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2010大雄サマーフェスティバル

夏
ホップの花を勢いよく吹き飛
ばし︑その距離を競う﹃ホッ
プー大会﹄︵左︶

ま
つ
り
、
は
じ
め
ま
し
た
夜空に咲く大輪の花火
スイスから帰国後︑初ライブを披露
したブロンズ︒迫力ある演奏で大雄
の熱い夜を演出しました︵右︶

７月 日ごろ︵気象庁速報
値︶に東北北部の梅雨明けが
発表され︑夏本番を迎えた市
内では︑各地で華やかな夏ま
つりが始まりました︒
﹃よこての全国線香花火大
会﹄は︑雨の影響で開催日を
１日順延し７月 日に開催︒
会場も蛇の崎川原から堤防上
に移しての実施となりました
が︑イベントを待ちわびた多
くの家族連れなどでにぎわい︑
艶やかな浴衣姿と約１万本の
国産花火が日本らしい夏の夜
を彩りました︒
７月 日に大雄運動公園で
開催された﹃２０１０大雄サ
マーフェスティバル﹄は︑天
候にも恵まれ︑約 ８︐
０００人
の来場者でにぎわいました︒
会場では︑特産のホップにち
なんだゲームやキリンドラフ
トカーによる生ビールの格安
提供を実施︒ステージでは︑
７月 日にスイスのモントル
ージャズフェスティバルに出
演したブロンズが帰国後初の
ライブを披露するなど︑会場
を大いに沸かせました︒
これから︑横手送り盆まつ
りや各地の盆踊りなど︑横手
の夏を盛り上げるイベントが
次々と開催されます︒元気あ
ふれる横手の夏まつりを思い
っきり楽しみましょう︒
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主な内容

●市政の窓（栄光、市消防訓練大会、後三年合戦シンポジ
ウム）…２〜３ ●行政情報便（市からのお知らせ）…４
〜５ ●地域の話題・ニュース東西南北…６〜７ ●情報
・いどばたプラザ・図書館だより…８〜11

これぞ日本の夏…線香花火の可憐な光

第７回よこての全国線香花火大会
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全県学童相撲大会優勝

ふみ

と

鹿角市の市立大湯相撲場で７
月 日︑第 回全県学童相撲大
会と２０１０年度ＪＯＣジュニ
アオリンピックカップ県予選会
が行われ︑武田文斗さんが︑小
学４年生以下の部で見事に優勝
を勝ち取りました︒
だ

吉(田小︶

武田 文斗 さん

たけ

小学４年生以下の部
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への関心の高さがうかがわれ
ました︒
今年２月に︑国指定史跡と
なった大鳥井山遺跡や金沢柵
・沼柵の調査状況を報告した
ほか︑奈良大学の千田嘉博教
授など県内外の講師陣が︑大
鳥井山遺跡の発見が日本史に
もたらした〝衝撃〟について︑
聴衆に熱く語りかけました︒
また︑文化庁・文化財調査官
は３つの遺跡を関連づけて調
査している点を高く評価し︑
﹁今後も調査の継続を希望す
る﹂と話していました︒

後三年合戦シンポジウム

大鳥井山遺跡︑研究者から高い評価

十(文字中︶

25

栄光
大鳥井山遺跡の歴史的価値について熱弁
をふるう奈良大学・千田嘉博教授

斉藤 早矢 さん

小型ポンプ操法で１位を獲得した山内消防団

横手清陵学院中
男子共通４×100㍍リレー

７月 ︑ 日の両日︑かま
くら館で﹃後三年合戦シンポ
ジウム﹄が開催され︑市内外
から約５００人が来場し︑市
民をはじめとして後三年合戦
25

横(手清陵学院中︶

■規律訓練
１位 十文字消防団
２位 山内消防団
３位 大森消防団
■小型ポンプ操法
１位 山内消防団
２位 十文字消防団
３位 平鹿消防団
■ポンプ車操法
１位 十文字消防団
２位 雄物川消防団
３位 大森消防団
■総合成績
１位 十文字消防団
２位 山内消防団
３位 平鹿消防団

22‑2151

平鹿中

女子低学年４×100㍍リレー 横手清陵学院中

※詳細は市のホームページ（教育総務課のページ）
に掲載しています。

24

■７月定例教育委員会の審議内容（７月28日）
◎横手市学校給食センター運営委員会委員の委
嘱を承認
◎横手市指定有形文化財の指定を承認
貴重な郷土資料として、増田地域の木造建物
４件を有形文化財に指定しました。
◎教育に関する事務の点検・評価報告書（平成
21年度実績）を承認
◎平成23年度使用教科用図書の採択を承認
◎横手市社会体育施設設置条例の一部を改正す
る条例に関する意見の申出を承認
大森地域に白山体育館（旧白山小学校体育館）
を設置する旨の意見を市長に申出しました。
◎横手市社会体育施設管理運営規則の一部を改
正する規則の制定を承認
白山体育館設置にともなう規則整備。

文字消防団が出場することと
なりました︒

指揮者の指示で火点に向け放水

７月３日から 日まで︑
各地域で消防訓練大会が行
われました︒平鹿地域の大
会では︑女性消防団員５人
が軽可搬ポンプ操法で放水
動作を披露︒男性団員に劣
らぬ︑機敏な動きと冷静な
ポンプ操作を見せました︒
18

平成22年度横手市消防訓練大会

８月１日︑平成 年度横手
市消防訓練大会︵第 回秋田
県消防協会横手市支部消防訓
練大会︶が山内小学校グラウ
ンドで開催され︑各地域の予
選を勝ち抜いた２１５人の消

