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伝統の舞・深間内神楽
８月23日、平鹿地域の深間内集落にある伊
多子神社境内で深間内神楽が行われました。
大人たちが演じる〝獅子舞〟や〝おかめ舞〟
のほか、子どもたちによる〝早鳥舞〟などが
奉納されました。（関連記事８〜９ページ）

暮らしのカレンダー

９月は『よこて黄金月間』
（詳しくは２～５ページをご覧ください）
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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
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心
心 十文字町幸福会館

横手やきそば四天王決定戦2010
きてたんシェひらかまつり
たいゆう緑花園パノラマフェスタ
元気の出る健康まつり＆大森病院祭 詳しくは右下
横手語りのまつり 詳しくは20ページ

急
急 市立横手病院（澤口医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
法 十文字町幸福会館
法
10：00～12：00、社協・十文字福祉センター 42-5858
仁井田番楽 19：30～、十文字仁井田新山神社
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
八木番楽 19：30～および９日11：30～、増田町八木神社
心
心 雄物川コミュニティセンター
税
税 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
行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
行 心
心 社協・大雄福祉センター
行

救急フェア救急のつどい2010

ップ
クア
ピッ

Pick

up!!

鍛冶町通り歩行者天国

11

土

12

日

13

月

14

火

15
16
17
18

水
木
金
土

19

日

20

月

時／９月11日（土）18：45～21：45
容／鍛冶町商店会ちびっこ天国、夜店、ステージ
第19回『金毘羅はらがけ祭り』
問合せ／鍛冶町通り商店会・祭り実行委員会 33-1010

第８回あきたYOSAKOIキッズ祭り
沼館八幡神社祭典 ～13日、雄物川町沼館八幡神社

第87回 増田の花火
金澤八幡宮祭典 ～15日
ゆとり館 福祉健康まつり2010
行
行
法
法
心
心
心
心
心
心
心
心

52-3311
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心
心 大森コミュニティセンター 9：30～12：00
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）
社協・横手福祉センター（四日町）
増田地区多目的研修センター
十文字町幸福会館

浅舞八幡神社祭典宵祭り
浅舞八幡神社祭典本祭り
第24回 いものこまつりin 鶴ヶ池

急
急 市立横手病院（松元医師） 32-5001
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児
急
急 千葉小児科医院（横手） 33-2256

敬老の日

主な内容
●よこて黄金月間…２〜５ ●成人式…６〜７ ●横手の
夏盆…８〜９ ●市政の窓（栄光・ＦＭほか）…10 ●行
政情報便…11〜13 ●地域の話題・ニュース東西南北…14
〜15 ●えがおの交差点…16〜17 ●情報・いどばたプラ
ザ…18〜20 ●読者の声…22 ●巧（デザイナー）…23

P

!
up!
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■９月11日（土）
９月の救急医療週間にちなん
だイベントです。食生活改善フ
ェアも同時開催します。
◆場所／平鹿生涯学習センター
◆内容／
【救急フェア】12：30〜15：30
高規格救急車の展示、はし
ご車の搭乗体験（先着100人）、心肺蘇生応
急手当体験コーナー、救急ポスターパネル
展示、『未来の救急車消防車』絵画など
【救急のつどい】13：30〜15：50
『脳卒中と救急対応について』講話、横手市
消防職員による寸劇、樽見内保育園・下鍋
倉保育所による演目披露、抽選会など
◆問合せ／市福祉環境部保健衛生課
35‑2185
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

福祉健康まつり2010
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■９月14日（火）

日
内

急
急 佐々木医院分院（雄物川） 22-5557
児
児 平鹿総合病院（無江医師） 32-5124
法
法 社協・大雄福祉センター
10：00～12：00、社協・大雄福祉センター

救急フェア救急のつどい

ップ

クア
ピッ

【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

健康づくりで明るい笑顔
をテーマにした『健康福祉ま
つり2010』を開催します。
アトラクションとして、津
軽三味線日本一の柴田三兄妹
による生演奏や桜龍舞踊ショ
ーも行われます。
◆場 所／平鹿町ゆとり館
◆内 容／アトラクション（11：00〜12：00）、浴
場無料開放（10：00〜16：00）、健康チ
ェックコーナー（10：00〜14：00）など
◆問合せ／平鹿町ゆとり館
24‑0007
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

元気の出る健康まつり＆大森病院祭
日
場
内

時／９月５日
（日）10：00〜15：30
所／南部シルバーエリア・市立大森病院周辺
容／【エリア会場】 健康相談、ブラボー中谷
マジックショー、津軽三味線プレーヤー
小林史佳さんによる演奏会＆講演、保育
園児ショータイム、おばけ屋敷など
【病院・保健センター会場】
寸劇や体操・講演など健康に関する企画、
バザー、
野菜・果物格安販売など
問合せ／大森地域局市民福祉課
26‑2115
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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

12日（日）「スティッチ！傑作エピソード集／火の玉ぼうや
ダマッチ」
【76分】
19日（日）「それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ」
【51分】
20日（月）「ドラえもん のび太と緑の巨人伝」
【112分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

５日（日）

秋の
イベント情報

たいゆう緑花園
パノラマフェスタ

たいゆう緑花園

〜よこて黄金月間〜

横
手
の
秋
は
黄
金
に
き
ら
め
く

10：00〜15：00

※駐車場はスタジアム大雄駐車場をご利用ください。

増田町八木川原

19：00〜21：00

※12：00から22：00まで、中七日町通りは車両通行止めになります。

大正時代から始まった歴史と伝統を誇る増田の花
火は、県内で開催される今夏最後の花火大会です。
二尺玉や尺玉など、大物の花火が仲秋の澄み切った
夜空を彩ります。
◆問合せ／増田町観光協会（蔵の駅内） 45-5311
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４日（土）
５日（日）

横手やきそば四天王
決定戦2010

秋田ふるさと村

10

月の横手は︑大型行事やイベントが目白押しです︒

第87回 増田の花火

全国で約350もあるYOSAKOI祭りの中でも、子ども
だけのチームを対象としたイベントは珍しく、福島
県下郷町と横手市の２か所だけ。８回目を迎える今
年は、県内はもとより、青森・岩手・宮城から23チ
ーム・総勢700人の踊り子による元気いっぱいの演
舞が繰り広げられます。
【公開演舞開催時間・場所】
10：30～14：00 横手サティ特設ステージ
12：00～15：30 秋田ふるさと村お祭り広場
【審査演舞開催時間・場所】
13：00～17：00 秋田ふるさと村ドーム劇場
◆問合せ／あきたYOSAKOIキッズ祭り実行委員会
横手商工会議所 32-1170
ＨＰ http://www.yosakoikids.jp/

９月・

秋田ふるさと村・横手サティ
10：30〜17：00

水田の稲穂が黄金色に輝き始めるこの時期︑横手はまさしく黄金月

14日（火）

第８回 あきた
ＹＯＳＡＫＯＩキッズ祭り

間となり︑秋を彩るたくさんの催しで各地がにぎわいを見せます︒

９月

12日（日）

さあ︑魅力いっぱいの横手の秋を楽しみましょう︒

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
見晴らし台からの景色も、ぜひお楽しみください。
◆内 容／先着100組に無料記念写真をプレゼント、
押し花講習会、花の種プレゼント（先着
100人・１世帯につき１袋）、お花畑の宝
探し（10：00～、小学生以下対象）、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

10：00〜16：00

※５日、横手やきそばの提供は15：00までです。

横手やきそば暖簾会加盟店（対象44店舗）から、
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店舗が参加します。
決定戦では、来場者が各店自慢の横手やきそばを
食べ比べ、お気に入りの店舗の投票箱に箸で投票。
上位４店舗が今年の四天王に認定されます。
横手やきそばの調理体験コーナーでは、オリジナ
ルのマイやきそばを作ることもできます。
◆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
ＨＰ http://www.yokotekamakura.com/

～決定戦参加店舗（50音順）～
○味一番

○出端屋

○喫茶とやきそば ふじた

○食い道楽本店

○食い道楽横手駅前支店

○福龍

○藤春食堂

○皆喜多亭

○らーめん へのかっぱ

○魯句彩亭
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10月中

10月

10月もイベントが盛りだ
くさん！お楽しみに

横手市 市制５周年記念式典
10月２日（土）、横手市民会館
矢口高雄画業生活40周年特別企画展
10月２日（土）～11月28日（日）、まんが美術館
増田『蔵の日』
10月３日（日）、中七日町くらしっくロード
まんが美術館15周年記念事業
10月９日（土）、かまくら館

北海道・東北Ｂ‑１グランプリ
10月23日（土）～24日（日）、光明寺公園・富士見
大通り

第54回 高松宮賜杯全国軟式野球大会横手大会
10月15日（金）～18日（月）、グリーンスタジアム
よこて ほか

エコライフフェスタ22
10月30日（土）～31日（日）、横手駅東口再開発地
区にぎわいひろば

横手市の
ホームページ

http://www.city.yokote.lg.jp/
http://wwwcity.yokote.lg.jp/

※旬の観光情報をお届けしています。

９月中

まだまだあるよ！
各地のまつりや伝統行事

きてたんシェひらかまつり
４日（土）15：00～、浅舞公民館駐車場
※よこて軽トラ市も同時開催（15：00～18：00）
◆問合せ／きてたんシェひらかまつり実行委員会
事務局 24-1360
第２回 雄物川スタルヒン杯 550歳野球大会
４日（土）～６日（月）、中島グラウンド・スタジ
アム大雄・大森野球場・沼館野球場
金澤八幡宮祭典
14日（火）
【金沢八幡太鼓】18：00～、金沢公民館横
【伝統掛唄大会】21：00～翌朝、金沢八幡宮長床
15日（水）
【金澤ささら舞奉納】8：30～12：00、金沢地区内
【伝統奉納相撲大会】9：00～、金沢公園北の丸
◆問合せ／金澤八幡宮祭典協賛会 37-2111
浅舞八幡神社祭典
【宵祭り】18日（土）19：00～22：00、覚町通りほか
【本祭り】19日（日）９：00～17：00、浅舞丁内巡行
◆問合せ／平鹿町観光協会 24-1118
※裏表紙の『暮らしのカレンダー』もご覧ください。
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富士見大通り

