 日

療所

ゆとり館
月・ ・ 日
えがおの丘
月・日
三吉山荘
月・ ・ 日
大森健康温泉
月 ・・ ・ 日
ゆとりおん大雄 月 ・ 日
南部シルバーエリア 月 ・ 日
（プールは休まず営業します）
健康の駅トレーニングセンター
東部
月・ 日
西・南部
月 ・・・
・ 日
子どもと老人のふれあいセンター
月 ・・

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
月 ・ 日（水）
診 療 日
月 ・ 日（水）
診療時間
： 〜 ：
診療時間
： 〜 ：
大沢診療所
診 療 日
月 日（月）
診療時間
： 〜 ：
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第８回夏休み公開講座『どうぶつのお医者さん』
動物のお医者さんを目指している方、興味のある方、
現役獣医科の学生さんと語ってみませんか。
●日時／８月７日 土 午後１時 分〜３時 ●場所／横手
市民会館 ●参加費／無料 ●問合せ／村岡さん
あゆ

第２回横手川鮎釣り講習会
●日時／８月 日 土 午前７時 分〜正午 ●場所／横手
川羽根山橋オトリ販売所 ●参加費／無料 ●その他／遊
魚券、おとり鮎持参 ●問合せ／竹谷さん
送り盆まつりに〝浴衣で〟ぷらっと出かけてみませんか
着付けのお手伝いや浴衣の貸出を行います。
●日時／８月 日 日 午後４時〜７時 ●場所／かまく
ら館４階 ●費用／着付け無料、貸出一着
円※予約は
不要です ●問合せ／高橋さん

『ダンボール堆肥づくり講習会』
●日時／８月 日 水 午後１時〜３時 ●場所／横手保
健所 ●定員／ 人 ●参加費／無料（アンケートあり）
●申込み／横手平鹿地域ごみゼロあきた推進会議事務局
（横手保健所環境指導課内）

年『平和の鐘（かね・おと）を鳴らそう』集会
終戦記念日に世界の平和、夢、希望の願いを込め、み
なさんの手で鐘を鳴らしてみませんか。
●日時／８月 日（日）正午 ●場所／西法寺（平鹿町上
吉田） ●問合せ／横手ユネスコ協会

☆

秋田ノーザンハピネッツ長谷川誠プレイングマネージャーも参加！

お出かけ前にご確認ください

おものがわ女性部）】入場無料
●期間／８月１日 日 〜 日（火）、午前９時〜午後５時
【料理教室】かに飯・豚肉の包み焼き・さっぱり漬など
●日時／８月 日 土 午前９時 分〜 ●参加費／
円（材料費・保険料込）●定員／ 人 ●申込期間／８月
１日 日 〜 日 月 ●持ち物／エプロン、筆記用具 ●
申込み／南部シルバーエリア

環境と暮らしを考える映画とトークの集い
●日時／８月 日 日 午後１時 分〜４時 ●場所／雄勝
文化会館 ●内容／映画：ミツバチの羽音と地球の回転、
トーク：鎌仲ひとみ氏 ●参加費／
円 ●問合せ／あき
たエコマイスター県南協議会 照井さん

雄物川ドリームチーム

館日

どばたプラザ
idobata plaza

高校、大学、実業団等で活躍した雄物川中学校バスケ
ットボール部ＯＢで結成された『雄物川ドリームチーム』
が、雄物川地域の小・中学生を対象にバスケットクリニ
ックやミニゲームを行います。
◆日 時／８月 日 土 ８： （開場）〜 ：
◆場 所／雄物川体育館（入場無料）
◆問合せ／雄物川ドリームチーム実行委員会 大日向さん
東北楽天イーグルス 埼玉西武ライオンズ戦を観戦して、
『子育て情報交換』や『素敵な出会い』を見つけてみませんか

