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主な内容

横手やきそば四天王決定戦２０１０

〜審査結果〜
横手やきそば四天王
食い道楽横手駅前支店／藤春食堂
魯句彩亭／出端屋
推奨店
喫茶とやきそば ふじた／福龍
皆喜多亭／食い道楽本店
らーめん へのかっぱ／味一番

四天王が決定︑新企画も白熱！

●市政の窓（栄光、市防災訓練、イベントＦＭほか）…２
〜３ ●行政情報便（市からのお知らせ）…４〜６ ●地
域の話題・ニュース東西南北…７ ●情報・いどばたプラ
ザ・図書館だより…８〜10

第１回全日本鉄ベラ卓球大会は、意外にもハイレベルな戦いに！（上）
会場は大にぎわい。２日間で１万食以上が提供されました（下）

９月４・５日︑秋田ふるさ
と村で﹃横手やきそば四天王
決定戦２０１０﹄が開かれ︑
今年の四天王と推奨店が決ま
りました︒
︵結果・左︶
今回は︑昨年優勝した﹃Ｂ
︲１グランプリ﹄後に行われ
る初の決定戦とあって︑県内
外から多くのファンが来場︒
予選を勝ち抜いた 店舗の味
を食べ比べ︑気に入った店舗
はし
に箸で投票しました︒表彰式
では︑うれしさのあまり目に
涙を浮かべる光景も見られる
など︑感動を呼ぶ決定戦とな
りました︒
また︑新しい企画の﹃鉄ベ
ラ卓球大会﹄でも白熱した試
合が行われ︑初代王者には羽
しょう
後町の中川祥さん︵秋田大３
年︶が輝きました︒
10

猛暑の中、熱い戦いを繰り広げた四天王と推奨店のみなさん

市政の窓（行政報告）

市政の窓（行政報告）

イベントＦＭの放送開始に向け、張り切る
ボランティアスタッフの皆さん

http://fmyy22.yokotecci.or.jp
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延べ件数

5,402

電話

766

来所

164

面接

248

合計

6,580

※
『面接』
は、
病院や介護事業所などでの面談です。

ながら、互いに見守り支え合う仕組みです。2025年
には、いわゆる 団塊の世代 が75歳以上を迎えま
す。ライフスタイルもさまざまに変化する中で、家
族や地域の在り方が問われています。
地域包括支援センターは、みなさんと地域を結ぶ
架け橋として活動し、訪問を含め年間延べ6,580件
の相談に対応しています（図２）。その内容は、介護
に関するもののほか、消費者被害や高齢者虐待、成
年後見制度に関することなどさまざまです。
これまで６回にわたり、地域包括支援センターの
役割などを紹介してきました。高齢者に関すること
なら、どのような相談もお受けし、必要な窓口に取
り次ぎます。「どこに相談するのか分からない」と
いう悩みでも構いません。問題や悩みを家族や自分
自身だけで抱え込まず、まずはご相談下さい。みな
さんの地域の包括支援センターがお手伝いします。
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参加住民による天ぷら鍋火災消火訓練

教育委員会短信
● 問合せ 教育総務課

８月

22‑2151

■８月定例教育委員会の審議内容（８月23日）
◎工事請負契約の締結に関する意見の申出を承認
横手明峰中学校建築工事に関する契約
◎平成22年度横手市一般会計補正予算に関する意見
の申出を承認
※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。
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新たに３事業所に
表示証交付

高齢者の一人暮らし

世帯数
（世帯）

自宅訪問

レスキュ−隊による事故車両からの負傷者救出訓練

消防団協力事業所表示

（平成22年７月１日現在）

（平成21年度中）

消防団員の減少に歯止めを
かけようと︑昨年度から市が
実施している消防団協力事業
所表示制度︒新たに次の３事
業所に表示証が交付され︑市
内の協力事業所は 事業所と
なりました︒
▽㈱伊藤組造園
︵横手︶▽十文
字鉄工㈱︵十文字︶
▽㈱ふるさ
と燃料サービス
︵横手︶＝８月
日交付

図１ 横手市の世帯状況

26

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
図２ 横手市地域包括支援センターの活動・相談受理件数

(平鹿中）

バケツリレーによる初期消火
や炊き出しなどの応急給食︑
油火災の初期消火訓練には地
域住民が積極的に参加しまし
た︒また︑中七日町商店街で
は︑伝統的建造物などの火災
を想定した駆け付け放水訓練
も行われ︑参加者は真剣な表
情で訓練に臨み災害時の対応
を再確認しました︒
訓練を終え市長は﹁実際の
災害では思うように対応でき
ないもの︒今回の訓練で身に
付けた︑対処方法やいざとい
う時の心構えを忘れずに行動
してもらいたい﹂と講評を述
べました︒

７月28日、東京都足立区で約30年以上前に亡くな
ったとみられる男性の遺体が見つかりました。これ
を皮切りに、1 0 0 歳を超える高齢者の所在不明問題
が次々と明るみになっています。
幸いなことに、横手市に住民登録がある1 0 0 歳以
上の高齢者40人に所在不明者はいません。しかし、
横手市の約５件に１件が高齢者の一人暮らし、また
は高齢者のみの世帯です（図１）。私たちは支え合い
の気持ちを大切にして、この地域の絆をしっかりと
守っていかなければなりません。
横手市では、高齢者ができるだけ住み慣れた地域
で安心して暮らし続けることができるように『地域
ケア体制』の整備を進めています。これは、医療・
保健・福祉などが連携を深め、地域の良さを活かし

望さん

増田地域で平成 年度横手市総合防災訓練

地域包括支援センターがお手伝いします

齊藤

直下型大地震を想定し対応を確認

地域包括支援
センターだより⑥

〜いつまでも活き活きと過ごすために〜

【柔道】女子個人44㌔級

８月 日︑地震による大規
模な災害を想定した総合防災
訓練が︑増田地域を会場に行
われ︑市や消防などの関係機
関と地域住民およそ１︐００
０人が参加しました︒
訓練は防災意識を高めるこ
とを目的に﹃県内陸南部で強
い直下型地震により︑家屋の
倒壊や橋︑
道路の損壊︑建物火
災などの甚大な被害が発生﹄
との想定で行われ︑特別養護
老人ホーム〝いきいきの郷〟
や増田小学校などでは︑避難
誘導︑建物火災消火︑事故車
両からの負傷者救出︑ヘリコ
プターでの救出などを実施︒