10：00〜16：00

（横手地域局前）

９月 下旬
まで

ぶどう狩り体験

横手市大沢地区・山内地域
9：00〜17：00（長瀞観光ぶどう園は16：30）
※期間中は毎日営業しています。

スチューベンや巨峰、ナイアガラなどのぶどう狩
りを楽しめます。
また、ぶどう園の周辺にはたくさんの直売所が建
ち並び、新鮮な果物や野菜などを買い求めることが
できます。
◆問合せ／長瀞観光ぶどう園 36-8278
まるさんぶどう園 32-4085
中村ぶどう園 53-2464

第42回 よこて菊まつり
10月29日（金）～11月７日（日）、秋田ふるさと村・
横手駅東口再開発地区にぎわいひろば

りんごまつり 10月10日（日）、増田町真人公園

情

よこて にぎわい
カーニバル 2010

バトミントン全日本リーグ横手大会
10月23日（土）～24日（日）、横手体育館

合併５周年記念 よこて農業祭
10月30日（土）～31日（日）、市役所南庁舎周辺

報はこちらから
チェック！

25日（土）
26日（日）

安くてうまい！各地のこだわりの料理が横手に大
集合。県内外の物産販売やステージイベントも行わ
れます。よこて手の市とこうじ庵祭りも同時開催。
◆出 店／横手牛の丸焼き、三陸海の幸限定販売、
男鹿のやきそば、本荘ハムフライ、秋田
かやき、鹿角ホルモンなど
◆イベント／桜田まことミニライブ、ゲーム大会、つ
きたて豆餅のふるまいなど
◆問合せ／横手商工会議所 32-1170
※出店者およびイベントの内容は変更となる場合があります。

23日（木）
秋分の日

2010 秋田県スポーツクリ
ニック in ＹＯＫＯＴＥ

雄物川体育館

9：30〜15：00

県南の小学生から高校生
までを対象に、県内の社会
人スポーツチームがスポー
ツ教室を開きます。憧れの
選手とふれあいながら、ス
ポーツの楽しさを体験し、
基礎的な技術の習得や競技
力の向上を図るイベントで
す。サイン会や記念撮影な
ども行われます。
◆内 容／バスケットボール
（秋田ノーザンハピネッツ）
サッカー（ブラウブリッツ秋田）
ラグビー（秋田ノーザンブレッツＲＦＣ）
バドミントン（北都銀行バドミントン部）
◆問合せ／市教育委員会スポーツ振興課 35-2173

９月
19日（日）

第24回 いものこまつり
in 鶴ヶ池

鶴ヶ池公園ふれあい広場
10：00〜17：00 いものこまつり
18：30〜20：00 花火大会

※雨天時は山内小学校体育館で開催し、花火大会は20日（月）に順延。

山内特産の“いものこ汁”の販売のほか、チビッ
コ魚つかみ取り大会（11：10～）や第22回全国いものこ
ピラミッド競技大会（13：00～）など、楽しいイベント
が盛りだくさん。美空ひばりのものまねでおなじみ
の青木隆治さんや本県出身の翔子さんによる『もの
まねステージショー』（15：00～）もお楽しみに！
◆問合せ／いものこまつりin鶴ヶ池実行委員会
（山内地域局産業建設課内） 53-2111
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■横手市の未来を築く
８月 日︑横手市成人式
が行われ︑１︐０７８人が
成人を迎えました︒
始めに五十嵐市長が﹁こ
れからは︑大人としての責
任があることをしっかりと
自覚し︑人生の荒波に負け
ないよう立ち向かっていっ
てください﹂とあいさつ︒
その後︑新成人を代表し
て佐藤祥平さんが﹁人は一
人じゃない︒どんな時も陰
から支えてくれた家族︑い
つも一緒にいた仲間︑数え
切れないほどの人々との出
会いと別れ︒すべての人々
への感謝の気持を胸に刻み︑
一人ひとりの夢や理想に向
かって明日を切り開いてい
きます﹂と︑力強く誓いの
言葉を述べました︒
式典終了後は︑各中学校
ごとに集合写真を撮影しま
した︒久しぶりの旧友との
再会に︑話は尽きることは
なく︑会場内は︑記念撮影
をしたり連絡先の交換をし
たりと
終始︑
にぎや
かな雰
囲気で
した︒
15

代表・佐藤祥平さん

旧友との再会に、とびきりの笑顔がこぼれます。

成人式を終えて︑横手市
の成人として認められたと
同時に︑緊張の気持ちもあ
る︒これからは成人として
の自覚を持ち生活しなけれ
ばならないからだ︒正直︑自覚とい
ってもまだあやふやで︑何をどうす
るといったことは具体的に決まって
いない︒だから︑まずは︑自分の住
む地区での行事に参加してみて︑少
しずつ考えていきたいと思う︒

私は保育士として︑横浜
の保育所に勤務しています︒
小さい頃から年下の面倒を
見るのが好きで︑将来は保
育士になりたいと思ってい
ました︒憧れの職に就き︑毎日子ど
もたちと触れ合い充実した日々を送
っています︒辛いときや苦しいとき
もありますが︑家族や友達に支えて
もらいながらがんばっています︒い
つか一人前の保育士になったら︑地
元に勤務し︑みなさんに恩返しした
いと思っています︒
たかはし・さき(雄物川)

二十歳になり︑これからは自身に
責任が問われる年齢になりました︒
私は今まで︑家族に数え切れない程
の迷惑をかけてきました︒成人式と
は家族や友人︑今までの自分が関わ
った人たちへ感謝する日でもあると
思います︒成人式を迎え︑改めて自
分の行動の責任の重さを痛感すると
ともに︑これからは家族の
支えになれるよう︑また友
人や周囲の人への感謝の気
持ちを忘れずに過ごしてい
きたいと思います︒

『いつかきっと』
髙橋 早希さん

成人式を迎えて︑今まで支えてく
れた家族や友達︑周囲の人に感謝の
気持ちを伝えていきたいと思ってい
ます︒今の自分ががんばれるのは︑
いつも温かく見守ってくれる家族や
一緒に楽しい時間を過ごし
てくれる友達がいてくれる
から︒これからは︑私が家
族を支えていける存在にな
りたいです︒そして今まで
以上に友達や周囲の人を大
切にして︑感謝の気持ちを
伝えていきたいです︒

たなか・ゆう(横手)

ながさわ・こうた(平鹿)

最近報道されている事件
は︑どこか思いやりに欠け
た行動や自分勝手な行動︑
衝動的な感情が要因で起こ
っているように感じます︒
私は成人を迎えるにあたり︑
大人としての責任感と自覚を持つと
同時に〝思いやり〟を持てる人間に
なりたいと考えています︒私たち成
人に吹く世の中の風は厳しい向かい
風ですが︑その厳しい風に負けず︑
強くたくましく︑時に思いやりとい
う優しさも持ってがんばりたいと思
います︒

あ

生きる意味が見出せないなら生き
ているとはいえず︑それはただ在る
だけなのだろう︒時間が経てば誰も
が社会的に大人だが︑存在意義に関
して言えば人は愛するために生きて
いるというのが私的有力説である︒
生命活動可能な有限的時間である命
は最も貴重な財産だが︑それを与え
たい程︵恐らく実際は部分的だが︶
大切な存在であると他者に
示していければ本当に幸福
だといえるのだろう︒
でも︑
自己啓発もそんなに悪くな
いと思ってしまうのだ︒

たかはし・まり(山内)

さとう・たかかず(十文字)

成人式を迎えるにあたっ
て︑親に感謝したい︒日頃
から両親には色々な面で支
えられてきた︒経済面はも
ちろん︑精神的にも悩むこ
とが多かった私の話を聞いてくれた︒
いつも︑感謝の気持を持ちながらも
﹁ありがとう﹂と言葉にすることが
できずにいた︒今まで照れくさくて
言えずにいた言葉を伝えたい︒
﹁お父さんお母さん︑ありがとう﹂

中学校を卒業してから５年が経ち︑
進学したり就職したり︑県外へ出た
りとバラバラになってしまいました︒
なかなか会う機会もなかった友達と
も︑この成人式をきっかけに連絡を
取り合い︑たった数年なのに懐かし
く︑会えるのを待ち遠しく思ってい
ました︒そのぶん今日は︑みんなと
いっぱい喋って笑って⁝よ
り一層絆が深まったと思い
ます︒また︑楽しい思い出
が増えていけばいいな︒

『感謝』
長澤 功大さん

『成人を迎えての抱負』
高橋 真梨さん

『成人式を迎えて』
佐藤 貴一さん

ふくおか・ともこ(増田)

たかはし・ともかず(大雄)
たかはし・あゆみ(大森)
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『成人式を迎えて』
田中 佑さん

『感謝の気持ちをいつも心に』
福岡 朋子さん

『ありがとう』
髙橋 伴和さん
『この成人式で』
高橋 歩未さん

成人を迎えて、今の気持ちや今後の抱負など
〝成人〟をテーマに語ってもらいました。

〜新成人のみなさんから〜
中学校ごとに集合写真を撮影

横手 の夏 を彩 る
各地に伝わる夏の伝統行事︒その形は地域によってさ
まざまですが︑そこに住む人々は︑行事を通して先人
の思いを受け継ぎ︑後世へと伝えてきました︒横手に
も誇るべき伝統︑伝えるべき思いがあります︒
今年も勇ましく︑そしてあでやかに横手の夏が彩られ
ました︒