規律訓練で正確かつ機敏な動作を見せる十文字消防団

2
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平鹿地域消防訓練大会

７月17日から19日にかけて秋田県中学校総合体育大会が開催され、予選を勝ち抜いた多くの
選手が大活躍しました。各種目で優勝した選手の皆さんをご紹介します。

迅速さと正確さを競う

44

防団員が︑消防技術の正確さ
や規律性を競いました︒
指揮者の号令に従い行進を
行う規律訓練と放水動作の速
さ︑正確さを競う小型ポンプ
操法には８消防団が︑ポンプ
車操法には３消防団が出場︒
市発足以来︑４年連続で十文
字消防団が全種目を制してき
ましたが︑今回はスピードに
勝る山内消防団が小型ポンプ
操法で１位を獲得し︑規律訓
練とポンプ車操法では十文字
消防団が２位以下に大差をつ
けて１位となりました︒
この結果︑十文字消防団が
支部大会では 連覇となる総
合優勝を飾り︑９月２日に由
利本荘市で行われる県操法大
会には︑小型ポンプ操法に山
内消防団︑ポンプ車操法に十

教育委員会短信 ７月

● 問合せ 教育総務課

平成22年度横手市消防訓練大会成績

女性団員が放水を披露

22

63

相撲団体

10

秋田県中学校総合体育大会

栄光

横手市勢が大健闘 ３競技10種目を制覇
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

補
助金 市民の皆さんとの協働による防雪都市づくりを進めています【町内会等除雪活動費補助金】

募 『横手市補助金等審査会委員』を募集します
集

事業
『事業仕分け』を傍聴しませんか
仕分

市では、町内会や集落等の団体に対し、市道や公衆用道路等の除排雪を行うための消雪パイプ等の設置費や小型
除雪機械等の購入費の一部を補助します。
◆補助対象経費と補助額

市では、補助金交付に関して統一的な基準と新たなル
ールを策定し、段階的に運用を開始しています。
その一環として、現在、交付している補助金のうち終
期に達した補助金について、交付継続の必要性や妥当性
を審査していただく委員を募集します。
◆応募資格 市内在住または勤務している20歳以上の方
◆募集人数 若干名
◆審査日時 10月７日(木)終日を予定
※審査内容について事前説明会を別途開催予定
◆応募方法
任意の用紙に①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、
⑤応募動機を簡潔に記入のうえ、市経営企画課または
各地域局地域振興課へ持参・郵送・ファクス・メール
で応募してください。
◆募集期限 ８月31日(火)必着
◆申込み・問合せ
〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号
横手市役所 市総務企画部経営企画課(本庁南庁舎)
35‑2164、 33‑6061、 kikaku@city.yokote.lg.jp

事業仕分けは、限りある財源を有効活用し、行政サー
ビスの維持向上やまちづくりを進めるため、市が行って
いる事務事業が「そもそも必要か」「実施内容は適切か」
などについて、市民や外部の評価者を交えて、公開の場
で話し合い、仕分けをするものです。
当日は、どなたでもご覧いただけます。事前申し込み
は不要ですので、都合のよい時間にお越しください。
なお、仕分け対象事業については、市ホームページで
公開しています。
◆日
時 ８月26日（木）午前９時〜午後４時50分
※時間内の会場出入りは自由
◆場
所 市役所本庁南庁舎 講堂
◆実施方法 対象事業は30事業を予定しています。
１グループあたり６事業について、担当課
の職員と質疑応答し、話し合い、仕分けを
します。
◆問合せ
市総務企画部経営企画課(本庁南庁舎)
35‑2164、 33‑6061、 kikaku@city.yokote.lg.jp

募

国
保税

補

助

対

象

経

費

補

助

額

①施設用ボーリングに係る経費

経費の２分の１以内（75万円限度）

②揚水機設置に要する経費

経費の２分の１以内（25万円限度）

③消雪パイプ施設の布設に要する経費

30ｍ以上100ｍまで
経費の２分の１以内（30万円限度）

１．消雪パイプ施設設置

（100ｍを超える場合は、次の100ｍまでが上記の率になります）

①施設用ボーリングに係る経費

経費の２分の１以内（75万円限度）

②揚水機設置に要する経費

経費の２分の１以内（25万円限度）

３．除雪機械の取得

①小型除雪機の取得に要する経費

経費の２分の１以内（30万円限度）

４．融雪機器の設置

①融雪機器の設置に要する経費

経費の２分の１以内（30万円限度）

２．融雪溝施設設置

◆補助要件等
・補助申請を行うためには、除排雪を行おうとする道路の延長距離や利用戸数に一定の条件があります。
・すでに流雪溝や消融雪施設が整備されている地区は補助対象になりません。
・緊急性や必要性を調査して、予算の範囲内で補助金交付の可否を決定します。
◆申込期間 ９月１日（水）〜17日（金）
◆申 込 み 各地域局産業建設課建設担当
※施設、機械等の管理運営のための経費（電気料、燃料費、修理費）についても、その一部を補助します。
補助を受けるためには、10月末日までに除雪活動団体の届出をしていただく必要があります。

議会を傍聴しませんか

市議会９月定例会開催（予定）のお知らせ

補
助金

ご活用ください

『耐震診断補助金』『耐震改修補助金』

市は、災害に強い安全なまちづくりのために、個人の
木造住宅を対象に耐震診断と耐震改修を行う場合、費用
の一部を補助しています。
※補助対象条件についてはお問合わせください。