最終回

元気なうちから介護予防

十文字男子ミニバスケットボール
スポーツ少年団

全国中学校体育大会
︵柔道︶

31

ホームページ

ブロック優勝

12

スタジオ直通 090‑2794‑4003
info@fmyy22.yokotecci.or.jp

区分

8/1.2

25

22

よこての賑わい創出プロジェクト
ＹＹ22実行委員会

41

磨き︑将来
は
〝 日本一〟
を目指した
い﹂と力強
く語ってい
ました︒
ケガをし
ても練習を
休んだこと
がないとい
う齊藤さんは︑大会が終わっ
た現在も練習に励み︑その瞳
は新たな目標を見据えていま
した︒

ホットで身近な情報を
お待ちしています！
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東北電力旗ミニバスケット
ボール秋田県大会

９月 日から 月 日まで行
われる今回のイベント放送は︑
﹃コミュニティＦＭよこて推進
協議会﹄とこの秋に開催される
各種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︒イベント開催
時は︑実況や交通情報などを発
信︑提供します︒
通常の放送時間は︑午前７時
から午後７時までで︑イベント
情報のほか︑ニュースや行政情
報︑市民活動情報など地域密着
の話題を随時放送します︒
イベントＦＭでは︑市民の皆
さんにお知らせしたい情報を募
集中です︒例えば︑サークル活
動や地域のイベント︑アルバイ
ト募集など︑どんな情報でも構
いません︒実行委員会までどし
どしお寄せください︒

よこてにぎわい
イベントＦＭ情報局

41

齊藤望さん３位入賞

こちら、周波数

市内で初のコミュニティＦＭ放送となる
『よこてにぎわいイベントＦＭ』の放送が、
いよいよ９月25日から開始されます。
およそ３ヵ月間のイベント放送に先がけ、
９月15日から試験電波の発信が始まります。
ぜひ、ラジオの周波数をＦＭ放送77.4MHzに
合わせてみてください。

８月 日に島根県松江市で
行われた﹃全国中学校体育大
会・第 回全国中学校柔道大
会﹄で齊藤望さん︵平鹿中３年︶
が３位入賞を果たしました︒
市内の選手がこの大会で３位
の好成績をあげたのは︑ 回
の歴史の中で初の快挙です︒
齊藤さんは７月 日に開催
された県大会を圧倒的な強さ
で優勝︒全国大会では︑２回
戦から出場し４回戦まで勝ち
進み︑準決勝で東京都代表の
七野選手にゴールデンスコア
︵延長戦︶
の末に敗れ︑惜しく
も決勝進出を逃しました︒
﹁中学生最後の大会だった
ので悔いを残さないようがん
ばりました︒高校でも柔道部
に入り︑気持ちと技の両面を

いよいよイベントＦＭの放送が始まります

2010.9.25▼▼▼ 2010.12.31
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市からのお知らせ

平成22年度農振除外申出を受付けます

許可を受けずに農地の転用や開発行為を行った場
合、法令により厳しい罰則規定が設けられています
のでご注意ください。

母子・寡婦福祉資金をご紹介します

母子・寡婦福祉資金は、母子家庭を対象に、県が低利
または無利子で貸し付けする制度で、大学などの入学費
用にも活用できます。
推薦入学やＡＯ入試で合格すると、10月〜11月中に入
学金の納入を求められることがあります。申請から貸付
金入金までに約１カ月かかるので、お早めにご相談くだ
さい。※所得制限などで貸し付けできないこともあります。
◆問合せ
市福祉環境部子育て支援課(大森庁舎内) 35‑2133

福

祉

相談支援事業所をご利用ください

相談支援事業所では、障がいのある方や保護者・介護
をする方への情報提供やアドバイス、障がい福祉サービ
スの利用支援や関係機関との調整を行っています。心配
事や悩み事などお気軽にご相談ください。
なお、各地域局障がい福祉担当、社会福祉課でも相談
を受け付けています。
◆相談支援事業所 ※相談費用無料
秋田県阿桜園 32‑6085
地域生活支援センター のぞみ 35‑5781
横手市社会福祉協議会本部事業運営課 36‑5377
◆問合せ
市福祉環境部社会福祉課(大森庁舎内) 35‑2132

5

information

政情報便

市では農業振興地域を定め、農用地区域での農地転用
や土地の開発行為について厳しく規制しています。
農用地区域での農地転用や土地の開発行為を行う場合
は、当該地を農振農用地区域から除外する必要がありま
す。除外の際は、市の農業振興地域整備計画を変更する
必要がありますので、手続きをお願いします。なお、転
用が必要な農業用施設についても、軽微な変更（用途変
更）の手続きが必要です。
※申出しても除外できない場合もあります。
◆申 込 期 限 10月15日(金)
※農業用施設の場合は随時受け付けしています。
◆受 付 場 所 各地域局産業建設課
◆計画変更日 平成23年３月下旬(予定)
◆問 合 せ 市産業経済部農業政策課(増田庁舎内)
45‑5522、または各地域局産業建設課

子
育て

行政情報便
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募

集

指定管理者を募集します

横手市市制施行５周年記念式典にご参加ください
さい

‑ 市大雄堆肥センター・市平鹿有機センター ‑

〜横手市民歌・花木鳥の発表を行います〜

市では、施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行
うため、下記の対象施設で管理運営に関する業務を行う
指定管理者を募集します。
詳細については直接お問い合せいただくか、市ホーム
ページでご確認ください。
◆施設の名称および所在地
＊横手市大雄堆肥センター
⇒横手市大雄字森岡南42番地９
＊横手市平鹿有機センター
⇒横手市平鹿町浅舞字西小泉78番地
※２施設を一体として指定管理者制度を適用
◆応募資格
・市内に事業所（事務所）を有する団体であること
・産業廃棄物処分業資格および産業廃棄物収集運搬業
資格を有する団体であること など
◆指定期間 平成23年４月１日〜平成28年３月31日
◆募集期限 10月15日（金）
◆問 合 せ
市産業経済部農業政策課(増田庁舎内) 45‑5522