ばやし

サイサイばやしの太鼓や笛の音が力強く
響き渡り︑まつりを盛り上げる

今泉祇園

桟敷席は迫力のある屋形舟繰り出しと
花火ショーが間近で楽しめる特等席

屋形舟のぶつけ合いを前に高まる担ぎ手の思い︑
大輪の花火が男衆を照らす

十文字今泉地区に伝わる伝統行事︑男児
たちによる獅子の口割や女児たちが華
やかな踊りを舞う︵十文字︶

無病息災︑五穀豊穣を祈る深間内神楽︑
道中姿の子どもたちによる早鳥舞︵さ
とりまい︶などを奉納︵平鹿︶

深間内神楽

歴史と伝統︑５番まで振り付けのある
踊りが特徴の増田の盆おどり︵増田︶

盆おどり

子どもたちに担がれ蛇の崎川原に集まった小舟︒ろうそく
の灯りに照らされ︑舟の姿が幻想的に夕闇に浮かぶ

約千人の踊り手が参加した市民盆踊
り大会︵横手︶

平鹿
（8/23）
今年から会場が移された盆踊りは多
くの踊り手が通りを埋めた︵平鹿︶

平鹿
（8/18）

十文字
（8/15）
増田
（8/16）

8
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横手
（8/16）
横手
（8/15）

送り盆まつりは勇壮な屋形舟のぶつけ
合いでクライマックスを迎える
まつりの熱気がいよいよ最高潮に達し、
屋形舟と男衆の魂がぶつかり合う

ねむり流し

横手
（8/6）

屋形舟繰り出し

行

市からのお知らせ

行政情報便

政情報便

information

手続きはお済みですか？
子
『
子ども手当』申請猶予期間は９月末日まで！
育て

子ども手当は、中学生以下の児童を養育している保護
者に支給される手当で、受給するには申請が必要です。
今年４月１日現在で受給資格のあった方は、９月30日
までに申請をすることで４月分にさかのぼって受給する
ことができますので、早めの手続きをお願いします。
なお、10月以降に申請した場合は、申請月の翌月分か
らの支給となります。
◆問合せ
市福祉環境部子育て支援課(大森庁舎内） 35‑2133ま
たは各地域局市民福祉課（横手地域局は市民課）
保護者が市外に居住している場合は住民登録する市区
町村から、公務員の場合は勤務先から支給されますの
で、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。

医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が『高額医
療・高額介護合算療養費制度』で定める一定の限度額を
超えた場合に、その超えた金額を支給します。
◆申請方法
支給を受けるためには申請が必要です。支給が見込ま
れる方には既にお知らせしていますので、各地域局市
民福祉課（市民課）で支給申請手続きをしてください。
※平成20年4月から平成21年7月末までの間に、他の市
町村から横手市へ住所を変更された方や他の医療保
険から後期高齢者医療制度に移られた方は、転居前
の市町村、以前加入していた医療保険の保険者への
手続きが必要です。
◆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）

①公営住宅
地域名

名

称

築年度 間取り

家賃（円）募集戸数
２

南朝日が丘住宅セカンド Ｓ63 ２ＬＤＫ 17,100〜
Ｈ16 ２ＬＤＫ 24,600〜
増 田 田町団地
Ｈ11 ２ＤＫ 20,900〜
五十田団地
平 鹿
Ｈ３ ３ＤＫ 19,300〜
諏訪野団地
Ｓ62 ３ＤＫ 14,300〜
今宿第２団地
雄物川
Ｈ15〜 ３ＬＤＫ 23,500〜
下鶴田団地
Ｓ56 ２ＬＤＫ 16,900〜
大 森 大中島住宅

１

Ｓ46〜 ２ＤＫ〜 7,300〜
Ｓ50〜 ２ＤＫ 10,900〜
Ｓ46 ３ＤＫ 14,000〜
Ｓ50〜 ３ＤＫ
9,800〜

７

南朝日が丘住宅

はば

上掵住宅

十文字 十五野住宅
西原住宅
大 雄

大雄東団地

Ｓ54

大谷地団地

３ＤＫ

12,900〜

１
１
１
１
２
１
２
１
２
１

名

称

築年度 間取り

家賃（円）募集戸数
４
２
１

住宅リフォーム補助申請受付について
市の住宅リフォーム補助金は受け付けをいったん終了しましたが、予算の増額が決定したため、補助申請の
受け付けを再開します。なお、今回の補正予算7,000万円の交付先が決定しだい終了となります。
◆問合せ 市建設部建築住宅課 35−2224
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金）
12/31（

22

にぎ

Ｈ９ ３ＬＤＫ 52,500〜
平 鹿 五十田団地
特定西野住宅
Ｈ10 １ＬＤＫ
30,000
大 森
特定西野住宅
（世帯用） Ｈ10 ２ＬＤＫ
50,000

25

◎主なイベント放送の予定
実況中継や駐車場情報など
▽よこてにぎわいカーニバル︵９
／ ・ ︶▽北海道・東北Ｂ１グ
ランプリ︵ ／ ・ ︶▽菊まつ
り︵ ／ 〜 ／７︶▽エコライ
フフェスタ ︵ ／ ・ ︶▽あ
かりフェスタ︵ ／１〜 ︶

地域名

留学生の方たちはとても人なつこく、横手
を精一杯楽しみ吸収したいという人たちばか
り。その礼儀正しさや思いやりに、かえって
私たちが癒されます。ホストファミリーは、
知らず知らずのうちに国際感覚を養うことの
できる楽しい機会です。ぜひ、一緒に身近な
国際交流を楽しみましょう。
（ホストファミリーの会代表・熊谷力輔さん）

イベントＦＭの放送をＰＲするよこて賑わい
創出プロジェクトＹＹ22実行委員会の関係者

とこの秋に開催される各イベ
ントの主催団体などが﹃よこ
ての賑わい創出プロジェクト
ＹＹ 実行委員会﹄を立ち上
げて行うもので︑イベント情
報や交通情報のほか︑地域密
着の情報を発信します︒
なお︑実行委員会では番組
の制作スタッフやパーソナリ
ティーのボランティアを募集
中です︒詳しくは︑横手商工
会議所︵ ３２︲１１７０︶
までお問い合わせください︒

②特定公共賃貸住宅

市では、毎年秋と冬の２回、千葉県浦安
市にある明海大学に通う留学生を受け入れ
ています。今年も10月に10人前後の留学生
が訪れる予定で、そのホストファミリーを
募集しています。日本語を話せますので、
言葉の心配はいりません。気軽に国際交流
を体験してみませんか。
◆受入期間 10月９日（土）〜11日（月・祝日）
※10日は市企画のバスツアー
◆募集家族 10家族
※一人世帯の方は応募できません。
※１家族につき3,000円を助成します。
◆申込期限 ９月30日（木）
◆問合せ・申込み
市総務企画部男女共同参画・市民協働推
進室（本庁南庁舎内） 35‐2158
33‐6061 danjo@city.yokote.lg.jp

日から 月末までイベント
用ＦＭ放送局を開設し︑イベ
ント放送を行うことが８月４
日に発表されました︒
周波数は ・４メガヘルツ
で︑市役所横手庁舎の屋上に
電波送信用アンテナを設置︒
９月中はかまくら館︑ 月以
降は横手駅前再開発事業区域
内にスタジオを設けて放送を
行います︒受信できる範囲は
半径４〜６㌔で︑市内の約
％の世帯をカバーし︑カーラ
ジオでは市内のほぼ全域で受
信が可能とのことです︒
イベント放送は︑同協議会

Ｓ60 ２ＬＤＫ 18,800〜

横 手

◆入居条件
公営住宅法に定める入居資格をお持ちの方
が対象になりますので、事前に市建築住宅
課までご確認ください。市ホームページか
らも確認できます。なお、家賃は所得額に
よって異なります。※暴力団員（同居を含
む）は応募できません。
◆申込方法
市建築住宅課窓口または各地域局産業建設
課で入居希望者本人と面談を行います。申
込書に所定事項を記載し、必要となる書類
を添付して申し込みください。
（郵送不可）
※申込者多数の場合、抽選となります。
◆申込期間 ９月６日（月）〜14日（火）
◆抽 選 会 ９月29日（水）の予定（入居条件
を満たす方に連絡します）
◆入居予定 10月中旬
◆申 込 み 市建設部建築住宅課（横手庁舎
内） 35−2224、または各地域局
産業建設課まで（8:30〜17:15、
土・日・祝日は除く）

〜気軽に、身近に国際交流を体験〜

新しい横手の魅力を発信

宅

ホストファミリーを募集します

よこてにぎわいイベントＦＭ局を開設

市営住宅の入居者を募集します 〜申込は９月14日まで〜

市内の商工︑観光︑建設団
体などで組織する﹃コミュニ
ティＦＭよこて推進協議会﹄
︵代表・伊藤俊悦平鹿建設事
業協同組合理事長︶が︑９月

住

後期高齢者医療制度に加入のみなさんへ
後期
『高額医療
・高額介護合算療養費制度』のお知らせ
高齢
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政情報便
環

市長面会日のお知らせ

境

◆日
時／９月28日(火)午前９時〜10時30分
◆申込期限／９月22日(水)※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）
○固定資産税３期
○介護保険料３期