●親子の部
◆期日／９月５日 日 ◆内容／野球観戦 ◆定員／ 組
（小学生以下の子どもとその保護者）※子ども１人に大人
１人 ◆参加費／１組
円
●独身男女の部
◆期日／９月４日 土 〜５日 日 ◆内容／野球観戦、
キリンビール工場・三井アウトレットパーク仙台港見学
◆定員／ 人（ 歳〜 歳の独身男女）※県南在住または
勤務の方 ◆参加費／男性
円、女性
円
●申込み ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号を記入して
〒
横手市駅前町
羽後交通観光横手
営業所内『プロ野球観戦ツアー係』まで。
●締切り ８月 日 月 到着分まで。応募者多数の場合は
抽選とし、当選者には電話連絡します。
●問合せ 大森スポーツクラブさくら
ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ

第

回は・は・は祭 ８月８日
（日）
開催

平成８年８月８日に ははは の語呂合せで始まった
『は・は・は祭』。屋台や楽しいイベントが盛りだくさん。
◆場所／雄物川町今宿商店街通り
◆内容／【第１会場 旧よねや駐車場】
： 〜 オープニング（吉田小マーチングバンド）
： 〜 雄物川高校吹奏楽部演奏
： 〜 餅まき・まんじゅうまき（第１回）
： 〜 、 ： 〜 よさこいソーラン競演
： 〜 餅まき・まんじゅうまき（第２回）
【第２会場 北都銀行駐車場】
： 〜 ビアガーデン＆ライブステージ
◆問合せ／『は・は・は祭』実行委員会 よこて市商工会
雄物川拠点センター内

献血日程

月日・地域
８月３日 火
横

手

実

施

場

所

実施時間

住友生命保険秋田支社県南分館

： 〜 ：

北都銀行横手西支店

： 〜 ：

ビハーラ横手

： 〜 ：

８月８日 日 イオンスーパーセンター横手南店 ： 〜 ：
横 手 （骨髄バンク登録会同時開催） ： 〜 ：
横手市役所
８月
大

大森庁舎

日 火 ㈱ヌイテックコーポレーション秋田工場
森

種類

全血

： 〜 ：
： 〜 ：

秋田ふるさと営農経済部（旧八沢木支所） ： 〜 ：
大森町高齢者等保健福祉センター

： 〜 ：
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日本国
秋田県
横手市

読者の声

我が家では︑自宅の庭で家
庭菜園を毎年やっています︒
年々野菜の種類が増えてきま
したが﹁長なす﹂だけはいつ
も植えています︒その理由は︑
自分をここまで育ててくれた
親に長なすのように少しでも
長生きしてもらえるように︑
長なすを送るためです︒日頃
の感謝の気持ちを︑言葉には
しにくいので︑このような形
にして伝えています︒
︵出羽の黒狸・ 歳・大森︶
明治維新となり祖父の戸村
義得が横手城主から鹿角︑河
辺︑平鹿の部長を歴任したあ
と︑秋田県に銀行がなかった
ので︑明治 年秋田市に独自
で資本金６万円を投じて﹁秋
田四十八銀行﹂︵全国で四十
八番目の創立の意︶を創立し︑
初代頭取に就任した︒だが︑
十数年後に倒産︒その後︑横
手町長となり︑明治 年奥羽
線開通にともない駅舎を建て
ることになり現在の場所に決
定したが︑当時は正平寺のう
しろから田んぼで人家もなく
﹁田んぼながさ駅建でで︑ば
がだ町長だ﹂と︑町民は自宅
に集団で石を投げたりその他
いろいろといやがらせを浴び
せたが駅舎は完成した︒しか

し奥羽線開通式を目前にして
祖父は病死︒そうした祖父を
思い︑文化都市横手にふさわ
しい橋上駅舎の完成が待たれ
ることである︒
︵戸村明子さん・横手︶
１９０５
︵明治 ︶
年に開業
した横手駅は︑そこを行き交
う人々とともにさまざまなド
ラマを刻んでいます︒横手の
新たな玄関口は約１年後に全
貌を明かし︑さらに多くの人
の往来を見送ります︒

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︒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︶

横手やきそば

･･････････････････････････････････････
※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︒