◆日 時 10月２日（土）午後１時30分
◆場 所 横手市民会館
◆内 容
(第２部以降の開始時間は若干変更になる場合があります)

【第１部】 午後１時30分〜
市制施行記念式典（式辞、各種表彰他）
【第２部】 午後２時30分〜
「横手市民歌」「市の花木鳥」の発表
※横手平鹿合唱連盟・横手南小および雄物川北小合唱
部、横手吹奏楽団による合唱・演奏
【第３部】 午後3時15分〜
藤原美智子さんトークイベント
横手市市制施行５周年を記念し、式典のほか各種記
◆問合せ 市総務企画部総務課(本庁南庁舎) 35‑2161
念事業を開催しますのでお気軽にご参加ください。
当日は５周年を記念して制定された『横手市民歌』
藤原 美智子（MICHIKO FUJIWARA)
の発表や横手市出身でヘアメイクアーティストの第一
ラ・ドンナ主宰。
人者である藤原美智子さんをお招きし、トークイベン
横手市出身。雑誌の表紙やビューティ
トを開催します。
ーページ、広告撮影のヘアメイク、執筆、
※各地域局から会場までの送迎バスを用意します。
ご利用の方は各地域局地域振興課まで詳細をお問
い合わせください。
※託児あり(総務課への事前予約が必要です）

募

集 平成22年度新規除雪作業員を募集します

◆勤務内容 各地域局管内の道路の除排雪作業等
◆採用期日 平成22年11月15日
◆勤務条件
勤務時間 原則として午前８時30分〜午後４時30分
（降雪量により早朝除雪あり）
賃
金 時給1,140円
◆募集人数(地域局単位)
横手地域／１人、増田地域／１人、雄物川地域／３人、
大森地域／５人、大雄地域／２人（計12人）
※応募先の地域局で定員を超えた場合、他地域局との
調整あり
◆応募要件
・大型特殊自動車運転免許を保有し、車両系建設機械
運転技能講習(整地・運搬等)を修了、もしくは平成
22年10月末までに修了見込みの方
・心身ともに健康な方
◆応募方法
ハローワークを通じて申し込みください。
（９月15日公開）
ハローワークからの連絡後、９月30日（木）までに、紹
介状・履歴書・運転免許証の写し・運転免許センター
が交付する運転記録証明書(３年間)を、採用を希望す
る地域局の産業建設課へ提出してください。
◆選考結果
10月中に本人へ通知
◆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

採

用

化粧品関連のアドバイザー、講演、ＴＶ
出演等で幅広く活躍。ファッションメー
カーのワールドより、ブランド MICHIKO
FUJIWARA×Re.ect を展開中。近著「大
人ラン」(講談社)、「生き方名言新書５
藤原美智子」(小学館）他、著書も多数。

平成23年４月採用予定 市立横手病院職員採用試験実施のお知らせ

■横手病院職員

◆職種および採用予定人数
看護師 ５名程度
臨床工学技士、作業療法士 各１名程度
◆採用予定年月日 平成23年４月１日
◆試験期日 10月３日（日）／市立横手病院
◆受付期限 ９月27日（月）必着
◆受験資格 下記要件を満たす方
【看護師】
・昭和50年４月２日以降に生まれた方
【臨床工学技士】
・昭和55年４月２日以降に生まれた方
【作業療法士】
・昭和60年４月２日以降に生まれた方

【共通要件】
・採用後、通勤に支障のない範囲に居住できる方
・各職種に必要な、看護師免許・臨床工学技士免許・
作業療法士免許を有する方、または平成23年３月ま
でに実施される同国家試験等により免許取得見込み
の方
◆申込み 〒013‑8602 横手市根岸町５−31
市立横手病院総務課 0182‑32‑5001
※試験案内・申込用紙は、市立横手病院にあります。郵
便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込
用紙請求」と朱書きし、宛先を明記して120円切手を貼
った返信用封筒（角型２号）を同封のうえ、市立横手病
院総務課にお送りください。申込用紙等は市立横手病
院ホームページからもダウンロードできます。

【訂正とお詫び】
市報よこて９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。
●11ページ上段『子ども手当申請期間』の問い合せ先で「横手地域局は市民課」は「横手地域局は福祉課」の誤りでした。
●13ページ下段『市長コラム』の写真の説明で「雄物川産スイカ」は「ＪＡ秋田ふるさと管内のスイカ」の誤りでした。
No.119 2010( 平成 22年 ).9.15 市報よこて

4

行

Topics
仲間とともに白球を追い続ける
■第２回雄物川スタルヒン杯550歳野球大会
９月４日から６日までの３日間、第２回雄物川スタル
ヒン杯550歳野球大会が雄物川町中島グラウンドをメイ
ン会場に開催されました。
日本プロ野球の黎明期を支え、史上初の通算300勝を
達成したヴィクトル・スタルヒン投手。妻の久仁恵さん
が雄物川町今宿・崇念寺の出身で、２人はこの地で永眠
しています。今大会には、昨年を大きく上回る32チーム
が参加。試合前にスタルヒン投手の墓前に手を合わせた
選手たちは、感慨もひとしおの様子でした。
開会式での横手朝倉ＯＢ・高階健一選手の「緑豊かな
山々、雄大なる雄物川、この地に眠る名投手スタルヒン
のもと、最後まであきらめずがんばります」との力強い
選手宣誓で熱戦が始まりました。
出場選手の合計年齢が550歳以上になることが条件の
この大会。60歳代から70歳代の選手が中心となりプレー
が展開され、ベンチからは激励の声援や、時にはチーム
メイトを気遣う声がおくられていました。野球をこよな
く愛し、生涯現役選手のはつらつとした姿は、観客をす
がすがしい気持ちにさせてくれました。
参加チームの頂点に立った仁賀保球友会をはじめ、各
チームの素晴らしいプレーが随所に見られました。また
多くの選手はこの地での再会を心に誓っていました。