７月１日から15日にかけて、ごみ処理統合施設
建設用地に関する情報提供を市民のみなさんに呼
びかけたところ、30件のご提案や情報をお寄せい
ただきました。
現在、ごみの収集運搬効率や敷地の確保、法規
制の有無など施設建設に必要な条件を検討し、こ
のうちの５カ所についてさらに詳細な調査を進め
ています。
環境に十分配慮し、地域のみなさんに受け入れ
てもらえるような施設建設を目指していますので、
みなさんのご理解をよろしくお願いします。
◆問合せ
市福祉環境部環境課(大雄庁舎内) 35‑2184

○国民健康保険税３期
○後期高齢者医療保険料３期

※年金天引きでないもの

納期限は９月30日です

９月 ‑September‑

◆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

１ ２３４
５ ６ ７ ８ ９ 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ごみ処理統合施設建設候補地

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。

「横手産の米を積極的に販売します。
精米の過程で出る米ぬかは、生産者に土に戻して利用していただきます！」【有限会社 藤倉商店】
「営業トークの中に〝横手産〟についての話題を提示し、
広く深く考えるようにします！」
【株式会社トラストシール】
「横手産の食材を活用したお菓子をつくり続けます！」【石川菓子店】

集

発表団体を募集します
第５回 横手市民ステージ祭

第５回横手市民ステージ祭の発表団体を募集します。
市内の芸術文化団体が一堂に会し、親睦交流を図りなが
ら、芸術文化の振興と市民の文化活動に対する意識高揚
に努めます。今回は５回記念としての催しもあり、盛大
に開催いたします。下記の内容を確認のうえ、ぜひご参
加ください。
◆期
日 12月４日（土）
・５日（日）
◆会
場 秋田ふるさと村
◆募
集 市内を主な活動場所としている団体６団体
（芸術文化協会加盟団体を除く）
◆発表時間 15分以内
◆申込方法 各生涯学習センター、または公民館に備え
付けの申込書に記入のうえ、申し込みくだ
さい。※申込多数の場合、抽選
◆申 込 先 各生涯学習センター、または公民館
◆申込期限 ９月30日(木)
◆問 合 先 市教育委員会教育総務部生涯学習課（雄物
川庁舎内） 22‑2155

教

育

なければ展望は開けてきません︒

この地域の産業の柱といえば農業

ですが︑これまで秋田県は︑ブラン

ド戦略にあまり力を入れてきません

でした︒いいものを作ることだけに

集中して︑それを適正な価格で売る

による〝外貨〟獲得を目指すことを

五十嵐 忠 悦

考えています︒仙台圏や東京圏とい

横手市長

国内の経済情勢は︑まだまだ回復

ことは考えてこなかったといえます︒

の兆しが見えてきません︒雇用と経

った大消費地に農産物の直売店を設

そこで︑マーケティング戦略の新
・
たな攻めの一手として〝地産他消〟

済に刺激を与える対策を最優先し︑

け︑新鮮で品質の良い横手ブランド

仙台圏︑
東京圏
〝横手市農業 〟
進出プロジェクト

地域の活性化につなげようと取り組

品質的には他にひけを取らない横

の野菜や果物︑加工品を売り込むの

手の産品を︑集め︑運び︑売る︒多

です︒できれば︑それぞれの圏域に

一定の効果を上げているものと見て

少のリスクはありますが︑やりがい

んでいますが︑なかなか決め手に欠

います︒この事業は対象者の範囲が

のある仕事ではないでしょうか︒市

けるのが現状です︒

広く︑補助を受ける市民の先にいる

としても︑それを応援する準備に着

複数の店舗を構え︑物流コストの軽

関連事業者の裾野も広いため︑広範

手します︒一緒になって〝横手の売

そんな中で︑昨年度から取り組ん

囲にわたって地域経済を刺激できる

減を図りたいとも考えています︒

からです︒今回の増額補正により︑

り込み隊長〟に名乗りを上げてくれ
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でいる﹃住宅リフォーム補助﹄は︑

２年間で３億２千万円を補助金とし

る方を︑心待ちにしています︒
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て交付することになりますが︑実際

には少なくともその６倍以上の経済

効果を地域にもたらしています︒

ただ︑いかに経済対策とはいえ︑

これだけ大型の補助事業をいつまで

も続けられるわけではありません︒

やはり︑産業振興に力を注いでいか

７月30、31日には東京都
内の百貨店などで雄物川
産スイカなどを猛烈ＰＲ

い
ど
む

募

平成22年度 第１回

横手市就学相談会を開催します

来年度、小学校に就学する子どもとその保護者を対象
に、就学相談会を開催します。
「心と体、言葉の発達が心配…」「性格や行動が気に
なる…」など、お気軽にご相談ください。また、学校見
学や保護者との個別相談なども行います。
◆期 日 ９月21日(火)・22日(水)・27日(月)・28日(火)・
29日(水)・30日(木)、10月１日(金)
◆時 間 ①午前９時〜10時30分 ②午前10時30分〜正午
③午後１時〜２時30分 ④午後２時30分〜４時
◆会 場 あさくら館
◆問合せ 市教育委員会教育指導部教育指導課（雄物川
庁舎内） 35‑2123
※１回１組の相談を行うため、事前の電話予約が必要
※第２回相談会は11月に開催予定

補
助金

２次募集のお知らせ

横手市特産品開発支援事業補助金

地域の活性化と地場産業の振興を図るため、市内の地
域資源や特性を活かした特産品開発に要する経費の一部
を補助します。
◆対象
市内に住所があり、市の資源や特性を活かした産品づ
くりに意欲のある個人・団体
◆対象経費
①特産品およびそのデザイン開発・改良経費
②特産品の生産・流通・販路開拓に関する調査経費
③特産品開発のための研修や人材養成経費
④特産品の製造に必要な機器等の購入費およびレンタ
ル経費
◆補助額
対象経費の２分の１以内(上限50万円)
◆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回とする
◆申込期限
９月30日(木)
◆問合せ
市産業経済部マーケティング推進課(増田庁舎内)
45‑5537

教

育

家庭教育支援チーム事業

『おや親サロン』を開催します

よりよい子育てや家庭教育のヒントが得られる場とし
て『おや親サロン』を開設します。
子どもの成長に伴い、家庭教育は難しさを増し親を悩
ませることが多くなります。悩みを相談したり、他の保
護者の意見や実際の工夫を参考にした
り、気軽におしゃべりができる場とし
てご利用ください。家庭教育支援チー
ムからの情報も紹介します。
◆日 時 ９月３日からの毎週金曜日、
午後１時〜４時（年末年始休み）
◆場 所 横手市民会館／和室 ※申込み不要
◆年内の予定
第２金曜日はテーマを決めて話し合います。
９月10日…転勤族の悩み
10月８日…子どもの体の成長をどこまで、どんなふう
に話せばいいの？
11月12日…小学校入学前に知っておきたいこと、備え
ておきたいこと。学校ってどんなこと？
12月10日…どうしてる？子どものおこづかい
◆問合せ 市教育委員会教育総務部生涯学習課（雄物川
庁舎内）家庭教育支援チーム 22−2155
No.118 2010( 平成 22年 ).9.1 市報よこて

12

Topics
笑顔とにぎわいにあふれた商店街

手作りの人形劇で子どもたちと交流

■第15回は・は・は祭（雄物川）

■早稲田大学児童文化研究会・夏公演

８月８日に雄物川町今宿商店街で『は・は・は祭』が開
催されました。平成８年８月８日に〝は・は・は〟の語呂
合わせで始まり今回で15回目。地域ににぎわいを与える
お祭りとして定着しています。
メイン会場では、吉田小学校のマーチングバンドを皮
切りに雄物川高校の吹奏楽演奏や餅まきなどが行われた
ほか、通りには出店や屋台が軒を連ね、行き交う人々で
活気にあふれました。つめかけた約5,500人の観客によ
り、今宿商店街は熱気に包まれた一夜となりました。

８月９日、あさくら館で早稲田大学児童文化研究会に
よる公演が開かれ、横手地域の朝倉地区と山内地域の３
児童クラブの児童ら約110人が人形劇を鑑賞しました。
これは、地域の子どもたちの交流を深め、心の豊かさ
を育もうと横手生涯学習センターと山内生涯学習センタ
ーが企画したもので、今回が２回目。会場では、子ども
たちが普段親しんでいるテレビや映画では味わうことの
できない、独特のあたたかさが会場を包んでいました。
同研究会は、毎年８月に夏合宿として秋田県と岩手県
を訪問。自分たちで考えたゲームや工作をしたり、人形
劇を披露したりして、地元のみなさんとの交流を深めて
います。『おなかの妖精ペペ』役を演じた鳥居祐紀さん
（教育学部１年）は「横手の子どもたちのキラキラした
笑顔がとても印象的でした。これからもさまざまな活動
を通して、一つひとつの出会いを大切にしていきたいで
す」と元気に話してくれました。

観客を引きつける子どもたちのよさこいソーラン踊り

入場者数が1,000万人を突破！
■秋田ふるさと村で記念セレモニー

記念品を受け取る佐藤さん家族（右から佳子さん、康夫さん、友哉くん）

８月10日、秋田ふるさと村の来場者が累計で1,000万
人を超え、達成を祝う記念セレモニーが行われました。
めでたく1,000万人目の来場者となったのは、大雄地域
出身で岩手県盛岡市在住の佐藤康夫さん家族。３人には
10万円分の旅行券のほか、同施設の全館１日フリーパス
券やオリジナルキャラクターセットが贈られました。
秋田ふるさと村は平成６年４月20日のオープン以来、
県南の観光拠点として定着。入場無料となった平成11年
から来場者が急増し、17年目での達成となりました。