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
８月30日（月）から９月24日（金）までの26日間
◆日 程
８月30日（月）本会議【開会、議案上程ほか】
９月８日（水）本会議【一般質問】
９月９日（木）本会議【一般質問】
９月10日（金）本会議【一般質問、
請願・陳情委員会付託】
９月24日（金）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時 間 午前10時から
※24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
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耐震診断補助金
建物の形状や壁の配置について、設計図書などを基に
建築物の倒壊の危険性を調査する耐震診断に係る経費
の一部を補助します。申請前に調査の契約をしたり、
調査を始めた場合は補助が受けられません。
◆募集期間 ８月16日（月）〜12月28日（火）
◆募集戸数 先着20戸
◆補 助 金 診断費用の３分の２以内（限度額３万円）
耐震改修補助金
耐震診断の結果、上部構造評点が1 . 0 未満と診断され
た住宅を補強する耐震改修工事に係る経費の一部を補
助します。申請前に契約をしたり、工事を始めた場合
は補助が受けられません。
◆募集期間 ８月16日（月）〜12月28日（火）
◆募集戸数 先着２戸
◆補 助 金 工事費用の23％以内（限度額30万円）
◆問 合 せ 市建設部建築住宅課(横手庁舎内)
35‑2224、 33‑3429
kenchiku@city.yokote.lg.jp

集

ご意見を募集します

横手市総合計画後期基本計画の中間案

市では、平成23年度からの５年間のまちづくりの指針
となる『後期基本計画』の策定作業を進めています。
本計画の中間案を広く公表し、みなさんからのご意見
を可能な限り計画に取り入れ、市民との協働の推進を図
るため、意見募集（パブリックコメント）を実施します。
たくさんのご意見をお寄せください。
◆後期基本計画中間案等の閲覧方法
市経営企画課および各地域局地域振興課で閲覧するか、
市のホームページをご覧ください。
◆意見の募集方法
所定の様式に必要事項を記入のうえ、市経営企画課ま
たは各地域局地域振興課へ持参・郵送・ファクス・メ
ールで応募してください。
様式は各閲覧場所にあります。また、市ホームページ
からもダウンロードできます。
◆募集期間
８月18日(水)〜９月３日(金)必着
◆申込み・問合せ
〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号
横手市役所 市総務企画部経営企画課(本庁南庁舎)
35‑2164、 33‑6061、 kikaku@city.yokote.lg.jp
【訂正とお詫び】
市報よこて８月１日号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。
●14ページ下段『配給サービス事業者の募集』で、募集期
限「平成22年３月31日」は「平成23年３月31日」の誤りでした。

倒産や解雇などで失業した方へ
〝国民健康保険税の軽減手続き〟はお済みですか

今年度から、倒産や解雇などで失業し、雇用保険の手
続きをしている方を対象に、国民健康保険税の計算の際、
失業した本人の前年の給与所得を30％に減額し、税額を
軽減する制度が始まっています。軽減を受ける際は手続
きが必要ですので、詳細はお問い合わせください。
◆対象者
平成21年３月31日以降に離職し、
次のどちらかに該当する方
①倒産・解雇などで離職した方
⇒雇用保険受給資格者証の離職理由：11、
12、
21、
22、
31、
32
②雇い止めなどで離職した方
⇒雇用保険受給資格者証の離職理由：23、
33、
34
◆手続方法
雇用保険受給資格者証、印鑑を持参し、各地域局市民福
祉課（市民課）の国保担当窓口で手続きしてください。
◆問合せ
市財務部市民税課国保・介護保険担当 32‑2510または、
各地域局地域振興課税務担当

助
成金

対象期間を延長しました

『横手市新規雇用奨励助成金』

◆助成額 新規雇用１人につき15万円(新卒者は30万円)
◆対象となる被雇用者の主な要件
①期間の定めない常勤の従業員、②平成20年12月１日
から平成23年９月30日までの期間にハローワーク経由
で雇用された方、③市内在住者、④雇用保険等の加入等
◆問合せ 市緊急雇用対策本部事務局（市産業経済部商
工労働課） 45‑5516
No.117 2010( 平成 22年 ).8.15 市報よこて
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Topics
生き物のすばらしさを学ぶ

豊かな自然を再発見

■ホヤ＆ハタハタを食べてみよう！（横手）

■わくわく自然体験会inさるはんない（増田）

７月24日、身近な生き物を解剖し、体の仕組みを学ぶ
教室が秋田ふるさと村で開かれ、夏休み中の親子連れな
どが参加しました。教室では、講師を務めた秋田大学教
育文化学部の石井照久准教授が解剖を進めながら各部位
の特徴や働きを説明。最後は、実験で使った新鮮なホヤ
とハタハタを調理し、全員でおいしくいただきました。
お母さんと参加した倉田奈々ちゃん（６歳）は「解剖は
怖くなかった。初めてホヤを食べたけどおいしい」と話
し、新鮮なホヤを次々と口に運んでいました。

７月25日、増田地域の子どもとその保護者41人が参加
して、わくわく自然体験会が増田町狙半内地区で開催さ
れました。今ある増田の自然を観察し、環境の変化や今
後の課題などをみんなで考え、次世代に美しい自然環境
を引き継いでいけるように増田地域センターが主催。
ブナの森観察では、同地区のＮＰＯ法人・森の王国サ
ルパの奥山勝栄さんと高橋彰さんが案内人となり森を探
索。広葉樹の森では、どうして土砂崩れが起きないのか
など森の役割の説明を聞きながら森を進み、熊の爪跡が
残るブナの木を発見すると参加者から驚きがもれました。
また、増田地域のホタルマップを使って、ホタルの幼
虫のえさとなるカワニナの観察やスライドで成瀬川周辺
にいる昆虫などの水生生物の上映会が行われると、子ど
もたちは興味深そうに見入っていました。この日は、炭
焼き体験やホタル観察も行われ、自然に親しみ森の大切
さをみんなで考える貴重な機会となりました。
さる はん ない