国

保

れい

スタルヒン投手の墓前の様子

参加選手を代表しての選手宣誓

１球１球を大切にする真剣な選手たち

シシリアンルージュの産みの親であるマウロ氏の息子、カル
ロ・ボンフィグリオリ氏が９月１日、日本で唯一シシリアンを
加工向けに露地栽培を行っている横手を視察に訪れました。
農事組合法人アグリ白藤や市実験農場などで生育状況を視察
したカルロ氏は「露地栽培のうえ湿度の高い日本で、10㌃当た
り４㌧以上の収穫量があるのは素晴らしい」と感想を述べ、病
気への抵抗性などにも関心を持っていました。実験農業では、
初期投資の少ない露地栽培に適した品種の選抜や栽培技術の確
立し、普及拡大を目指しています。

９月５日、昔語りの魅力を楽しむと共に地域文化の
交流を図る『横手語りのまつり』が、かまくら館で開
かれました。第一部の『ふるさと昔語り』では、横手
ふるさと語りの会の会員に交じり、横手南小の４年生
の児童８人が 語り に初挑戦。あたたかい方言を駆
使したかわいらしい語り声が会場を包みました。
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平成22年10月１日から国民健康保険の被保険者証が変わります

現在、国民健康保険に加入している皆さんに、平成22 <<見本>>
○ 般被保険者証(見本)
○一般被保険者証(見本)…ピンク
ク
年10月１日から使用する新しい被保険者証を９月下旬に
郵送します（一部窓口交付になる方へは、別にお知らせ
横手 花子
します）。なお、有効期限の切れた被保険者証（カード）
○退職被保険者証(見本) 水色
○退職被保険者証(見本)…水色
は、お返しいただく必要はありません。また、医療機関
等を受診する際は、次のことを守ってください。
横手 太郎
①現在、入院中あるいは通院中の方は、10月１日からは
新しい被保険者証を必ず病院などの保険医療機関の窓
口に提示してください。
②70歳以上の方は『国民健康保険高齢受給者証』、福祉
医療の対象の方は『福祉医療費受給者証』が交付され
<<〝臓器提供意思表示シール〟の記載>>
ていますので、受診の際は、被保険者証と一緒に保険
医療機関等の窓口に提示してください。
臓器移植に関する法律が改正され、移植医療に対する
■資格異動の手続きは速やかに
理解を深めてもらうため、臓器提供の意思表示の有無を
社会保険に加入したとき、または脱退したときは、異
保険証に記載できるようになりました。
動の手続きが必要です。異動があった日から14日以内に、
＊臓器提供意思表示シールを各地域局の窓口に設置して
最寄りの地域局市民福祉課（横手地域局は市民課）窓口
いますので、保険証の裏面に貼り付けてご利用くださ
に届出をしてください。その際、加入した健康保険証と
い。なお、保険証への記載(貼り付け)は任意ですので、
国保の保険証、脱退した保険の喪失証明書、印鑑をご持
意思表示を強要するものではありません。
参ください。また、転出や世帯主変更、転居等のときも
◆臓器移植に関する問合せ
手続きをお願いします。
(社)日本臓器移植ネットワーク 0120‑78‑1069
◆問合せ 市福祉環境部国保市民課（大雄庁舎内）
http://www.jotnw.or.jp
35‑2186、または各地域局国保担当
性別 女

名

生 年 月 日

昭和31年４月12日

世 帯 主 名

横手

住

横手市条里一丁目１番64号

所

太郎

有 効 期 限 平成23年９月30日
番
号 12345678

横手アパート64号

■イタリアからシシリアンルージュを視察

（横手）

information

政情報便

氏

品質のよさ、収穫量の多さに驚き！

昔語りが伝えるふるさとの心

行政情報便

有 効 期 限 平成23年９月30日
番
号 12345678

そう ねん

アグリ白藤（平鹿）のシシリアンルージュを視察するカルロ氏

市からのお知らせ

小さい秋、見〜つけた！

（横手）

暑かった夏の名残りを留めつつ『横手市民いこいの
森』が秋の散策シーズンを迎えました。９月２日には、
雄物川地域のサークル『だべーる会』のみなさんが約
４㌔のコースを散策。心地よい汗を流しながら、森の
役割や動植物について学びました。みなさんも魅力あ
ふれる いこいの森 に足を運んでみませんか。

資格取得年月日

平成14年４月１日

交付年月日

平成22年10月１日

氏

保険者番号

050005

生 年 月 日

昭和20年９月23日

世 帯 主 名

横手 太郎

住

横手市条里一丁目１番64号

性別 男

名

所

横手アパート64号

調査員が調査票を
配布しています！

国勢調査を開始します！
（平成22年10月1日調査期日)

国勢調査は、平成22年10月１日現在、日
本に住むすべての人（外国人含む）および世
帯が対象です。
平成22年国勢調査は、我が国が本格的
な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査で、
日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の
人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。
調査結果はさまざまな法令で使われるほか、社会
福祉や雇用対策、生活環境の整備など私たちの暮らし
のために役立てられます。
国勢調査は、統計法によって、調査票に記入して
提出することの報告義務が定められています。調査票
に記入した内容は、統計の作成に関連する目的以外に
使用することはありません。
９月下旬から、調査員が世帯を訪問して調査票を
配付しますので、世帯員を漏れなく記入してください。
記入した調査票は封筒に入れて封をし、調査員に渡し
てください。
◆問合せ 市総務企画部経営企画課（本庁南庁舎）
35‑2164または、各地域局地域振興課
国勢調査は平成22年国勢調査広報サイト！
『国勢調査e‑ガイド』 国勢調査e‑ガイド 検索
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm

資格取得年月日

平成14年４月１日

交付年月日

平成22年10月１日

保険者番号

67050005

押し花に心を添えて･･･
(押し花コンテスト)