横手市出身のピアニスト・伊藤伸さんが昨年の第78回
日本音楽コンクールで第１位を受賞したことを記念する
リサイタルが、８月21日に横手市民会館で開かれました。
伊藤さんは、クラシック音楽に馴染みの少ない人にも
その楽しさを知ってもらおうと、１曲ずつ作曲者や楽曲
の説明をしながら10曲を演奏。美しい旋律とともに伊藤
さんの音楽や地元の方々への深い愛情に触れ、会場から
大きな拍手が贈られると、伊藤さんも２回のアンコール
曲で応え、心安らぐ時間は拍手の中で幕を閉じました。

■雄物川ドリームチーム☆2010（雄物川）

地域の施設を補修作業

（山内）

８月20日、山内地域の建築、左官、塗装業等で組織
する山内建設技能者組合（石沢一郎組合長・会員34名）
が、地域の８公共施設でボランティアによる補修作業
を行いました。今年で30回目を数える奉仕活動。結露
で腐食した山内小学校の壁や鶴ケ池公園のトイレのド
アなどを丁寧に手際よく仕上げていました。

15
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真剣に基本を教わる子どもたち

１曲ごとに説明を加えながら美しい音色を奏でる伊藤伸さん

第24回たらいこぎ祭り

（増田）

増田地域の恒例行事『第24回元祖全日本たらいこぎ
選手権たらいこぎ祭り』が８月16日、真人公園の公園
沼で行われました。県内外から子ども、中学生以上の
男女、団体の各部門に約120人が参加。転覆しないよ
うバランスを取りながら、42.195㍍先のゴールを目指
して熱戦が繰り広げられました。

『おなかのなかのぼうけん』と題したオリジナルの物語を熱演

雄中バスケット部・夢のＯＢ参集

優しさあふれるステージに感動の拍手
■伊藤伸ピアノリサイタル（横手）

劇で使った人形で子どもたちとふれあう大学生のみなさん

大勢のＯＢによる熱心な指導

長谷川監督のジャンプシュート

８月14日、雄物川体育館で雄物川中バスケットボール
部ＯＢが企画した『雄物川ドリームチーム☆2010』が開
催されました。ドリームチームは大学や実業団で活躍し
た同中ＯＢで構成。２回目の開催となる今回は、10月か
ら日本プロバスケットボールリーグ（ｂｊリーグ）に参
入する、秋田ノーザンハピネッツの長谷川誠選手兼監督
もドリームチームの一員として駆けつけました。
ＯＢによる指導教室には雄物川地域の小・中学生約110
人が参加。憧れの選手たちから、ドリブルやシュートな
どの技術的指導を真剣なまなざしで受けました。その後
ドーリチームが地元の雄物川クラブと対戦。正確さと迫
力あるプレーで観客を魅了しました。
長谷川監督は「今回のイベントを通じてバスケットの
魅力を伝えることができた。後輩たちも練習を糧にして
さらにがんばってもらいたい」と話していました。

子どもたちがつなぐ友好の絆

道の駅十文字に道路功労者賞（十文字）

８月14、15日、横手市と友好都市関係を結んでいる
茨城県那珂市とのスポーツ交流事業が行われました。
この事業は平成14年から毎年行われていて、子どもた
ちを中心にお互いの地域を行き来して友好を深めてい
ます。今年は那珂市のサッカースポーツ少年団33人が
当市を訪れ、交流試合などを通じて親睦を深めました。

８月10日、道の駅十文字が日本道路協会より『道路
功労者』として表彰されました。道の駅として地域連
携、交流促進に貢献したことが評価されました。県内
道の駅での受賞は十文字の１カ所のみ。今後も同駅の
イベントや直売所連携の取組みから、地域の活性化に
つながっていくことが期待されます。
No.118 2010( 平成 22年 ).9.1 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

キュウリの牛乳みそ汁

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。福田さんは、前回
の佐々木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 139.0Kcal
タンパク質 19.8g
塩
分
1.3g

詩吟サークル【十文字】

ふれあい詩吟教室

かいだ
ゆ

輪

材料（４人分）

20

○キュウリ…２本 ○絹ごし豆腐…1/2丁 ○牛乳…200cc
○無頭エビ…８尾 ○チキンコンソメ…1/2個
○味噌…大さじ１ ○大葉…５枚 ○塩・酒・氷…適量

作り方

土田リツ子さん（平鹿）

『キュウリ』

『産直ひらか』
では、
キュウリが７月から９
月いっぱい店頭に並びます。
お客様の大半は漬物用として
買っていきます。多少、細くて
曲がっていても袋にたくさん入
っているのが人気です。漬物や
生で味噌を付けて食べて良し、
キュウリは夏の食卓に欠かせな
い食材です。
（産直ひらか・浅倉数子さん）

■面積
■人口
■世帯

603.36k㎡
40,802人
16,462世帯

福田 昂太さん
ふくだ こうた（24歳・横手）

思えば
遠くへ
来たもんだ

大分県

石田 靖代さん

いしだ やすよ（38歳・十文字）

宮崎県

明るい笑顔が印象的な靖代
さんは︑大分県豊後大野市の
出身です︒
靖代さんは︑大分県の小学
校教員時代に参加した海外研
修で︑夫の智之さんと出会い
結婚︒平成 年に︑智之さん
の実家のある十文字地域での
生活を始めました︒言葉や文
化の違いも︑持ち前の明るさ
で楽しんでいた靖代さんでし
たが︑再び転機が訪れます︒
平成 年に智之さんが海外
日本人学校への赴任が決定︒
期待と不安を抱きながら中米
パナマへと渡りました︒さら
おおぞら
に︑平成 年に長男・大空く
ん︵現在３歳︶を現地で出産︒
平成 年に帰国するまで︑智
之さんを支えながら︑海外で
の子育てに励んできました︒
現在は︑地域の子育て支援セ
ンターに通いながら︑子育て
仲間や近所の方々との交流を
深めているそうです︒
﹁いつかは家族で世界を一
周するのが夢︒この子には︑
たくましく育ってほしい﹂と
ほほ笑む靖代さん︒暑さに負
けず元気に走り回る大空くん
の上には︑彼の将来を象徴す
るような︑晴れわたった夏の
青空が広がっていました︒

９月の旬食材

福岡県

昔から食べられてきた冷や汁を、
彩りと栄養バランスをプラスして
今風にアレンジしました。夏はキ
ュウリで、冬はトウモロコシと玉
ネギを入れて温かくしてもおいし
いです。

「初心者向けの詩吟教室があれば習ってみたい」
そんな声に応えて、５年前から行われるようにな
った『ふれあい詩吟教室』。現在、10人が在籍し、
毎月第１・３・５火曜日の午前10時から正午まで十
文字文化センターで教室を開催しています。漢詩
や和歌などに独特の節をつけて詠う詩吟は、難し
いイメージがありますが、初心者でも取り組みや
すい歌謡詩吟を中心に練習に励んでいます。
「大きい声を出して吟じた後は、気分が爽快に
なります。代表の髙橋さんが、詩に込められた作
者の思いや歴史などを詳しく解説してくれるのも
この教室に通う楽しみの一つです」と笑顔で話す
会員の皆さん。
代表の髙橋さんは「詩吟を通じて友達の輪が広
がるように〝楽しく無理をせず〟活動しています。
誰にでもできますので興味のある方は、ぜひ見学
に来てください」と話していました。
◆問合せ 十文字生涯学習センター 42‑2067

大分県

横手市食生活改善推進協議会
平鹿支部

豊後大野市

①エビの背わたを取って鍋に入れ、塩少々と酒をふって
火にかけ酒蒸しする。冷めてから尾と１節を残して殻
をむく。
②豆腐を１㌢角に、キュウリは３㍉の輪切りにしておく。
③鍋に水500ccとコンソメ、キュウリを入れて中火で煮立
てる。
④③に味噌を溶き入れ、豆腐・牛乳・エビを加えてひと
煮立ちさせて冷やしておく。
⑤器にもって、氷と刻んだ大葉をのせる。

◎今月の紹介者

さわやかで優しい笑顔の中に︑誠実さ
と責任感が垣間見える昂太さんは︑ａｕ
ショップ横手中央店に勤務しています︒
高校卒業後︑一度は就職のため横手を
離れましたが﹁生まれ育った横手で暮ら
したい﹂と平成 年に帰郷︒同店に入社
し︑今年の４月からは︑若き店長として
スタッフをまとめています︒﹁今の店が
あるのは︑地域のお客様と自分を支えて
くれているスタッフのおかげです﹂と︑
謙虚にほほ笑む昂太さん︒﹁まだまだ未
熟ですが︑お客様にとってもスタッフに
とっても居心地の良い店舗であり続けた
いと思います﹂と︑しっかりとした口調
で語ってくれました︒
◆休日の過ごし方は？
釣りをしたり︑温泉に出かけたりして
います︒いつか︑夏の北海道を車で旅
してみたいですね︒
◆好きな異性のタイプは？
小柄で︑元気な人がタイプです︒

副菜/緑色 1 2 3 4 5 6
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笑顔がいっぱい
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情報〜information〜

