2010（平成 22 ）年

主な内容

ＹＯＫＯＴＥ

秋のスポーツシーズンにふ
さわしく﹃２０１０秋田県ス
ポーツクリニック ＹＯＫＯ
ＴＥ﹄が︑９月 日に雄物川
体育館で開催されました︒
多くの人にスポーツの楽し
さを知ってもらい︑スポーツ
で秋田を元気にすることを目
的に県と横手市が主催︒県内
を拠点に活動しているスポー
ツクラブチームが県南の小中
学生と高校生を対象に指導し
ました︒
指導にあたったのは︑北都
銀行バドミントン部︑秋田ノ
ーザンブレッツＲ・Ｆ・Ｃ︵ラ
グビー︶︑ブラウブリッツ秋
田︵サッカー︶の３チーム︒
参加した約２８０人の子ども
たちは憧れの選手やチームス
タッフから楽しさを基本とし
ながらもレベルの高い技術指
導を受けました︒
会場では 月から日本プロ
バスケットリーグ︵ｂｊ リー
グ︶に参戦する秋田ノーザン
ハピネッツの﹃ハピネッツ祭
り﹄も同時開催︒選手と交流
試合をした子どもたちは︑外
国人選手の力強いプレーを目
のあたりにして︑そのスピー
ドと迫力に感動した様子︒一
流選手とのふれあいを通じ︑
子どもたちは夢や目標を大き
くふくらませていました︒

in

23

スポーツの楽しさを実感！
２０１０秋田県スポーツクリニック

５人の子どもたちに対し、ハピネッツの選手は３人で対戦。
豪快なダンクシュートには観客の歓声があがっていました。

初めて体験する子どもたちが多かったラグビー教室（上）
基本のボールコントロールを学んだサッカー教室（下）
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横手市市制施行５周年記念式典

今年もＢ級グルメが熱い

市制施行５周年記念式典被表彰者
◆横手市表彰条例に基づく表彰
○佐藤 登氏（サムスンＳＤＩ㈱常務取締役）

土
日■

さ

日
日□

光明寺公園・富士見大通り会場／横手駅前にぎわい広場会場

交通規制とシャトルバス運行のお知らせ
会場周辺は混雑が予想されますので、ご来場はなる
べく公共交通機関をご利用ください。
◆交通規制案内 通行止区間
： 〜 ：
社会福祉
協議会

寺町通り

横手市役所
横手地域局

阿桜大通り

Ｂ︲１会場

北

秋田銀行
横手支店

かまくら館

馬口労町通り

（飲食スペース）

あきた会場
秋田銀行
横手駅前支店

駅前商業施設棟
ＡＸ（アックス）

富士見大橋

Ｂ‐１会場
北都銀行
横手駅前支店

県道

駅前公共施設棟

横手駅

よこ

詳しくは、北海道・東北Ｂ‐１グランプリのホームページ
をご覧ください。

2010.9.25▼▼▼ 2010.12.31

平成 年から冬の伝統行事『梵天まつり』に参加し、若い
熱気で未来に向けた元気を与える源を作り出しています。
なん ごう

○南郷自治会（山内）

地域住民全員参加の『雪中運動会』を、平成９年から毎年
実施し、前夜祭では小学生が作った紙風船を打ち上げる
など多彩な催しで冬の楽しみの場を創出しています。

◆横手市技能功労者
○笹 千代松氏（増田）＝石工職人
○
榮一氏（横手）＝造園工
○細谷 重孝氏（平鹿）＝配管工
◆横手市優良技能者
○佐藤 光昭氏（山内）＝日本料理人
○田中 栄氏（十文字）＝和裁技能士
たか はし
や

さ とう
なか

よ

まつ

えい いち

さかえ

市制施行５周年記念式典感謝状贈呈者
○㈲ダスキンよねや ○よねや商事㈱ ○横手運
送㈱ ○横手市電気工事業協議会 ○東北電力㈱
横手営業所 ○佐々木兼光氏 ○奥山ボーリング
㈱ ○佐藤五十男氏
（神奈川県） ○佐野ミヤ子氏
（埼玉県） ○佐野裕也氏
（埼玉県） ○柴田秀二氏
（東京都） ○福田恒二氏
（埼玉県） ○㈱後藤工業
○冨田伸明氏 ○谷藤知可子氏 ○谷藤陽子氏