〝たいゆう緑花園〟の花を押し
花にし、心に残る一言を書き添え
る『押し花に心を添えて…』押し花
コンテストを開催します。
ご応募、お待ちしております。
昨年度大人の部特選
◆応募の前に！
郵送かファクスにて申込書を提出。申込みの方には
「押し花セット」をお届けします。なお、申込書は
各地域局にあります。※市ホームページからもダウ
ンロードできます
◆応募方法
①押し花セットを利用して、オリジナル作品を作り
ます。コーティング用和紙・コーティングフィルム
どちらでも応募できます。※しおりカード不可
②余白に「心に残る一言」を記入し、事務局へ提出
◆応募締切 10月15日(金)必着
◆入賞（入賞作品は１年間「ゆとりおん大雄」に展示）
大人の部(中学生以上)・子供の部(小学生以下)
特選／１点 準特選／１点 入選／３点
◆応募先・問合せ
〒013‑0461 横手市大雄字三村東18番地
大雄地域局産業建設課内
『押し花に心を添えて…』
係宛
52‑3913、 52‑3906
No.119 2010( 平成 22年 ).9.15 市報よこて
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催 ﹃増田地域じまん市﹄を
し 開催します
農産物販売や軽トラ市︑釜石
市の海産物即売会︑苗木プレゼ
ントなどを行います︒
◆日時／ 月３日︵日︶
午前９時
分〜午後３時 分
◆場所／増田町朝市通り・コミ
ュニティラウンジ周辺
◆問合せ／増田地域局産業建設
課 ４５︲５５１５

跡︑展望の丘︑眺望の道など︶

要約筆記奉仕員養成講座
座︵全８回︶

催 ﹃伝説と神々の宿る金峰・ ◆テキスト代／２︐１００円
し 三ツ森山﹄自然散策会
◆申込期限／ 月８日
︵金︶
◆日時／ 月 日︵木︶
午前９時 ◆申込み／市福祉環境部社会福
〜正午
祉課 ３５︲２１３２
◆集合場所／雄物川民家苑・木
戸五郎兵衛村
︵※先着 人︶ 講
市立横手病院糖尿病教室
座 ウオーキングで健康づくり
◆参加費／ １︐０００円︵昼食付き︶
◆申込開始／９月 日︵火︶
糖尿病の予防と運動療法を学
◆申込み／雄物川地域局産業建 び︑横手公園周辺を実際にウオ
ーキングします︒︵参加無料︶
設課 ２２︲２１８７
◆日時／ 月 日
︵土︶午後１時
〜４時
講 外国人の方を対象とした
座﹃日本語教室﹄受講生募集 ◆場所／市立横手病院
日常会話の習得を目的とした ◆対象者／糖尿病に関心のある
日本語教室です︒市内在住で︑
方で︑日常の歩行が可能な方
月から半年以上続けて受講で ◆定員／ 人
きる方が対象となります︒
◆申込期限／９月 日
︵木︶
◆日時／毎週金曜日︑午前 時 ◆申込み／市立横手病院総務課
〜正午︵無料託児あり︶
３２︲５００１
◆場所／横手市役所本庁南庁舎
◆受講料／半年間３︐０００円 講
ノーバディーズ・パーフェ
座 クト講座︵全７回︶
◆問合せ／市総務企画部男女共
同参画・市民協働推進室
３５︲２１５８

催 市内名所を巡る半日観光
し に参加してみませんか
講
◆日時／ 月７日 木
( 午)前８時
分〜
◆集合場所／市役所南庁舎向い
防雪センター前駐車場
◆コース／いこいの森コース
︵滝ノ沢︑鞍かけ石︑
元熊野堂

◆時間／午前９時〜午後４時
催 ﹃第 回横手地域市民文
し 化祭﹄を開催します
分︵最終日は正午まで︶
市民の皆さんのステージ発表 ︻横手城 お月見開館︼
や作品をご覧ください︒
◆開館時間／ 月 日︵水︶午後
︻ステージ部門・１日目︼
８時まで
◆日時／９月 日 日
( 午)前 時 ◆場所／横手城展望台
〜午後３時 分・横手市民会館 ◆入場料／１００円
︻ステージ部門・２日目︼
◆問合せ／横手城展望台
◆日時／ 月２日 土
３２︲１０９６
( 午)前 時
〜午後４時・かまくら館
︻展示部門／かまくら館︼
催 あなたの体力年齢を確か
し めてみませんか
◆期間／９月 日 土 〜 月
(
)
日 日( ※)ただし月曜日・火曜
◆日時・場所／ 月 日 日( 午)前
日は作品入替のため展示休止
時〜午後３時・横手体育館
◆時間／午前 時〜午後４時
◆測定内容／
︻ 〜 歳︼
握力・
◆問合せ／横手生涯学習センタ
上体起こし・長座体前屈・反
ー ３５︲２１３８
復横とび・シャトルラン・立
ち幅跳び︻ 〜 歳︼
握力・上
体起こし・長座体前屈・開眼
講 第２回季節の郷土料理
座 教室
片足立ち・ ｍ障害物歩行・
よこて発酵文化研究所・発酵
６分間歩行
調理開発部会・副部長萩原博氏 ◆服装／ 運動できる服装︑
運動靴
を講師に迎え︑発酵調味料を使 ◆申込み／横手体育館
って鯉料理を作ります︒
３３︲２１０２
◆日時／ 月３日 日
( 午)後３時
〜５時 分
講 横手市雇用創出協議会
座 セミナー
◆対象／一般女性 人︵先着順︶
◆申込開始／９月 日 火(︶午前 ︻パソコン・就職支援講習︼
９時︵参加費５００円︶
※アンケートによる選考あり
◆申込み／女性センター ３３ ◆期間／ 月 日︵金︶〜 日︵金︶
︲３９９５︑３２︲３１３７
の平日６日間︑午前９時〜午
後４時
催 ﹃横手城﹄各種催しのお知 ◆場所／しすてむ工房︵外ノ目︶
し らせ
◆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
30