◆申込開始／９月１日
︵水︶
午前
９時
◆申込み／市産業経済部観光物
産課 ４５︲５５１９

はん

ない

あ

い

催 ﹃三平の里 触れＥｙｅ
し 探検塾﹄
を開催します
さる

﹃歯医者さんに聞いてみ

◆場所／大雄ふれあいホール
◆託児／あり︵要予約︶
◆申込期限／９月 日
︵火︶
◆申込み／横手市 ファミリー・
サポート・センター
３５︲７２１１

増田町狙半内地区での豊かな 講

21

座

よこての伝統料理教室

◆託児／あり︵要予約︶
◆申込開始／９月９日 木( 午
)前
９時
◆申込み／女性センター ３３
︲３９９５︑３２︲３１３７

講

座 よう﹄講習会
水・緑・人にふれあう催しです︒
栄養士・菅妙子氏による古く
森林体験活動︑超神ネイガーシ
ノレーブ歯科クリニックの山 から伝わる漬物や 正月料理など
ョー︑森のウルトラクイズなど 野浩樹医師を講師に迎え︑乳幼
の料理教室です︒
を行います︒雨具と長靴を持参 児や妊婦の虫歯予防︑歯の健康 ◆期日・内容／ ① 月２日
︵土︶
・
してください︒
に関する知識向上を目的に﹃歯
ナスのおくづけほか
催 第 回横手市児童生徒
し 理科研究作品展
◆日時／ 月９日︵土︶
午前 時 の健康に関するお話﹄と題した
② 月 日
︵土︶
・正月料理に
分︵受付開始︶〜午後３時 講習会を開催します︒
もう一品
市内の児童生徒が夏休みの課
題として取り組んだ力作が多数 ◆受付場所／増田まんが美術館 ◆日時／９月 日
︵金︶
午前 時 ◆時間／ 午前９時 分〜 時 分
◆場所／上畑温泉さわらび周辺
出品されます︒
〜正午︵参加無料︶
◆場所／横手中央公民館
︑釣りキチ三
◆日時／ ９月 日
︵土︶
・ 日
︵日︶
︑ ︵ふるさと公園︶
◆
場
所
／
平
鹿
町
ア
イ
リ
ス
ハ
ウ
ス
◆
定員／一般男女 人
︵先着順︶
平の里体験学習館
◆材料代／１回︑１︐５００円
午前９時〜午後４時
◆託児／あり︵予約不要︶
◆申込開始／９月６日︵月︶
午前
◆場所／市教育センター︵旧蛭 ◆対象／市内在住の小学生以上 ◆申込期限／９月 日
︵月︶
※親子での参加も可
９時
野小学校︶
◆申込み／つどいの広場ひらか
◆定員／ 人
◆問合せ／市教育センター
２４︲３１５５
◆申込み／横手中央公民館 ３
◆参加費／小・中学生５００円︑
２４︲１３２１
２︲３１３７︑
３３︲３９９５
高校生以上６００円
︵昼食代︶ 講 ﹃フードコーディネート﹄
座 講座
◆申込開始／９月１日 水 午前
﹃男性のための料理教室﹄
講
催 横手の自然にふれ
(
)
座 参加者募集
し 旬の収穫体験をする旅
９時
フードコーディネーター・た
◆申込み／増田地域局産業建設
山内地域の魅力を再発見する
な
かのりこ氏︵オフィスＮＯＲ
男性でも楽しく手軽にできる
課 ４５︲５５１５
バスツアーです︒ぶどうの収穫
ＩＭＡＫＩ代表︶を講師に迎え︑ 料理教室です︒生活習慣病の予
や水車そば挽き見学︑千本杵餅
﹃食﹄についてのお話と﹃フード 防についても考えましょう︒
つきなどを体験できます︒
レシピ﹄の作成にチャレンジし ◆日時／９月 日
︵木︶
午前 時
講
乳幼児の普通救命講習会
座
な
が
ら
フ
ー
ド
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
〜午後０時 分
◆日時／９月 日︵土︶午前８時
市消防本部の救急救命士によ 学びます︒
分〜午後 時
◆場所／横手保健センター
るＡＥＤを用いた小児・乳児の ◆日時／９月 日
◆集合場所／秋田ふるさと村
︵水︶
午前９時 ◆参加費／ ３１５円︵テキスト代︶
心肺蘇生法や救命処置を学びます︒
分〜 時 分
◆定員／先着 人
◆申込期限／９月 日 金( )
午前９時 ◆場所／女性センター
◆参加費／２︐５００円︵昼食・ ◆日時／９月 日︵水︶
◆申込み／市福祉環境部保健衛
〜正午︵参加無料︶
収穫体験・入浴料含む︶
生課 ３５︲２１８５
◆定員／一般男女 人
︵先着順︶

information

30

10：30〜11：30

30 30

11

30

10

９月９日(木) 横手自動車学校

12：30〜13：15

羽後交通㈱本社

13：45〜14：45

秋田ふるさと村

15：15〜16：15

手
横

13：30〜14：00

㈱アイ・クリエイト

10：00〜11：00

10

50

10

特別養護老人ホーム平寿苑

17

30 29

30

16

17

◆日時／９月22日（水）午前10時 大松川ダム公園
◆内容／まごころ除草・昼食会
（いものこ汁と秋の味覚）
・
山内地域観光（希望者）。今後も活動を予定して
います。応援団としての登録も受け付けます。
◆申込期限／９月15日（水）◆参加費／500円（昼食代）
◆問合せ・申込み／山内地域局産業建設課 53‑2936
12：00〜12：30

全血

㈱平鹿サントップ
鹿
平

９

11

18

９月７日(火) ㈱品川合成製作所

「さんない芝桜園」の応援団を募集します！
９月５日(日) スーパーセンタートラスト雄物川店 10：00〜12：00
雄物川 （ふれあい献血キャンペーン） 13：00〜16：00

30

方を対象とします︒
催
四季を彩る写真展
し
◆日時／９月 日︵金︶
〜 月１
日
︵金︶
毎週金曜日︑午後６時
市内で活動をしている﹃さく
〜９時
ら会﹄が撮影した四季折々の美
しい風景やお祭り︑人物の写真 ◆場所／サンサン横手
を展示します︒
◆申込み／横手市雇用創出協議
会事務局
︵市商工労働課内︶
◆開催期限／９月 日︵月︶
４５︲３９９０
◆時間／午前９時〜午後 時
分︵最終日は正午まで︶
◆場所／横手城展望台
講 平鹿総合病院
座 第２回糖尿病教室
◆入場料／１００円
◆問合せ／横手城展望台
佐々木義肢製作所の小笠原浩
３２︲１０９６
明氏と皮膚・排泄ケア認定看護
師・武内春子氏を講師に迎え︑
フットケアと靴の選び方につい
催
郷土の史跡・文化財探訪
し
て考えます︒
大屋館とその周辺の文化財を ◆日時／９月 日︵木︶
午前 時
探訪します︒低い山登りが可能
分〜午後１時 分
な服装で参加してください︒︵小 ◆場所／平鹿総合病院２階講堂
雨決行︶
◆参加費／６００円︵昼食代︶
◆日時／９月７日︵火︶午前８時 ◆申込期限／９月 日︵水︶
分〜正午
◆申込み／平鹿総合病院保健福
◆集合場所／あさくら館
祉活動室 ３３︲０６３０
◆申込期間／９月 日︵水︶
〜３
日
︵金︶
※先着 人
﹃高齢者・障害者の
相 全国一斉
談 人権あんしん相談﹄強化週間
◆申込み／あさくら館 ３５︲
２１３８
高齢者や障がい者に対する虐
◆問合せ／横手市文化財保護協 待などの人権問題の解決を図る
会半田さん ３２︲４７７２ ために︑人権擁護委員と法務局
職員が相談に応じます︒
◆期間／ ９月６日
︵月︶
〜 日
︵日︶
講 横手市雇用創出協議会
座 セミナー
◆時間／平日・午前８時 分〜
︻ショップ・サービス・飲食業
午後７時︑土日・午前 時〜
午後５時
向け創業セミナー
︵全５回開催︶
︼
創業を目指す方へわかりやす ◆専用相談電話 ／秋田地方法務局
い講座です︒全５回受講できる
０１８︲８６２︲６５３３
30

12

9：30〜10：00

さんない芝桜園の環境整備ボランティアスタッフ（応
援団）を募集します。昼食会、地域観光も実施します。
㈲平鹿精機製作所

種類
実施時間

実 施 場 所
月日・地域

12

４

13

20

11

◆日 時／９月23日（木）秋分の日 午前10時〜正午
◆場 所／平鹿生涯学習センター
◆内 容／オープニング・セレモニー、遊びや創作体験、
試食の提供、フリーマーケットなど
◆問合せ／市福祉環境部子育て支援課 35‑2133

献血日程

30

８

11

『みんなが輪になって笑顔で子育てを楽しもう！』を
キャッチフレーズに子育てフェスティバルを開催します。
食べる・遊ぶ・作る・発表・健康安全のコーナーなど
楽しい企画が盛りだくさんです。
県内９つの大学や短大などが一堂に会し、各校の紹介、
ミニ講義、個別入試相談を行います。
◆日 時／９月12日（日）午後１時〜４時
◆場 所／市役所 南庁舎
◆問合せ／プロジェクト４Ａ推進本部（秋田大学教育推
進総合センター内） 018‑889‑3201

29

３

16

10

12

10 30

13

１

30

共同オープンキャンパスフェスタ in 横手

11

３ 25

20

20

ちびっこわくわくフェスティバルの開催
秋田で学ぼう

36
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地域からのお知らせ

保呂羽山少年自然の家『チャレンジ！キャンプ』
小学生限定のアウトドア入門キャンプです。
●期間／９月18日(土)〜19日(日) ●場所／保呂羽山少年
自然の家他 ●対象／小学生 ●定員／40人 ●申込期限／
９月６日(月) ●申込み／保呂羽山少年自然の家 26‑6011
映画『精神』横手上映会
『誤解や偏見をなくし、地域と共に生きるにはどうする
べきか』をテーマに上映会と講演などを開催します。
●日時／９月20日(月・敬老の日）午後１時〜５時30分 ●
場所／サンサン横手 ●入場料／500円 ※上映会終了後、
講演・ワークショップも開催 ●問合せ／ＮＰＯ精神障が
い者サポート「まいぺーす」 090‑8616‑1086
南部シルバーエリア料理教室『かぼちゃ料理』
●日時／９月25日(土)午前９時50分〜 ●参加費／1,000
円（材料費・保険料込）●定員／20人 ●申込期間／９月
３日(金)〜20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
26‑3880