64

サクサクかりんとう

昔なつかしい揚げ
クッキーのような食
感に︑ふんわり薫る
ソースの香ばしさ⁝︒国産小麦
と丸大豆おから入りでヘルシー
さも満点の﹃横手やきそばサク
サクかりんとう﹄を︑ 名様に
プレゼントします︒
10

横手市を舞台に戦前には﹁暁 子は﹁影が長いねー﹂といつ
の合唱﹂などが雑誌連載され︑ もと違う居間にびっくりした
洋次郎先生は横手市に深い愛 様子︒主人はろうそくの熱が
着を抱いていたと思われるか ﹁熱い︑熱い！﹂と大さわぎ︒
らだ︒そこで︑歌謡曲﹁青い お風呂もろうそくの灯で入り︑
山脈﹂の出だしのメロディー 不思議な雰囲気を楽しみまし
を横手駅を発車する列車のベ た︒あたり前の毎日の中でも
ルに採用することを提案する︒ 意外な発見を楽しみ︑体験し
この曲はメロディーが明るく︑ た晩でした︒
︵ひまわりさん・ 歳・横手︶
発車ベルに最適︒老若男女を
問わず時代を超えた国民的愛
４月から近くのセンターで
唱歌でもある︒﹁青い山脈﹂
の軽快なメロディーを流すこ 歌の会があるとの姉の誘いで
とで︑横手市全体がより一層 参加しました︒大きな声で歌
子どもがうまれるまで﹁バ 活気付くのでは︒
うって気持ちの良いものです
リアフリー﹂という言葉は障
︵小原倉三さん・千葉県︶ ね 日頃のストレス解消に最
がい者のためだけのものと思
高です︒毎月１回ですがとて
っていました︒娘がうまれて
我が家で市民農園を借りて も楽しみにしています︒ずっ
１年︒ベビーカーを押して外 ３年目になります︒畝を立て︑ とずっと続けてほしいなと思
出することが多くなり︑たく 種をまき︑苗を植え︑気温も います︒発声の仕方も教えて
さんの場所でバリアフリーの 上り︑野菜たちは順調に育っ 下さるのでありがたいです︒
ありがたみを感じています︒ ています︒始めた頃はまだ小
︵Ｒ・Ｓさん・ 歳・増田︶
車いすの利用者もベビーカー さかった娘も︑もう５歳︒草
を押すママも同じですものね︒ むしりや水やり︑下の子のお
横手に単身赴任して３カ月︒
実際その立場になってようや 世話など︑今では重要な一員 一人暮しは寂しいものです︒
く気付いた大変さや便利さ︒ です︒家族全員︑まずは夏野 健康のためにと会社まで約４
身近にあっても気付かないこ 菜の収穫が楽しみです︒
を週３回ほど歩き始めまし
とって意外とありますね︒
︵Ｙ・Ｓさん・ 歳・横手︶ た︒途中すれ違う小学生から
︵ひーたんままさん・ 歳・横手︶
﹁おはようございます﹂と元
気なあいさつをもらいます︒
このひと言は︑朝一番のごち
そうです︒元気が出ます︒あ
りがとう︒
︵ルート さん・ 歳・横手︶
市報で﹁ＣＯ ２削減／ライト
ダウン
︵消灯︶キャンペーン﹂
の記事を読み︑夏至の日の夜︑
電灯を消してろうそくの灯で
過ごしてみました︒６歳の息

27

プレゼント

締め切りは

８月 日 ︵消印有効︶

発行号
﹁８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︒

小惑星イトカ
ワの砂を採取し︑
地球に再び戻っ
てくる偉業を達
成した小惑星探査機
﹃はやぶさ﹄
︒
エンジンの故障など数々のトラ
ブルを乗り越えながら︑ 億㎞
の道のりと７年の歳月をかけた
宇宙の旅が無事終了しました︒
はやぶさは︑大気圏に突入し燃
え尽きてしまいましたが︑最後
まであきらめないことの大切さ
を︑夜空の向こうから伝えてく
れたような気がします︒最近は︑
星空をゆっくり眺める機会も少
なくなったので︑夏休みに入っ
た子どもと一緒に︑夜空を見上
げてみたいと思います︒︵久和︶