成分
13：15〜16：30

︻四季を彩る押し花展︼
◆開催期限／ 月 日︵金︶

８

10：00〜12：00

９月29日(水) 県平鹿地域振興局
横 手
横手市役所 本庁南庁舎

﹃完璧な親も子もいない﹄
とい
う考えで生まれた講座で︑ 自分
に合った子育てが見つかります︒
◆日時／ 月 日
︵土︶
・ 日
︵土︶
・
日
︵土︶
・ 日
︵土︶
・ 月
日
︵土︶・ 日︵土︶
・ 日
︵土︶
︑
午後 時 分〜３時 分
◆場所／わんぱく館
◆対象／就学前児童の保護者
◆定員／ 人程度
◆参加費／無料
◆託児／あり︵無料・要予約︶
◆申込み／わんぱく館
３２︲６９３３

22

15：00〜16：00

要約した内容を文字で伝える
文字通訳の養成講座です︒
◆日時／ 月 日︵日︶
・ 月１
日
︵月︶
・８日
︵月︶
・ 日
︵月︶
・
日︵月︶
・ 日︵日︶
・ 月６
日
︵月︶
・ 日
︵日︶
︑ 午前 時
〜午後３時 分
◆場所／すこやか横手・かまく
ら館
︵※定員 人︶

10

やすらぎの苑

◆定員／ 人︵参加無料︶
◆申込み／市産業経済部観光物
産課 ３３︲７１１１

64

13：30〜14：30

8
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９

県南トラック事業共同組合

12

10

手

24

20

横

10

10

79

◆日時／10月16日（土）◆定員／150人◆料金／１人1,300円
（往復料金・500円分の食事券込み）、子どもも同額
◆行程／横手駅発 9：27〜新庄駅着10：50『新庄味覚まつり・
昼食・自由散策』新庄駅発14：22〜横手駅着15：56
◆申込み／羽後交通観光湯沢営業所 0183‑73‑1151
９月21日(火)

30

65

30 26

20

大森リースリングが、メルシャン社の旗印である『シャトー
・メルシャン』の称号を得たことを記念するパーティーを開催
します。８種類のワインと特製料理をお楽しみください。
◆日時／10月１日(金)午後６時〜 ◆場所／横手プラザホテル
◆チケット／3,500円（150人限定） ◆販売／かまくら館売店
◆問合せ／（社）横手市観光協会 33‑7111

21

10

10

17

10

10

40

10

36

『シャトー・メルシャン 大森リースリング2008』
誕生祝賀パーティー 横手市観光連盟主催

30

１

10：00〜12：00 全血
横手庁舎
横手市役所

30

『第１回秋田ふるさと村東北将棋フェスティバル』
プロ棋士の佐藤康光九段、斎田晴子四段の指導のもと
将棋の世界を楽しみませんか。
●日時／９月26日(日)午前10時〜 ●場所／秋田ふるさと
村 ●内容／【将棋大会】中・上級者対象【熱血将棋ランド】
初心者対象の将棋教室 ●参加費／一般1,500円、高校生
以下1,000円（昼食・参加賞）、熱血将棋ランドは無料 ●
申込み／当日、午前９時〜９時30分に会場で受付（予約可）
●問合せ／佐藤さん
090‑3365‑2720

10

10

『いのちを愛おしむ朗読コンサート』
●日時／９月25日(土)午後２時〜３時30分 ●場所／平鹿
生涯学習センター ●演奏者／ヴァイオリン：橋本紀夫氏、
ピアノ：木下裕美氏 ●入場料／無料 ●問合せ／グループ
木もれび 柴田さん
090‑9034‑8912

１

ガキ大将クラブ 〜秋のミステリーツアー〜
●日時／９月25日(土)午前９時〜午後４時 ●集合場所／
清川の里 ●対象／小中学生 ●参加費／500円 ●問合せ
／ＮＰＯ清川の里 金沢さん
33‑2477

９

横手読書会 ９月例会
●日時／９月24日(金)午後２時〜 ●場所／女性センター
●演題／『現代の世相を截る』●講師／よこて川柳会代表
佐藤勇氏 ●問合せ／横手図書館
32‑2662

6

10

13：00〜15：30

13

21

◆日時／ 月２日 土
相
講 ＩＳＯ１４００１内部
( 午)前 時 ◆問合せ／秋田県司法書士会
無料法律相談
談
座 監査員養成セミナー
０１８︲８２４︲０１８７
〜午後３時
ＩＳＯの概論とＩＳＯ１４０
男女間のトラブルなど法的な ◆場所／横手中央公民館
ホームヘルパー２級課程
０１規格解釈︑内部監査のケー 解決が必要な方のための相談会 ◆問合せ／秋田県土地家屋調査 講
座 養成研修
ススタディを多く取り入れたセ です︒︵※要予約︑託児あり︶
士会横手支部
◆期間／ 月 日 水
ミナーです︒
◆日時／ 月 日 火
３２︲６７２２
( 〜) 月７
( 午)後 時
日 火( )
◆内容／ＩＳＯ講義・ケースス
〜３時
◆場所／南部シルバーエリア
タディ・ディスカッション
◆場所／横手保健所
全国一斉司法書士
相
談 無料法律相談
◆対象／全日程受講できる方
◆日時／ 月 日 水(︶
・７日
︵木︶
︑ ◆定員／４人︵１人 分︶
午前９時 分〜午後４時 分
◆申込み／県中央男女共同参画
土地建物の贈与・相続・売買︑ ◆定員／ 人︵申込み多数の場
合抽選︶
センターハーモニー相談室
簡易裁判所の和解・調停・訴訟︑
◆場所／市就業改善センター
◆受講料／５︐０００円
︵２日間︶
０１８︲８３６︲７８４６ 多重債務の問題︑会社の設立・ ◆受講料／４０︐０００円︵テ
キスト代込︶
役員変更などに関する相談会で
※会員は無料
◆申込期限／９月 日 金( )
す︒
◆申込期限／９月 日︵木︶
相
無料登記相談会
談
◆申込み／秋田県南工業振興会
◆日時／ 月２日︵土︶午前 時 ◆申込み／南部シルバーエリア
２６︲３８８０ ２６︲３
事務局︵市商工労働課内︶
〜午後３時
土地・建物の登記︑
土地の境界
８８２
４５︲３４２６
などに関する相談会です︒
◆場所／ 横手ステーションホテル