な
か
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みつ あき

日（土）
・ 日（日）

よこてにぎわいイベントＦＭ スタジオ直通

１
■横手南小・雄物川北小合唱部が市民歌を初
２
披露 ■市の発展に貢献された方々を表彰
３
■定住促進を目指す中心市宣言を読み上げる
４
五十嵐市長 ■市民歌の作詞者・安倍幸一氏
５
（右）と作曲者・泉谷閑示氏（左） ■会場全体
６
での市民歌の大合唱 ■メイクの世界を通し
て故郷にエールをおくった藤原美智子さん

じゅう こう

当日のイベント、渋滞・駐車場、売り切
れなどの情報をリアルタイムで発信。
会場からも実況中継します。

■オンエア中の番組紹介
○エンゼルサポート…横手の子育てをもっと元気に！もっ
と笑顔で！
（毎週月曜・ ： 〜 ： ）
○スポーツ魂
（すぽこん）…スポーツ好きにはたまらない話
題が満載！
（毎週月曜・ ： 〜 ： ）
○ローカルミュージックスポット…地元で活躍する音楽家
をご紹介します。（毎週水曜・ ： 〜 ： ）
○柿柴民謡研究所…県南発の民謡ラジヲです。（毎週金曜・
： 〜： ）

3

ち

４

（写真上）那珂市・小宅
近昭市長から『絆』と
書かれた書を手渡され
る五十嵐市長
（左）厚木市から贈られ
た置時計（高さ ㌢）

横手南小と雄物川北小の両校合唱部
による合同合唱と︑横手平鹿合唱連
盟有志の合唱でお披露目され︑市の
花﹃桜﹄
︑木﹃りんご﹄
︑鳥﹃白鳥﹄は︑
小野タヅ子副市長が紹介しました︒
かか
んんじ じ
また︑市民歌の作曲者・泉谷閑示さ
んが編曲した吹奏楽版を横手吹奏楽
団が演奏し︑最後は同楽団の演奏に
合わせ︑小学生・合唱連盟の皆さん
と会場にいる参加者全員で市民歌を
大合唱しました︒
第三部には︑市内出身でヘア・メ
イクアップアーティストとして活躍
する藤原美智子さんがトークイベン
トに登場しました︒一人ひとりを輝
かせるメイクの秘けつを﹁相手の外
見と内面をミックスして︑その人ら
しさや秘めた素質を引き立たせるこ
とを心掛けている﹂と答え︑意識し
て物事を見ることで︑行動は変えら
れることを強調︒また︑現在の横手
市の印象を﹁横手やきそばでも出前
かまくらでも︑ありふれたものをひ
と工夫する気持ちが豊か︒物事を違
う視点から見ることができる﹂と話
ぼぼ
うう
し︑﹁帰る度に変貌し︑発展を感じ
る︒小さなお店でも笑顔でいられる

よこてにぎわい
イベントＦＭ情報局

月

１

だ

である茨城県那珂市からは﹃絆﹄の

こちら、
周波数

北海道・東北Ｂ‐１の情報は
ＦＭ
でチェック

３

６人・３団体を表彰︑９人・７事業所に感謝状

県立衛生看護学院（徒歩移動）

れん かい

月２日︑横手市市制施行５周年
記念式典が︑横手市民会館で開催さ
れ︑市民など約６００人が参加し︑
５年目の節目を祝いました︒
第一部の式典では︑五十嵐忠悦市
長が﹁この５年間には︑地域自治へ
の確かな息吹を感じている︒豊かな
自然と固有の歴史文化︑多様な地域
資源︑市民一体の絆を磨き︑市民が
住み続けたいと自信を持て︑市外の
方にも住んでみたいと思われる︑魅
力あふれる横手市となるよう︑全力
まい
まい
を尽くして邁進したい﹂と式辞︒市
表彰条例に基づき市の発展に貢献さ
れた１個人・１団体と︑雪国マイス
ター︑技能功労者・優良技能者に表
彰状が贈られたほか︑市に多額の善
意や寄付をされた方々に感謝状が贈
呈されました︒
また︑地域定住を促進し︑圏域の
発展につなげるための﹃定住自立圏
構想・中心市宣言﹄を行い︑五十嵐
市長が﹁各地域が個性を活かし︑役
割分担しながら連携し︑活性化に取
り組む﹂ことなどを宣言しました︒
第二部では︑市民歌と市の花・木
・鳥が披露されました︒市民歌は︑