休
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
ゆとり館
えがおの丘
三吉山荘

診

秋田県南部男女共同参画センターまつり
登録団体と協働でセンターまつりを開催します。オー
プニングアトラクションや活動発表、バザー、模擬店な
ど楽しいイベントが盛りだくさんのまつりです。
●日時／９月25日(土)午前10時〜午後２時 ●場所・問
合せ／秋田県南部男女共同参画センター
33‑7018

館日

お出かけ前にご確認ください

9月1・8・15日
9月1・6・13日
9月1・7・14日
9月1・8・15日
9月1・7・14日
9月1・8・15日
9月4・5・11・12日
9月2・6・9・13・16日
9月6・13日
9月14〜16日
9月7日
9月6・13日
9月7・14日

大森健康温泉
9月6・13日
ゆとりおん大雄 9月2・16日
南部シルバーエリア 9月6・13・21日
健康の駅トレーニングセンター
東部
9月1・8・15日
西・南部
9月4・5・11・12日
子どもと老人のふれあいセンター
9月6・13日
≪臨時休館のお知らせ≫
●鶴ヶ池荘／９月５日（日）まで
※山菜恵ちゃんは営業します

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 9月1・8・15日（水）
診 療 日 9月1・8・15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 9月13日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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ウグイ釣り参加者＆会員募集
自然豊かな秋空のもと、とんぼでウグイを釣ってみま
せんか。初心者・女性の方大歓迎です。
●日時／９月25日(土)午前９時〜午後４時 ●場所／岩
手県湯田町和賀川流域 ●参加費／2,000円（鑑札、賞品
代）●申込み／とんぼ会 伊藤さん
32‑2478
ほろっとキッズ『秋の野山で遊ぼう』
●日時／９月26日（日）午前９時〜午後３時 ●場所／保
呂羽山少年自然の家 ●募集対象／小学生とその保護者、
先着20人 ●参加費／600円（昼食・保険代） ●申込期
限／９月16日（木）●問合せ／ほろっとキッズ 高橋さん
（沼館保育園） 22‑4511
『市民紅葉登山』に参加しませんか
●日時／10月３日(日)午前７時〜 ●場所／東山（東成瀬村
標高1,116ｍ）●対象／中学生以上、先着30人 ●参加費
／1,000円 ●申込方法／ハガキに郵便番号・住所・氏名・
性別・電話番号・生年月日を記入し、〒013‑0055 横手市朝
日が丘三丁目6‑6 達林英明あて郵送 ●申込期限／９月
７日(火) ●問合せ／横手山岳協会 達林さん
32‑8730

『いのちの山河〜日本の青空Ⅱ〜』上映会

〝行脚と対話〟で、沢内村民の命を守った深沢村長と村
民の奮闘を映画化した『いのちの山河』。山内でも撮影が行
われ、多くの方がエキストラとして出演した作品です。
【かまくら館会場】
◆日 時／９月11日（土）10：00〜、14：00〜、19：00〜［３回上映］
◆入場料／前売り1,000円
◆問合せ／「いのちの山河」を観る会
32‑2229
【山内体育館会場】
◆日 時／９月12日（日）15：00〜、18：30〜［２回上映］
◆入場料／一般1,000円（当日1,500円）、高校生以下800円（小学生無料）
◆問合せ／山内地区上映実行委員会
53‑2024

どばたプラザ
idobata plaza

『清川の里まつり2010』
●日時／９月４日(土)午後６時〜８時 ●場所／清川の
里・あたごキッズ駐車場（清川町）●内容／模擬店、太鼓
演奏、五條流光舞会など ●問合せ／清川の里
33‑2477
歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／９月９日(木)午後７時開演 ●場所／煉瓦屋（寿
町）●参加費／1,000円（軽食付）●予定曲／野に咲く花
のようになど20曲以上 ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811
心の生涯学習セミナー『私の心がつくる私の人生』
心豊かな人生を送るための心づかいを考えます。
●日時／９月８日(水)〜９日（木）、午後６時30分受付け
●場所／かまくら館 ●参加費／2,000円 ●申込み／横
手モラロジー事務所 石田さん
32‑0458
星 美智子『山内焼ふるさと展』
●日時／９月11日(土)〜20日（月・敬老の日）、午前10時
〜午後４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
『The婚活!!オータムパーティー』
●日時／９月12日(日)午後３時30分〜７時30分 ●場所
／横手セントラルホテル ●対象／20歳以上の独身男女、
各25人 ●参加費／男性6,000円、女性3,000円 ●申込み
／横手セントラルホテル 32‑0234 ●問合せ／横手ふ
れあい実行委員会 藤原さん
080‑5573‑1049
ディンプルアート（ステンド風 不思議塗り絵）教室
●日時／９月14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／各回10人程度 ●問合せ／一戸さん
25‑3560
いちのへ

横手おやこ劇場 第69回鑑賞活動（舞台劇）
アフタフ・バーバンの〝金子ざん氏〟による『ざんさん
のおはなし劇場〜むかしばなしをあそんじゃおう!〜』を
上演します。体をまるごと使ったゆかいなお芝居です。
●日時／９月16日(木)午後７時〜 ※上演時間60分 ●場
所／サンサン横手 ●会費／入会金200円、月会費800円
（４歳未満無料） ●問合せ／横手おやこ劇場
33‑0812
（火曜・金曜日の午前10時30分〜午後２時30分）
富士見神社祭典協賛『あんどう兄弟演奏会』（三味線）
●日時／９月19日(日)午後７時〜 ●場所／横手庁舎職
員駐車場(富士見大橋タカギ隣り) ●問合せ／高橋さん
32‑3880

横手語りのまつり〜かだろ

語ろう 文化の交流〜

ふるさと昔語りやフリーアナウンサー上野泰夫氏による
お笑いトークショー等を開催します。
◆日 時／９月５日（日）10：00〜16：00
◆場 所／かまくら館ホール
◆入場料／無料、定員350人
◆内 容／【１部】ふるさと昔語り、秋田県
南『昔っこサミット』
（10：00〜）
【２部】交
流コラボレーション（12：30〜）
【３部】お
笑いトークショー『アナウンサーのこぼ
れ話』
（14：30〜）
◆問合せ／横手ふるさと語りの会事務局 畑さん 32‑2962
No.118 2010( 平成 22年 ).9.1 市報よこて
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日本国
秋田県
横手市

読者の声

と思っていましたが︑やはり
少し淋しい気持ちになりまし
た︒でも︑ここが整備されて
新しい横手駅の玄関口になっ
ても︑息子と二人で目を輝か
せて四つ葉のクローバーを探
した思い出は︑押し花ととも
に永遠です︒今は︑新しい駅
ができる日を心待ちにしてい
ます︒
︵こすもすさん・ 歳・横手︶

あまえっこ

毎日暑い日が続きますが︑
私の栄養ドリンクは﹃冷やし
甘酒﹄です︒冬にたくさんゲ
ットし︑冷凍庫にストック︒

した︒
︵Ｒ・Ｅさん・ 歳・大森︶
最近︑夏バテのせいか気が
抜けた状態だ︒近所の子ども
たちが夏休みでラジオ体操を
していた︒私も子どもたちに
合わせて体操していたら︑少
し元気をもらったような気が
した︒
︵岩ちゃんさん・ 歳・十文字︶

おたよりお待ちしています

読者の声﹃たより﹄は︑読者の
夏は牛乳︑しょうが汁とミッ
皆さんのページです︒市への意見
クスして飲んでいます︒家に
や市報の感想などを︑はがきや封
お客さんが来たときも﹁冷や
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︑
し甘酒︑あがってたんせ﹂と
必ず住所︑氏名︑年齢︑連絡先を
ウェルカムドリンクにしてい
ご記入ください︒︵市報に掲載す
ます︒冷やし甘酒オススメで
る場合にペンネームかイニシャル
す！
を希望する方は︑氏名の後に記入
︵まゆゆりりんさん・ 歳・十文字︶ 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︶
･･････････････････････････････････････
※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

大沢産スチューベン

９月 日 ︵消印有効︶
お盆の目前に
夏休みを取り︑
家族を連れだっ
て学生時代を過
ごした岩手へと旅に出た︒これ
から週末ごとに取材対象となる
行事が続く﹃よこて黄金月間﹄を
控え︑心身のリフレッシュを図
るのが一番の目的だったが⁝︒
不覚にも途中で携帯電話を水没
させる事態に遭遇︒旅行後には
中学校の同期会や地域の野球大
会の幹事役で段取りを行う予定
だったので︑３００件を超す電
話番号を一瞬で失い︑頭の中が
真っ白に︒電話帳バックアップ︑
防水携帯⁝︑備えあれば憂いな
し︒皆さんもご用心を︒︵篤志︶

締め切りは

発行号
﹁９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】
長瀞観光ぶどう園
36‑8278

８月１日号の﹁巧﹂で紹介
された菓子職人の記事が心に
残りました︒私の兄弟も何十
年も昔から菓子職人をやって
います︒ですから職人の苦労
や心構えは痛いほどよく分か
りました︒改めて職人の技術
と心構えを大切にうけついで
いかないとけないと実感しま
23

プレゼント

ぶどう園のそばを
流れる横手川の恵み
を受け︑寒暖の差が
ぶどうを甘く育てます︒甘味と
酸味のバランスのとれた大沢産
スチューベン︵１箱２㌔入り︶
を５名様にプレゼントします︒