自然を愛する皆さんの集い
●日時／９月19日(日)午後１時開演 ●場所／煉瓦屋(寿
町) ●内容／講演「秋田を見つめるデザインとは」など
●参加費／800円(軽食付) ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811

秋田県と山形県の山形新幹線延伸推進団体は、奥羽本
線の利用拡大と山形新幹線延伸運動の一環として、鉄道
を利用した両県相互の交流事業を実施します。
9：30〜12：00

９月18日(土) 県立衛生看護学院
横 手 （衛看祭）
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１
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24
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information
30

30

横手星の会『秋の星座の探し方・月面・木星・二重星の観察』
●日時／９月18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

10

30

『看護の世界へDIVE!!〜今年もやります衛看祭2010〜』
●日時／９月18日（土）午前９時〜午後３時 ●場所／県立
衛生看護学院（前郷二番町）●内容／実習に関する展示、
ナース体験など ●問合せ／県立衛生看護学院 23‑5011

10

『新庄味覚まつり食べ歩きツアー』参加者募集！
種類
実施時間
所
場
施
実
月日・地域

奥羽本線で行く

献血日程

23

10

10

12

10

10

20

10

22

報

情
30

45

どばたプラザ
idobata plaza

い

情報〜information〜

地域からのお知らせ

情報〜information〜

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

ぬりえの不思議

尾崎康子ほか＝著／ぎょうせい

ぬりえには、ほのぼのとした感
じを抱く方が多いのではないでし
ょうか。
本書によると、創造力に欠ける
などの理由から、これまで保育や
教育の現場で重要視されて来なか
ったぬりえ。最近では、子どもの
発達に大きな働きを示すことが明らかになり、世界規模
で見直されてきているそうです。ぬりえと子どもの発達
の関わりやぬりえの活用方法、世界のぬりえや歴史など、
その不思議な力を紹介している一冊です。【横手図書館】

新着図書の紹介

休

一般向け

館日

お出かけ前にご確認ください

横手図書館
9月15・22・29日、10月1日
増田図書館
9月21・27、10月1日
平鹿図書館
9月21・28日、10月1日
雄物川図書館
9月15・22・29日、10月1日
大森図書館
9月21・28日、10月1日
十文字図書館
9月15・22〜29日、10月1日
山内図書館
9月18〜20・23・25・26日
大雄図書館
9月16・19・20・23・27・30日

診

雄物川資料館
9月21・24・27日
ゆっぷる
9月15・16日
ゆとり館
9月21・28日
えがおの丘
9月15〜21・27日
三吉山荘
9月21・28日
大森健康温泉
9月21・27日
ゆとりおん大雄 9月16日
南部シルバーエリア 9月21・27日
（20日はプール、入浴無料日）
子どもと老人のふれあいセンター
9月21・27日
健康の駅トレーニングセンター
東部
9月15・22・29日
西・南部
9月18・19・25・26日

療所

ご確認ください

【増田地域】
【雄物川地域】
増田町診療所（耳鼻咽喉科）
えがおの丘診療所
診 療 日 9月15・22・29日（水） 診 療 日 9月15・22・29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27日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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〔 〕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

・感情をコントロールする力／和田秀樹〔平〕
・自由にしてケシカラン人々の世紀／東島誠〔雄〕
・夢をつなぐ／山崎直子〔増・森〕
・スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン／カーマイン・ガロ〔森〕
・子育てハッピーアドバイス 大好き！が伝わるほめ方・
叱り方／明橋大二〔雄・十・山〕
・幸せレストラン農家レストラン／高桑隆〔横・平〕
・腐った翼−ＪＡＬ消滅への60年−／森功〔横・平・森〕
・だれにもできる土壌診断の読み方と肥料計算／農文協〔雄〕
・反骨の画家 河鍋暁斎／狩野博幸〔十〕
・悪の教典 上・下／貴志祐介〔横・森〕
・つばさものがたり／雫井脩介〔増・森〕

児童・生徒向け

・からだの不思議図鑑／竹内修二〔平〕
・結婚式の妖精ミア／デイジー・メドウズ〔山・平〕
・男子☆弁当部／イノウエミホコ〔増〕
・言葉はなぜ生まれたのか／岡ノ谷一夫〔横・増・十〕

絵

本

・地球のかたちを哲学する／ギヨーム・デュプラ〔雄〕
・カエルもヒキガエルもうたえる／アーノルド・ローベル〔横・平・雄〕
・たちねぶたくん／文：中川ひろたか・絵：村上康成〔森・十・山〕

10月のおはなし会（会場は各図書館)

・10月９日
（土）午前10時30分／十文字
・10月17日
（日）午前10時30分／雄物川・大森
・10月17日
（日）午後１時／増田
・10月30日
（土）午前10時／平鹿

蔵書点検のため臨時休館となります

・十文字図書館
・横手図書館
・平鹿図書館

９月22日
（水）〜29日
（水）
10月１日
（金）〜９日
（土）
10月18日
（月）〜24日
（日）

とっぴんぱらりのプー 第108回昔語りの会
●日時／９月25日(土)午後１時30分〜 ●場所／こうじ
庵（鍛冶町）●問合せ／尾形さん
32‑0630
『しみぬきなう!!』チャリティーしみ抜きライブ
ツイッターを通じて知り合ったクリーニング店が、同
時期に〝全国一斉チャリティーしみ抜き〟を行います。
しみ抜きは無料で行いますが、代金のかわりにご厚意をい
ただければ、ユニセフにチャリティーとして寄附します。
●日時／９月26日(日)午前10時〜午後４時 ●場所／道
の駅十文字 ●持込み数／１人２点以内 ●問合せ／えび
すやクリーニング
42‑1343
プリザーブド フラワーアレンジ教室
石けん素材のやさしい香りの花とプリザのアレンジ。
●日時／９月27日(月)午前10時〜 ●場所／女性センター
●参加費／2,800円（材料代）●申込み／藤王さん 090‑
7064‑5602
よこてお城山クラフトフェア
木工作品やガラス細工などを展示・販売します。
●日時／10月２日(土)午前11時〜午後４時、３日(日)午前
10時〜午後３時 ●場所／横手公園 ●入場料／無料 ●問
合せ／よこてお城山クラフトフェア実行委員会 33‑3845
ナンの館 月例市民将棋大会
●日時／10月３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
『飛鳥悠』歌手デビュー記念新曲発表会
●日時／10月３日(日)午後１時〜５時 ●場所／農業者
トレーニングセンター（大雄） ●入場料／2,000円（ＣＤ
付き）※一般の方を対象としたカラオケも行います ●問
合せ／石上さん
090‑3363‑4915
じ ょ じょう