石川准教授（手前左）の楽しい講義に参加者は釘付け

十文字和紙づくりを体験
■県立衛生看護学院生市内施設研修

十文字和紙継承者の佐々木清男さんから、和紙すきを教わる学生

県立衛生看護学院の１年生35人を対象とした、市内施
設研修が７月27日行われました。これは、横手の魅力を
知ってもらい充実した学生生活が送れるよう、市と『看護
学院生と交流を進める会』が共催したもの。十文字西地
区館では簡易キットを使って、花や野草をちりばめたハ
ガキサイズの和紙づくりや和紙すきを体験しました。
また、横手やきそばの講話や道の駅十文字、平鹿の手
足観音、山内の筏の大杉、横手駅東口の再開発エリアも
見学。横手の歴史と文化にふれる１日となりました。

祝・レジカウント200万人達成
■道の駅十文字記念セレモニー（十文字）

科学の不思議を体験
７月28日、小学生を対象に科学に対する関心を高めて
もらおうと〝横手市科学お楽しみ広場〟が大森小学校で
行われ、約160人が参加しました。会場には液体チッ素を
用いる『‑196℃の世界で遊ぼう』など11講座が設置され、
『電子工作大作戦』では横手清陵学院高
校の生徒が講師になり、七色に光るかま
くら作りを指導しました。児童らは普段
の授業では体験できない実験や物づくり
を通して、科学の不思議を学びました。
・ ・

（山内）

８月１日、道の駅さんないで納涼祭が催され、たく
さんの人でにぎわいました。会場では、恒例の流しそ
ばやすいかの振る舞い、枝豆つかみ取りなどが行われ
たほか、カブトムシ相撲大会や横城小町（おうじょう
こまち）による よさこい公演 が大盛況。夏の暑さ
を吹き飛ばす元気いっぱいの夏祭りとなりました。
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７月31日、道の駅十文字のレジカウントが平成19年５
月のプレオープンから３年３カ月で200万人を達成し、
記念セレモニーが開催されました。同駅を運営する小川
社長は「約３年で200万人を達成できたのは、地域のみ
なさんのおかげ。心に癒しを与えられる場所という原点
を忘れずに頑張っていきたい」とあいさつし、200万人
目となった宮城県の大山淳一さん一家に、野菜や果物、
横手やきそばなどの記念品を手渡しました。
また、応募された37のデザインから、利用者による投
票で選ばれた同駅のマスコットキャラクター『さくらん
ぼばあちゃん』をお披露目。特産品のサクランボと同駅
利用者に多い〝おばあちゃん〟をイメージして佐藤未歩
さん（十文字上鍋倉）がデザインしたもので、お年寄り
の方がいつまでも元気でいてほしいとの願いが込められ
ています。
いや

■横手市科学お楽しみ広場

まだまだ熱い、山内の夏

ブナの森観察（上）、炭焼き用のまき割り（左）と炭出しの様子（右）

お披露目されたマスコット
キャラクター『さくらんぼ
ばあちゃん』の着ぐるみ

液体チッ素を使い、バラを瞬時に凍らせる実験（上）

しょうじょう

200万人達成を祝ってのセレモニーの様子（左）、大山さん一家(右上）

十文字発祥を祝う猩々まつり（十文字）

夏休み工作教室

７月31日、猩々まつりが十文字本町通りを会場に行
われました。おやじバンドの演奏や園児のかわいらし
いよさこい踊りに続き、浴衣姿の踊り手が、猩々音頭
に合わせて優雅な舞いを披露して祭りに花を添えまし
た。会場では神輿や抽選会、ラーメンの麺まきも行わ
れイベント終了まで多くの人でにぎわいました。

７月30日、県立図書館職員を講師に招き、小学生を
対象とした『夏休み工作教室』が増田・平鹿図書館で
行われました。参加した児童らは、水でっぽう作りに
挑戦。本体となるペットボトルの加工に苦戦しながら
も、講師やインターンシップの高校生の指導を受け、
思い思いのデザインに仕上げていました。

み

こし

（増田・平鹿）

中国の人気テレビ番組がロケ

（増田）

観光スポットや特産品を地元の女性が紹介する、中
国広西テレビの人気番組『金花探し』の撮影が、横手市
を含む県内11市村で行われました。７月27日には増田
の蔵の紹介や甘酒・梅酒、浅舞婦人会の漬物を試食す
る場面を撮影。中国全土での放映を機に、特産品の販
路拡大や観光客の増加が期待されます。
きん