26
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今月の読者

54

38

「おいしかった」
この一言が 次への原動力になる。

44

61

52

38

25

13

かがや あつし
昭和25年、旧福地村生まれ。地元の高校を卒業後、
上京し製菓専門学校に進学。その後、横手市内の菓
子店で修行を積み、22歳のとき家業の菓子店を継承。
平成12年に『confectionery かしの木』を開店し、
和洋菓子を提供し続けている。息子・直さんの作る
キャラクターケーキも人気商品の一つ。

!!

km

分）

魅力ある菓子作り、店作り
その先にある地元への愛

36

66

芸術作品としての要素が大きく、味だけでなく見
た目も重要とされる和菓子。夏の暑さを和らげる、
涼しげな水まんじゅうやわらび餅がショーケースに
並ぶ『confectionery かしの木』。店内には〝お菓
子屋さん〟独得の甘い香りが漂い、訪れた人を幸せ
な気持ちにしてくれる。
家業の菓子店を継いだのは22歳のとき。それまで
の注文和菓子だけでなく洋菓子を取り扱い、商品開
発や店舗経営など、全てを一人でこなした。「父か
ら一任されて不安はあったが、いつかは継ぐだろう
という心構えはあった」と、当時を振り返る。
平成12年に現在の雄物川今宿商店街に店舗を移転
し〝正直な商売〟をモットーに、常にお客さんの満
足を考えた菓子作り・店作りを追求してきた。「菓
子にも流行がある。昔に比べて種類も口にする機会
も増えたから、お客さんは目も舌も肥えている。変
わらぬ味を守るのも大事だが、飽きさせない努力も
必要になってきた」と語るその眼は厳しい。これま
での経験に甘えることなく、挑戦し続ける巧は、機
会を見つけては県外で行われる講習会に参加し、技
術や知識を蓄える。店には一年を通して置かれる菓
子のほか、季節に合った菓子が並ぶ。試行錯誤の末
に完成した菓子が売れたときの喜びは一入だ。
菓子職人として厨房に立ち続け約40年。「この土
地に愛着があり、商店街全体に活気が溢れてほしい
と思っている。だからこそ、遠方からでも〝買いに
行きたい〟と思ってもらえる菓子が作りたい。そん
な魅力のある店作りがしたい。そこから街全体に人
が来るようになればいい」と微笑む巧。その言葉か
ら菓子作りに対する情熱が伝わってくる。

【提供】
(社)横手市観光協会
33‑7111
60

菓子職人
Vol.57
たくみ

加賀屋 厚さん（60歳・雄物川）

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。

2010

5日到着
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近年︑石坂洋次郎作の﹁青
い山脈﹂の舞台はどこかと話
題になっている︒私は横手市
が舞台と考えている︒理由は

ひとしお

８１

鶴ヶ池
の
（山内 すいれん
相野々
）

た
よ
り

ふれあい
語り合い
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暮らしのカレンダー

横手送り盆まつり
8/1

20

雄物川郷土資料館第２回特別展『佐野江洋画人展』

8/

～９月26日、雄物川郷土資料館 24-3480

1

日

2
3

月

4

水

5

木

火

〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号

6

金

7

土

8

日

9
10
11
12
13
14

月
火
水
木
金

ゆっぷる 15周年記念イベント 13：00～
道の駅さんない納涼祭2010 10：00～15：00
急
急 市立横手病院（磯部医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
法
法 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
10：00～12：00、社協・平鹿福祉センター
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心

24-3283

法
法 社協・横手福祉センター（四日町） 10：00～12：00／
13：00～15：00、社協・横手福祉センター 33-8668
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心

ねむり流し

ップ
クア
ピッ

Pick

up!!