日本の抒情をうたう 〜照井咲枝ソプラノ独唱会〜
●日時／10月３日(日)午後３時開演 ●場所／かまくら館
●入場料／2,500円 ●問合せ／照井さん
32‑6042
増田・蔵の日関連イベント『灯りと花入れ作陶展』
●日時／10月３日(日)〜４日（月）、午前９時〜午後４時※４
日は午前10時から ●場所／佐藤多三郎家蔵(増田町マルシ
メ隣り）●入場料／無料 ●問合せ／佐藤さん 42‑0399
『手作りマーケット』布小物やエコクラフトなどの展示販売
●日時／10月９日(土)午前10時〜午後３時 ●場所／赤レ
ンガ蔵（大森）※入場無料 ●問合せ／照井さん 26‑3744

横手『四季の市』〜よこての秋が大集合〜
地元の農産物や銘菓、横手やきそばの販売のほか、アト
ラクションや大抽選会を行います。
◆日 時／10月９日(土)午前９時30分〜午後２時
◆場 所／横手地域局市民広場
◆問合せ／横手「四季の市」実行委員会中村さん 32‑1196

『調』〜成田徹Saxophoneコンサート
＆ 悠久の調べ 雅楽神楽演奏会〜
榮神社創建1200年・神原家450年を記念した催しです。
◆日 時／10月９日(土)正午開場〜午後３時30分
◆場 所／さかえ館 ◆入場料／無料（全席自由）
◆問合せ／榮神社 33‑5617
No.119 2010( 平成 22年 ).9.15 市報よこて
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暮らしのカレンダー

浅舞八幡神社祭典
9/15

9/

15

水

16
17
18

木
金
土

10/5

金澤ささら舞奉納 8：30～、金沢地区内
法
法
心
心
心
心
心
心
心
心

35-2161

日

〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号

20
21
22

月

23

木

24

金

火
水

up!!

10：00～（花火大会は18：30～）、鶴ヶ池公園ふれあい広場
急
急 市立横手病院（松元医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
急
急 千葉小児科医院（横手） 33-2256
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心

2010 秋田県スポーツクリニックin YOKOTE
9：30～16：30、雄物川体育館、市スポーツ振興課 35-2173
急
急 八木橋医院（横手） 32-0682
行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
法 社協・雄物川福祉センター
法
10：00～12：00、社協・雄物川福祉センター 56-2072
心
心 社協・大雄福祉センター

つくってあそぼう
P
横手地域市民文化祭 ～10月17日、詳しくは８ページ
ウオーキングデー 9：00～、かまくら館サンルーム集合
道の駅十文字『じまんこ市』 ～26日、10：00～15：00
up!!
ick

土

よこてにぎわいカーニバル2010

TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

26

日

27
28
29
30
10/ 1

月

2

土

横手牛の丸焼きや三陸海の幸限定販売、鹿角ホルモンなど
安くて美味い各地の料理や物産が横手に大集合！
日 時／９月25日（土）～26日（日）、10：00～16：00
問合せ／横手商工会議所 32-1170

急
急 松井医院（横手） 36-3711
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児

火
水

心 大森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～、睦合保育所、
子育て支援センター 55-2255

木
金

法 相談予約受付開始（10/20分） 市総務課 35-2161
法
心
心 十文字町幸福会館
横手市 市政５周年記念式典 詳しくは４ページ
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増田『蔵の日』

つくってあそぼう
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!
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ク
ピッ

図工あそびや森のク
ラフト、折り紙建築な
ど、いろいろな材料を
使っておもちゃを作っ
たり遊んだりします。
◆時 間／９：00〜11：30（８：30受付開始）
◆場 所／大森小学校体育館（参加無料）
◆対 象／市内小学生（ご家族でどうぞ！）
◆持ち物／内ズック、作ったものを入れる袋
◆問合せ／市教育委員会生涯学習課
22‑2155
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

かつて経済活動の要衝とし
て栄え、明治から昭和にかけ
て建造された主屋や内蔵。年
に一度の一斉特別公開を、じ
っくりとご堪能ください。
◆時 間／９：00〜16：00
◆場 所／中七日町通り
◆内 容／福嶋サイサイ囃子練り歩き、明治期
の押絵雛展、蔵の日ライブ（10：30〜）
◆問合せ／増田『蔵の日』実行委員会
（増田町観光協会内） 45‑5311
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会

45-5556

24-3283

【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

P

プ

!
up!
ick

■10月３日（日）

〜 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

up!!

急
急 市立横手病院（小山医師） 32-5001
児 平鹿総合病院 32-5124
児
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

ッ
クア
ピッ

増田『蔵の日』

ップ
クア
ピッ

Pick

し

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

矢口高雄画業生活40周年特別企画展
～11月28日、横手市増田まんが美術館

日

県内の八幡神社祭典
の中でも有数の絢爛豪
華なお祭りです。宵祭
りでは、飾り山車とお
囃子の競演や協賛花火
などが行われます。
◆日時・場所／
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（平鹿地域局産業建
設課内） 24‑1118

■９月25日（土）

心 雄物川コミュニティセンター
心

ップ
クア
ピッ

25

■９月18日（土）
・19日（日）

だ

第24回 いものこまつりin 鶴ヶ池

19

P

はやし
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!
up!
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けんらん

市役所南庁舎 13：00～15：00、市総務課
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 ～19日

ップ

クア

ピッ

９月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】
26日（日）「ピーター・パン」
【77分】
10月３日（日）「名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）」
【117分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,146人
（‑44）／ 34,259世帯（+16）
48,074人
（‑29）
53,072人
（‑15）
※８月末現在（前月末比）

〕