か
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情報〜information〜
催

認知症サポーター養成講座での
寸劇の様子︵昨年の大森病院祭︶

果樹試験場参観デーを
し 開催します

ほ

講

大曲技術専門校
座 スキルアップセミナー

秋田県合同就職面接会を
談 開催します

０８０︲１８１５︲９３４６

◆申込み／すこやかサポートに
しせん

相

自衛官︵特別職国家公務
集 員︶を募集します

仕事と家庭の両立支援
し 普及促進セミナーの開催

◆申込期限／９月１日︵水︶
◆申込み／市福祉環境部社会福
祉課 ３５︲２１３２

催

企業の事例を紹介し︑職場改
革を促進するセミナーです︒
◆日時／９月２日
︵木︶
午後１時
分〜午後４時
◆場所／横手セントラルホテル
◆対象／事業主︑人事労務担当
者等︵※参加無料︶
催 市内を巡る﹃半日観光﹄
し に参加してみませんか
◆申込み／秋田県南工業振興会
◆日時／９月８日 水 午前８時
事務局︵市商工労働課内︶
(
)
分〜
４５︲３４２６
◆集合場所／市役所南庁舎向い
防雪センター前駐車場
講 県南地区ものづくり企業
座 テップアップ研修
◆コース／境町・黒川コース
ス
︵明永山大義寺跡︑
善明庵の松︑ ︵社︶
日本能率協会専任講師・
念仏塚︑若宮権現︑落合川港跡︑ 中村茂弘氏によるマネジメント
貴船神社︑十王像︑石田神社︶
能力向上の研修会を開催します︒
◆定員／ 人︵参加無料︶
︻生産管理担当者実務応用セミナー︼
◆申込み／市産業経済部観光物 ◆期日／ ９月７日︵火︶
・８日
︵水︶
産課 ３３︲７１１１
︻不良・クレームゼロ実現セミナー︼
わか みや ごん げん

き ぶね じん じゃ

講 ﹃要約筆記﹄を体験して
座 みませんか
秋田県身体障害者福祉協会主
催の︑文字通訳を必要としてい
る人に要約した内容を文字で伝
える体験教室です︒
◆日時／９月 日
︵土︶
午前 時
〜午後３時
◆場所／サンサン横手
◆定員／先着 人︵参加無料︶

・ 日
︵水︶
◆期日／ 月 日︵火︶
︻スピード改善︼
◆期日／ 月 日
︵木︶
◆時間／午前９時 分〜午後４
時 分
◆場所／市就業改善センター
◆受講料／１社︑３０︐０００円
◆申込期限／８月 日︵火︶
◆申込み／秋田県南工業振興会
事務局︵市商工労働課内︶
４５︲３４２６

13：15〜14：30

県内企業採用担当者の個別面
談︑ハローワーク職員による就
職相談等を行います︒
◆日時／ ９月 日 月( 正)午︵受付
開始︶
〜午後５時
◆場所／秋田ビューホテル
◆対象／平成 年３月に大学・
短大・高専・専修学校を卒業
予定の学生︵一部の企業では
既卒者も可︶
◆問合せ／県産業労働部雇用労
働政策課
０１８︲８６０︲２３３５

募

防衛医科大学校学生・看護学生

15：15〜16：15
アスター工業㈱

◆募集種目／防衛大学校学生・
◆受付期間／９月６日︵月︶
〜
月１日︵金︶
◆受験資格／平成 年３月高校
卒業予定の男女および 歳以
上 歳未満の男女︵看護学生
は 歳未満︶
◆試験日／
︻看護学生︼ 月 日
︵土︶︻防衛医科大学校︼ 月

日 土(︶
〜 日 日(︶︻防衛大学校︼
月６日 土(︶〜７日 日(︶
◆申込み／自衛隊横手地域事務
所 ３２︲３９２０

20

12：15〜12：45

８月24日(火) 森井製作所㈱
西風苑
平 鹿

◆日時／９月４日 土
お勤めされている方を対象と
( 午)前９時
〜午後３時
した講習会です︒
・・・
◆場所／県農林水産技術センタ ︻研削といしの取替え等の業務に
ー果樹試験場︵平鹿町醍醐︶ 係る特別教育︼
◆内容／りんごの新品種紹介と ◆期日／ ８月 日︵火︶
・９月１日
試食︑試験圃場の公開︑ブル
︵水︶
・２日
︵木︶
︑定員 人
ーベリー苗木プレゼントなど ︻第一種電気工事士筆記試験準備
◆問合せ／県農林水産技術セン 講習︼
ター果樹試験場
◆期日／ ９月７日 火( ・８
) 日︵水 ・)
日 水
２５︲４２２４
( ・) 日 木( ︑定
) 員 人
◆時間／午前９時〜午後５時
◆受講料／無料
︵テキスト代別︶
相 横手市測量協会
談 無料測量相談会の開催
◆申込み／大曲技術専門校
測量に関することなら広く相
０１８７︲６２︲６３２１
談に応じます︒
◆日時 ／９月４日︵土︶午後１時 講 子育てサポーター養成
座 講座の開催について
分〜３時
◆場所／サンサンよこて・平鹿
就業改善センター・雄物川コ
ミュニティセンター・十文字
文化センター
◆問合せ／横手市測量協会事務
局 ３３︲２４８６
秋田県子育てサポーター協会
主催で︑地域の子育て支援を目
的とした講習会です︒
※全日程の受講が必要になり
ます︒
◆日時／︻基礎講座︼９月 日
︵土︶
・ 日
︵土︶
・ 月２日
︵土︶
・
９日
︵土︶
・ 日
︵土︶
・ 日
︵土︶
︑
午前 時〜午後３時
︻応用講座︼ 月６日
︵ 土︶
・
日
︵土︶
︑午前 時〜午後４時
︻組織化研修︼ 月 日︵土︶午
前 時〜午後４時
◆場所／大曲交流センター
◆受講料／４︐０００円
◆定員／ 人
◆申込期限／９月３日 金
(︶

30

8
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30

31

◆日時／８月21日（土）開演午後６時30分〜（開場午後６時）
◆会場・問合せ／横手市民会館 32‑3136
◆チケット／一般2,000円、高校生以下1,000円（全席自由）
◆チケット販売／カシワヤ楽器各店、金喜書店、かまくら館
楽器の店カネキ、横手市民会館
全血