今月の読者

りが続いていますが︑まわり 何かさみしいものです︒
︵小西洋子さん・ 歳・大森︶
の景観を損なわない︑ホッと
させるような色使いとデザイ
７月３日の朝のニュース︒
ンに︑思わず車を止めてシャ
ッターを切りました︒市報７ 横手市の農家の人たちが先生
月１日号で特集した﹃農地・ になって神奈川に行き︑子ど
水・環境保全向上対策﹄の取 もたちにお米の育つ勉強を教
り組みのひとつと分かり︑自 えていることが放送されてい
然豊かな環境を未来に残そう ました︒以前は収穫まで３回
と︑地域ぐるみでがんばって も訪れていたようですが︑最
いる方々の活動に︑私たちに 近は助成金もなく２回ほどし
できる応援は何だろうと考え か行けないとのこと︒それで
も︑教えられる身になると︑
ています︒
︵Ａ・Ｉさん・ 歳・横手︶ ﹃秋田県横手市﹄と表示され
﹁ホ・ホ・ホタルコイ ア
たお米を見つけると︑必ず買
ッチノ水ハ苦イゾ コッチノ
６月にはサクランボ狩りに い求めると話していました︒
水ハ甘イゾ﹂と唄いながら︑ 行き︑最近は家でトウモロコ 日常生活には欠かせないお米
ホタルを捕まえては蚊帳の中 シをよく食べます︒普段の生 の美味しさを感じていること
に放した小さい頃が︑今なつ 活の中でおいしい野菜や果物 を︑しみじみ感じさせられま
かしく思い出されます︒ホタ を食べていると︑いつも幸せ した︒
ルの飛び交う光を見ながら眠 な気分になります︒そして︑
︵大類さん・ 歳・増田︶
りに入ったものです︒十数年 この野菜や果物をつくってく
も使うこともなく︑処分しよ れて﹁ありがとう﹂という思
幼稚園の通園の道すがら︑
うかと思いましたが︑武者印 いを感じます︒私を︑幸せ＋ 四つ葉のクローバーがたくさ
の濃緑の麻の蚊帳⁝子どもの 元気にしてくれるおいしい野 んとれる草原を見つけました︒
頃の思い出が消えていきそう 菜︒次は何の野菜を食べよう ﹁ここは誰にも教えないコト
でなんだか惜しく︑未だ長持 かなぁ⁝︒
⁝﹂と︑息子と毎日のように
の中に蔵っています︒
︵野イチゴさん・ 歳・横手︶ クローバーを探して遊びまし
︵Ｔ・Ｎさん・ 歳・増田︶
た︒今では珍しくなったねじ
り花が咲き︑自生のミントの
葉がにおう秘密の場所です︒
先日そこに工事の重機が入っ
ていました︒駅西開発の空き
地だったので﹁いつかは⁝﹂
78

59

25

私が子どもだった 数年前
は︑夏の夜に外に出ると﹁ほ
たる﹂が飛び︑蚊帳に入れて
夏の風物詩を楽しんでいまし
た︒今はほたるもいなくなり︑

44

45

たはた あきこ
昭和47年、東京都新宿区生まれ。平成12年、結婚を
機にご主人の指導の下でデザインの道を歩み出す。
食品会社の企画室勤務を経て、同17年に㈲アド・ハ
ウスに入社し、３年前から代表取締役。21年、22年
横手の雪まつり、22年横手送り盆まつりの広告デザ
インを手がけ、現在はよこてＦＭのＰＲにも参加。

横手の人のシャイな部分が、全国に
ちゃんと届くように表現したい。

田畑 晃子さん（37歳・横手）

54

87

猛々しい屋形舟のぶつかり合いと、幻想的な灯籠
流し、そして華やかな花火を見事に配置した今年の
『送り盆まつり』のポスター。「斬新さ」と「祭り
の雰囲気を伝える」というテーマを課したデザイン
コンペに、この祭りの持つ〝躍動感〟と〝幽美さ〟
を高いレベルで調和させた作品で応じ、審査員から
絶大な支持を得た。そこには〝先人の御霊を弔う〟
という人々の想いに対する、表現者としての畏敬の
念がこめられている。
ちょうど10年前。広告印刷やデザインを仕事とす
るご主人との結婚を機に、デザインの道に足を踏み
入れた。もともと美術を志したわけではなく、全く
の未経験だったが、パソコンでグラフィックソフト
を弄るうち、表現することの面白さを感じた。自分
が学んだ理論がお客様の要望と「カチッ」と合う瞬
間に出会い、そんな経験を何度か重ねるうちに相手
のイメージをいかに具体化するかという表現の世界
にはまっていった。そして、「横手の雪まつり」の
ポスターデザインが採用されたり、市内ホテルのホ
ームページが大手旅行社の企画審査で東北の最高賞
を受賞したりと、着実に実績に結びついた。
この９月からは市内ホテルの専属となり、主に広
告デザインを担当しながら、街おこしを目指すＮＰ
Ｏ団体ヨコッターの一員として横手の観光イベント
などの企画にも携わる。「秋田の人はすごくシャイ。
でも、内側にはとても熱い思いがある。〝横手が好
き〟という内に秘めた思いを形として表現すること
で、多くの人に横手の魅力を伝えていきたい」―東
京で生まれ育った巧の、第二の故郷での情熱あふれ
る挑戦は、まだ始まったばかりかもしれない。

通勤路沿いに﹁ほたるの里﹂
と書かれた素敵な看板とのぼ
りが立ちました︒田んぼの中
に流れる小川に沿って︑のぼ

いじ

57

13

2010

6〜８/1
5日

理論と依頼者の要望を結びつけ
こめられた『思い』を表現する

22
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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
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心
心 十文字町幸福会館

横手やきそば四天王決定戦2010
きてたんシェひらかまつり
たいゆう緑花園パノラマフェスタ
元気の出る健康まつり＆大森病院祭 詳しくは右下
横手語りのまつり 詳しくは20ページ

急
急 市立横手病院（澤口医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
法 十文字町幸福会館
法
10：00～12：00、社協・十文字福祉センター 42-5858
仁井田番楽 19：30～、十文字仁井田新山神社
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
八木番楽 19：30～および９日11：30～、増田町八木神社
心
心 雄物川コミュニティセンター
税
税 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
行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
行 心
心 社協・大雄福祉センター
行

救急フェア救急のつどい2010

ップ
クア
ピッ

Pick

up!!

鍛冶町通り歩行者天国

11

土

TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

12

日

13

月

14

火

15
16
17
18

水
木
金
土

19

日

20

月

時／９月11日（土）18：45～21：45
容／鍛冶町商店会ちびっこ天国、夜店、ステージ
第19回『金毘羅はらがけ祭り』
問合せ／鍛冶町通り商店会・祭り実行委員会 33-1010

第８回あきたYOSAKOIキッズ祭り
沼館八幡神社祭典 ～13日、雄物川町沼館八幡神社

第87回 増田の花火
金澤八幡宮祭典 ～15日
ゆとり館 福祉健康まつり2010
行
行
法
法
心
心
心
心
心
心
心
心

52-3311

ップ
クア
ピッ

Pick

P

!
up!
ick

■９月11日（土）
９月の救急医療週間にちなん
だイベントです。食生活改善フ
ェアも同時開催します。
◆場所／平鹿生涯学習センター
◆内容／
【救急フェア】12：30〜15：30
高規格救急車の展示、はし
ご車の搭乗体験（先着100人）、心肺蘇生応
急手当体験コーナー、救急ポスターパネル
展示、『未来の救急車消防車』絵画など
【救急のつどい】13：30〜15：50
『脳卒中と救急対応について』講話、横手市
消防職員による寸劇、樽見内保育園・下鍋
倉保育所による演目披露、抽選会など
◆問合せ／市福祉環境部保健衛生課
35‑2185
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

福祉健康まつり2010

アッ

プ

!
up!
ick

ク
ピッ

P

■９月14日（火）

日
内

急
急 佐々木医院分院（雄物川） 22-5557
児
児 平鹿総合病院（無江医師） 32-5124
法
法 社協・大雄福祉センター
10：00～12：00、社協・大雄福祉センター

救急フェア救急のつどい

ップ

クア
ピッ

up!!

心
心 大森コミュニティセンター 9：30～12：00
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）
社協・横手福祉センター（四日町）
増田地区多目的研修センター
十文字町幸福会館

浅舞八幡神社祭典宵祭り
浅舞八幡神社祭典本祭り
第24回 いものこまつりin 鶴ヶ池

急
急 市立横手病院（松元医師） 32-5001
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児
急
急 千葉小児科医院（横手） 33-2256

敬老の日

【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

健康づくりで明るい笑顔
をテーマにした『健康福祉ま
つり2010』を開催します。
アトラクションとして、津
軽三味線日本一の柴田三兄妹
による生演奏や桜龍舞踊ショ
ーも行われます。
◆場 所／平鹿町ゆとり館
◆内 容／アトラクション（11：00〜12：00）、浴
場無料開放（10：00〜16：00）、健康チ
ェックコーナー（10：00〜14：00）など
◆問合せ／平鹿町ゆとり館
24‑0007
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

元気の出る健康まつり＆大森病院祭
日
場
内

時／９月５日
（日）10：00〜15：30
所／南部シルバーエリア・市立大森病院周辺
容／【エリア会場】 健康相談、ブラボー中谷
マジックショー、津軽三味線プレーヤー
小林史佳さんによる演奏会＆講演、保育
園児ショータイム、おばけ屋敷など
【病院・保健センター会場】
寸劇や体操・講演など健康に関する企画、
バザー、
野菜・果物格安販売など
問合せ／大森地域局市民福祉課
26‑2115
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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

12日（日）「スティッチ！傑作エピソード集／火の玉ぼうや
ダマッチ」
【76分】
19日（日）「それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ」
【51分】
20日（月）「ドラえもん のび太と緑の巨人伝」
【112分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