行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
心 十文字町幸福会館
心
南部シルバーエリア夏祭り 18：00～20：00

は・は・は祭 詳しくは24ページ

急
急 福嶋内科医院（横手） 33-9311
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児
行
心 大森コミュニティセンター 9：30～12：00
行 心
心 雄物川コミュニティセンター
心

江戸時代の大飢饉で亡くな
った人を供養するために、柳
町（現中央町）町内が柳の枝
に法名などを書いた短冊を屋
形舟につるし、川原に繰り出
して精霊を送ったのが始まり
といわれています。
◆ねむり流し
【６日（金）18：00〜20：30、蛇
の崎川原】子どもたちが小舟を繰り出します。
◆市民盆踊り・屋形舟鑑賞会
【15日（日）19：00〜21：30、横手地域局前おまつ
り広場】千人を超える踊り手が、屋形舟を囲
んで艶やかな踊りを披露します。
◆屋形舟繰り出し
【16日（月）18：30〜22：30頃、蛇の崎橋・蛇の崎
川原】屋形舟がサイサイ囃子にのって蛇の崎
川原に集結。蛇の崎橋の上で迫力あるぶつか
り合いを繰り広げます。
◆協賛花火打上【16日（月）19：00〜21：00】
約5,000発の花火がまつりを盛り上げます。
◆問合せ／横手市観光協会 33‑7111
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ップ
クア
ピッ

第24回全日本元祖たらいこぎ選手権大会

みどりの朝市感謝デー開催！

TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

土

日 時／８月12日（木）５：30～
場 所／横手地域局駐車場（秋田銀行横手支店側）
問合せ／横手地域局産業建設課 32-2718

日

横手送り盆まつり ～16日
P
横手市成人式 10：00～、横手市民会館
今泉祇園囃子 9：00～、十文字町睦合川前集落・永泉寺前

P

!
up!
ick

■８月６日（金）
・15日（日）
・16日（月）

たらいこぎ祭り

税
税 社協・横手福祉センター（四日町）

ップ
クア
ピッ

Pick

!
up!

■８月16日（月）

ップ
クア
ピッ

ick

15

up!!

急
急 市立横手病院（高橋正樹医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院（無江医師） 32-5124
ップ
クア
ピッ

たらいこぎ祭り P
増田の盆おどり 19：30～、中七日町通り、雨天の場合は
ick

16
17

月

火

up!!

17日に順延、
増田町観光協会 45-5311
法
法 増田地区多目的研修センター
10：00～12：00、社協・増田福祉センター
心
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）

45-4848

ひらかまち盆踊り 19：30～、平鹿地域局前通り

18
19

水

20

金

木

法
法 市役所南庁舎 13：00～15：00、市総務課 35-2161
（予約の受付は８月２日から）
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
行
行 雄物川保健センター 10：00～12：00
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心
心 増田地区多目的研修センター
法
法 大森コミュニティセンター
10：00～12：00、社協・大森福祉センター 26-3274
心 十文字町幸福会館
心
心 社協・大雄福祉センター
心

【無料相談】 行
行 … 行政
税
（10：00～12：00／13：00～15：00）
税 … 税務
法 … 法律（要予約）
心 … 心配ごと
（9：30～12：00）
法
心
【救急医療】 急
当 … 休日救急当番医（9：00～12：00）
児 … 日曜夜間小児救急外来（受付18：00～21：00）
児
【社会保険年金相談】横手地域局１階相談窓口 32-2111（内線8529）
・毎週月曜～木曜 10：00～12：00／13：00～15：00

◆時
◆場
◆種

間／９：00スタート（７：30受付開始）
所／真人公園沼※雨天決行
目／個人部門、子ども部門、団体部門
※保険料等の参加料がかかります。
参加賞を用意しています。
◆問合せ／たらいこぎ実行委員会（よこて市商
工会増田支所内） 45‑3003
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

特別企画展『栗駒山麓の虫たちパートⅡ』
成田弘の昆虫ワールド

期

間／８月４日（水）〜22日（日）９：00〜17：00
※８月４日は13：30〜、毎週月曜日休み
場 所／横手市増田まんが美術館
問合せ／増田地域局産業建設課 45‑5515
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会

〜 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

１日（日）「ヤッターマン 新ヤッターメカ大集合!オモチャ
の国で大決戦だコロン!」
【94分】
８日（日）「クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ!」
【96分】
15日（日）「カールじいさんの空飛ぶ家」
【96分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