19

13：30〜15：00
奥山ボーリング㈱
手
横

10：00〜10：45
秋田県果樹試験場

21

スーパーマーケットよねや南店 15：30〜16：30

伊藤伸 ピアノリサイタル開催

10

第78回日本音楽コンクールピアノ部門第1位受賞記念

2009年
1990年

information

10

10

10：00〜10：40
㈱ツルタック

12：00〜13：00
８月20日(金) 横手警察署

74.66

報
18

20

30

種類
実施時間
所
場
実 施
月日・地域

10
30

★同時開催 15:00〜18:00 『第３回よこて軽トラ市』
出店者募集８月23日まで 農産品等を軽トラの荷台を使って
販売します。◆問合せ／市マーケティング推進課 45‑5537

献血日程

図１ 日本人の平均寿命の推移（男女別）

情

20

容／結婚・誕生・卒業・就職・同窓会・還暦・新築
天国の家族へのメッセージなど
メッセージとお名前はプログラムに掲載し、
会場放送でご紹介します。
◆金
額／２万円以上
◆特
典／ご希望の方には、メッセージ入り花火レプリカ
をお作りいたします（別途料金必要）
◆申込期限／８月25日（水）
◆申 込 み／増田町観光協会 45‑5311（ファクス共通）
増田地域局産業建設課 45‑5515、 45‑4525

（平成21年）

（平成２年）

1970年

18

23

平鹿地域の産業全体の振興と元気づくりを目的とした、
商業者と消費者によるお祭りです。
◆日時／９月４日（土）15：00〜 浅舞公民館駐車場
◆内容／15：00 オープニングセレモニー
16：30 マジック遊児ショー
17：00 よさこい踊りちびっ子バージョン
17：30 ケースケ＆マサフォークデュオコンサート
18：30 よさこい踊り（５団体）
20：00 平鹿スタンプサービス店会大抽選会
20：30 打ち上げ花火
◆問合せ／きてたんシェひらかまつり実行委員会事務局
（よこて市商工会平鹿拠点センター内） 24‑1360
◆内

13

23

45

開催

69.31
53.96

79.59
75.92

70

86.44
81.90

女
男
90

（昭和45年）

40
1947年
（歳） （昭和22年）

10

第９回 きてたんシェひらかまつり
「第87回増田の花火』メッセージ花火募集！

9/14

50.06

50

10

20

20

60

23

15

30

27

80

31

10

11 10

11

31

16

16

11

25

10

30

秋田県司法書士会
談 無料相談会の開催
30 13

15

10

相
10

◆日時／ ９月８日 水( ・) 月 日
︵ 水︶︑午後１時 分〜３時 分
◆内容／不動産・会社・法人の
登記︑多重債務︑成年後見等
◆場所／横手商工会議所︵大町︶
◆申込み／司法書士総合相談セ
ンター横手︵予約専用電話︶
０１８︲８２４︲００５５
30

100

24 21

７月26日、平成21年の日本人の平均寿命が発表さ
れ、男性79.59歳、女性86.44歳と４年連続で過去最
高を更新したことが分かりました。これは、厚生労
働省の調べによるもので、女性は25年連続で世界第
１位（男性は５位）。昭和22年と比較すると男女と
も平均寿命が約1.6倍に延びています。（図１）
日本は、平成19年に高齢化率が21％を超え『超高
齢社会』になりました。日本人の５人に１人以上が
65歳以上という現状の中で、認知症に対する社会の
関心がますます高まっています。認知症になっても
住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みを作るた
めには、私たちが認知症についての正しい知識を持

東部地域包括支援センター（横手・山内）
35‑2160
西部地域包括支援センター（雄物川・大森・大雄） 35‑2135
南部地域包括支援センター（増田・平鹿・十文字） 35‑2177

もうすぐ２千人、横手の認知症サポーター

ち、地域として一緒に支えていく意識づくりを進め
なければなりません。
前回紹介した『認知症サポーター養成講座』は、
それを実現させるための大切な取り組みとして多く
の人に受講していただいています。昨年度は55回開
催し、1,248人が受講。今年度もすでに500人を超
えるみなさんが認知症サポーターとなりました。受
講者の年齢層や職業などはさまざまで、今後は小中
学生を対象とした講座も予定しています。
もうすぐ横手の認知症サポーターは2,000人を超
えます。認知症の問題や悩みを家族だけで抱え込ん
でしまわないよう、地域の中で認知症サポーターの
輪を広げていきましょう。
11

〜いつまでも活き活きと過ごすために〜

地域包括支援
センターだより⑤

元気なうちから介護予防
30

地域からのお知らせ

図書館だより

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 雄物川(中央)図書館 22‑2300または最寄りの図書館へ

今月の一冊

やさいむらのなかまたち 夏
ひろかわさえこ＝作／偕成社

トマト・ピーマン・キュウリ・
・
・
などなど個性豊かで色鮮やかな夏野
菜たちを、絵本のようなかわいいイ
ラストで紹介している小学生向けの
野菜入門書です。それぞれの特徴や
ルーツからその保存法まで、やさし
く楽しく解説しています。野菜が苦手という人も、この
本を読んで野菜の魅力を知り、興味をもつきっかけにな
るかも知れません。児童書ですが大人でも十分楽しめま
すので、親子で読んでみるのもおススメです。
【十文字図書館】

休

新着図書の紹介
一般向け

館日

お出かけ前にご確認ください

雄物川資料館
8月23・30日
横手図書館 8月18・25日、9月1日
8月25日
増田図書館 8月16・23・30日、9月1日 ゆっぷる
ゆとり館
8月17・24・31日
平鹿図書館 8月17・24・31日、9月1日
えがおの丘
8月23・30日
雄物川図書館 8月18・25日、9月1日
8月17・24・31日
大森図書館 8月17・24・31日、9月1日 三吉山荘
大森健康温泉
8月23・30日
十文字図書館 8月18・25日、9月1日
ゆとりおん大雄
8月19日、9月2日
山内図書館 8月21・22・28・29日
大雄図書館 8月16・19・23・26・30日
南部シルバーエリア
8月23・30日（プールは23日も営業します）
健康の駅トレーニングセンター
<<臨時休館のお知らせ>>
東部
8月18・25日、9月1日
西・南部
8月21・22・28・29日
●かまくら館
８月21日(土) 終日休館
子どもと老人のふれあいセンター
8月23・30日
●鶴ヶ池荘（おんせん館のみ）
８月30日(月)〜９月５日(日)

診
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・命の授業〜30万人が泣いた奇跡の実話〜／腰塚勇人〔横・森〕
・世界単位論／高谷好一〔雄〕
・父親再生／信田さよ子〔増〕
・優しかった彼女をなぜ鬼嫁に感じるか／吉田たかよし〔平〕
・小さな会社の上手なたたみ方／赤井勝治〔雄〕
・肩・腰・ひざの痛みをとる本／近藤信和・荒井洋介〔平〕
・電柱のないまちづくり／電柱のないまちづくり支援ネットワーク〔増〕
・ドラッカーに先駆けた江戸商人の思想／平田雅彦〔森〕
・ビアトリクス・ポターが残した風景／辻丸純一〔横〕
・黒人はなぜ足が速いのか「走る遺伝子」の謎 ／若原正巳〔十〕
・祈望／藤崎慎吾〔十〕
・ペンギンの台所／小川糸〔雄〕

児童・生徒向け

・ひとり遊びのススメ／茂木健一郎〔増〕
・約束〜「無言坂」への坂をのぼって〜／窪島誠一郎〔雄〕
・盲導犬サーブ／手島悠介〔十〕
・大人への階段step１／小林深雪〔森〕

絵

本

・みんなわんわん−かたち絵本−／内田かずひろ〔平〕
・ぱぱごはん／はまぐちさくらこ〔増〕
・よーするに医学えほん〈インフルエンザ編〉／きむらゆういち〔横〕

おはなし会（会場は各図書館)

療所

ご確認ください

【増田地域】
増田町診療所（耳鼻咽喉科）
診 療 日 8月18・25日、
9月1日（水）
診療時間 14：00〜15：30

〔 〕内は所蔵図書館名
横=横手、増=増田、平=平鹿、雄=雄物川
森=大森、十=十文字、大=大雄、山=山内

【雄物川地域】
えがおの丘診療所
診 療 日 8月18・25日、
9月1日（水）
診療時間 14：30〜15：30
大沢診療所
診 療 日 8月23日（月）
診療時間 13：30〜14：30

・９月11日（土）午前10時30分／十文字
・９月18日（土）午後２時／増田
・９月19日（日）午前10時30分／雄物川・大森
・９月26日（日）午前10時30分／横手

サマータイム実施中

夏休み期間中（７月24日〜８月24日）、横手・増田・平
鹿・雄物川の各図書館では、通常より30分早い午前９時
30分から開館しています。

い

情報〜information〜

どばたプラザ
idobata plaza

横手星の会『夏の星座の探し方・月面・土星・二重星の観察』
●日時／８月21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４駐車場 ●参加費／無料 ●
問合せ／武市さん
33‑3997
なつやすみスペシャルおはなし会『第３回おはなし花火』
●日時／８月22日(日)午前10時30分〜 ●場所／あさく
ら館 ●内容／ペープサート「三びきのやぎのがらがら
どん」他 ●入場料／無料 ●問合せ／横手図書館ボランテ
ィアおはなし大すきの会 黒沢さん
32‑8475
秋田上陸！
『クラウニング体験会』
ピエロの格好で人とふれあい、心に癒しを与えてくれ
るクラウニング。世界中を回って活動しているジネーブ
ラ・サングイーニョさんとその仲間がやってきます。
●日時／８月23日(月)午前10時〜11時 ●場所／清川の里
（参加見学無料） ●問合せ／清川の里
33‑2477
ディンプルアート
（ステンド風 不思議塗り絵）教室
●日時／８月24日(火)①午前９時30分〜、②午後１時〜
●場所／かまくら館 ●参加費／2,000円（材料代等）●定
員／各10人程度 ●問合せ／一戸さん
25‑3560
いちのへ

十文字硬式テニスクラブ『初級テニス教室』
●日時／８月24日（火）〜９月21日（火）までの毎週火曜日、
午後７時30分〜９時 ●場所／十文字文化センターテニス
コート ●対象／18歳以上の方 ●参加費／1,500円（５回分）
●定員／10人 ●申込み／高橋さん
090‑2360‑3913
あや

『第15回 彩の会 絵画展』
●日時／８月27日
（金）〜29日（日）、午前９時〜午後５時
※27日は午前11時から ●場所／かまくら館 ●入場料
／無料 ●問合せ／嶋田さん
32‑7487
『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／８月31日(火)・９月14日(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
介護サポート
『かがやきネットまつり』
●日時／９月４日(土)午前10時〜午後３時 ●場所／あ
さくら館 ●内容／福祉用具の展示・説明、健康・介護・福
祉相談、介護予防講座、寸劇、バザーなど ●問合せ／
ＮＰＯ法人県南介護サポートかがやきネット
36‑0068
ナンの館 月例市民将棋大会
●日時／９月５日(日)午前10時〜 ●場所／ナンの館（十
文字町バイパス通り）●参加費／1,000円（軽食付）●問
合せ／佐藤さん
090‑3365‑2720
『絵手紙講座』〜下手でいい、下手がいい〜
●日時／９月６日(月)午前10時〜正午 ●場所／秋田県
南部男女共同参画センター ●講師／日本絵手紙協会・
伊藤ヒサ子氏 ●参加費／500円 ●定員／先着15人 ●申
込期限／９月３日
（金） ●申込み／新日本婦人の会横手
支部 高階さん
090‑7560‑5858
『ジュニアテニス教室』(全４回開催）
●日時／９月11日（土）〜10月２日（土）までの毎週土曜日、
午後０時30分〜２時 ●場所／大鳥公園テニスコート ●
対象／小学生 ●参加費／１回300円 ●申込期限／９月３日
（金）●申込み／ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ 33‑2102
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横手やきそば四天王決定戦
8/15

9/5

今泉祇園囃子 9：00～、十文字町睦合川前集落・永泉寺前

8/

15

日

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

横手送り盆まつり
15日
16日

編集・デザイン／総務企画部市長公室
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水

2
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日
月
火

日

市民盆踊り・屋形舟鑑賞会 19：00～21：30、横手地
域局前おまつり広場
屋形舟繰り出し 18：30～22：30、蛇の崎橋・蛇の崎
川原 ※協賛花火打上は19：15頃～21：00

たらいこぎまつり 9：00～（受付は7：30～）、真人公園沼
増田の盆踊り 19：30～、中七日町通り
心
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）

ひらかまち盆踊り 19：30～、平鹿地域局前通り
市役所南庁舎 13：00～15：00、市総務課 35-2161
社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
雄物川保健センター 10：00～12：00
社協・横手福祉センター、増田地区多目的研修センター
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
心 十文字町幸福会館、社協・大雄福祉センター
急
急 雄物川クリニック 22-5511
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
児
深間内神楽 20：00～、深間内伊多子神社境内
心 大森コミュニティセンター
心
心 雄物川コミュニティセンター
心
育児相談「相談のおもちゃ箱」 15：30～、三重保育所、
子育て支援センター 55-2255
心 増田地区多目的研修センター
心

行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
法 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
法
10：00～12：00、社協・山内福祉センター 53-3009
心 社協・大雄福祉センター
心
ウオーキングデー 9：00～、かまくら館サンルーム集合
急 市立横手病院（熊谷医師） 32-5001
急
児
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124

法 相談予約受付開始（9/15分） 市総務課 35-2161
法
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
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心

心
心 十文字町幸福会館

日

■９月４日（土）
・５日（日）
覆麺（面）審査やイン
ターネット投票による
厳しい予選を勝ち抜い
た10店舗が参加。あな
たの舌が今年の四天王
を決定します。
◆時 間／４日（土）10：00〜16：00、５日（日）
10：00〜15：00 ※16：00〜集計・表彰
◆場 所／秋田ふるさと村特設会場
◆問合せ／横手やきそばグランプリ実行委員会
（かまくら館内） 33‑7111
たいゆう
緑 花 園

P

!
up!
ick

■９月５日（日）
ベゴニアやサルビアな
ど25万本の花々が咲きそ
ろう『たいゆう緑花園』。
今年は 虹と花の玉手箱
をイメージした花畑が広
がります。新しく設置し
た見晴台からの景色も、
ぜひお楽しみください。
◆時 間／10：00〜15：00
◆場 所／たいゆう緑花園（駐車場はスタジア
ム大雄駐車場をご利用ください）
◆内 容／押し花講習会、無料記念写真プレゼ
ント（先着50組）、子どもの宝探しコ
ーナー、花の種プレゼント（先着100
人・１世帯につき１袋）、秋野菜直売
所、人権啓発活動パネル展
◆問合せ／大雄地域局産業建設課 52‑3913
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市平鹿町（砂子田）出身の画人
佐野江洋の掛軸16点などを展示して
います。製作年代別に見られる描写
の移り変わりをお楽しみください。
期 間／９月26日（日）まで
時 間／９：00〜17：00
休 館／毎週月曜日（祝日の場合は
その翌日）、祝日の翌日
場 所／雄物川郷土資料館
問合せ／雄物川郷土資料館 22‑2793

無料映写会

ップ
クア
ピッ

横手やきそば四天王決定戦２０１０ ～５日
P
きてたんシェひらかまつり 詳しくは９ページ
たいゆう緑花園パノラマフェスタ
P
急
急 市立横手病院（澤口医師） 32-5001
児 平鹿総合病院 32-5124
児

パノラマフェスタ

ップ
クア
ピッ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ick

up!!
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P

第２回特別展『佐野江洋画人展』開催中！

火

土

!
up!
ick

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

法
法
心
心
行
行
心
心
法
法

月

金

ップ

クア

ピッ

up!!
ick

【無料相談】 行
行 … 行政
税
税 … 税務（10：00～12：00／13：00～15：00）
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

〜 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

15日（日）「カールじいさんの空飛ぶ家」
22日（日）「河童のクゥと夏休み」

【96分】
【138分】

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,190人
（‑54）／ 34,243世帯（+28）
48,103人
（‑19）
53,087人
（‑35）
※７月末現在（前月末比）

〕