駐車場

秋田ふるさと村第３駐車場／グリーンスタジアムよこて

の

◆雪となかよく暮らす条例に基づく表彰（雪国マイスター）
○増田小学校児童（増田）

た

市役所本庁南庁舎／市役所本庁北庁舎／市防雪セ
ンター前／平鹿総合病院駐車場

て

地域で食されてきたメニューにスポット
を当て、磨き上げ、ご当地Ｂ級グルメと
しての地域ブランドを確立。地域に多大
な経済効果をもたらし、横手市の食文化
向上や知名度の向上など様々な面で貢献
伊藤一男理事長
がありました。

ほそ

国道 号
会場と市役所本庁舎方面および秋田ふるさと村
方面を往復するシャトルバスを運行します。

２

○協同組合横手やきそば暖簾会

ささ

号 横手停車場線

（「横

のぼる

市民歌を合唱し︑飛躍と発展誓う

シャトルバス
乗降場所

とう

平成 年１月の出前かまくら ソウルの
開催を提唱し、実現に向けてソウル市と
の協議に尽力されるなど、横手市の知名
度向上と観光などの産業振興に大きく貢
献していただきました。

ます

Ｂ︲１会場

光明寺公園

くましく
た
手
横
く
ゆ
伸び
かげ合う
希望の旗を 手か
節）
市民歌」の一
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市からのお知らせ

行政情報便

information

政情報便

国民年金保険料
控除証明書が送付されます

ふるさとへの応援ありがとうございます！

『ふるさと納税』
寄付金の申込状況

今年９月までの『ふるさと納税』の状況をお知らせし
ます。
申込みは随時受け付けておりますので、市民の皆様か
らもご親族の方などに横手市を応援してくださるようお
声がけいただければ幸いに存じます。
なお、ふるさと納税で寄付していただきますと、その
額に応じて所得税や現在お住まいの自治体の住民税が控
除されます。
制度の詳しい内容は市のホームページや各地域局窓口
に備え付けのパンフレットをご覧ください。

土地 一定面積以上の土地取引は市への届出が必要です
取引

バ

一定の面積を上回る土地の取り引きをした場合、土地
の買い主は国土利用計画法に基づき、市への届け出が必
要になります。
◆届け出が必要な取り引きの種類
売買、交換、売買予約、譲渡担保、代物弁済 など
◆届け出が必要な土地の面積
①都市計画区域外（山林など）
⇒10,000㎡以上の土地取引をした場合
②都市計画区域内
⇒5,000㎡以上の土地取引をした場合
※平成22年７月から都市計画区域が横手市内の平坦
部一帯に拡大されました。詳細は市ホームページ
をご覧ください。
◆届出期限
契約締結日を含めて２週間以内
◆問合せ
市総務企画部経営企画課(本庁南庁舎) 35‑2164
市ホームページ http://www.city.yokote.lg.jp/

大森健康温泉や休養センターさくら荘
など大森リゾート村への交通の利便性を
図るため、今年度も冬期間のシャトルバ
スの運行を行います。運賃は無料ですの
でぜひご利用ください。
◆運行期間 11月２日(火)〜平成23年３月18日(金)
※12月28日(火)〜12月31日(金)は運休
◆運行ルート
＊帰路のさくら荘出発時間は午後３時30分
【上溝・大森ルート】火曜日運行
武道(9：30発)〜極楽寺〜末野〜船沢〜中野〜八日町〜
大町〜本郷〜大森図書館前〜大森リゾート村(10：19着)
【八沢木・猿田ルート】水曜日運行
大平(9：30発)〜北野〜葛ヶ沢〜太田〜寺内〜松原団地
〜猿田〜大森リゾート村(10：19着)
【坂部・菅生田ルート】木曜日運行
矢走(9：25発)〜前田〜中ノ又〜小山〜滝ノ上〜塚須沢
〜笹山〜菅生田〜大森リゾート村(10：24着)
【川西ルート】金曜日運行
下田(9：45発)〜板井田〜松田〜袴形〜十日町〜剱花〜
大森リゾート村(10：22着)
◆問合せ
大森地域局地域振興課 26‑2111

【訂正とお詫び】
市報よこて10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。
●３ページ下段『横手市市制施行５周年』の「市報NO.96 Ｂ‑１グ
ランプリ掲載号」は「平成21年10月１日号」の誤りでした。
●10ページ上段『統合中学校の新校名募集』の「御獄山」は「御嶽山」
の誤りでした。

5
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今年も運行します

ス 大森リゾート村行き 無料シャトルバス

10月25日から臨時駐車場をご利用ください
入口

現在、横手駅舎の改修工事を行っているため、東
口駅前広場が狭くなり、駅を利用するみなさんには
大変ご不便をおかけしています。
このたび、短時間の駐停車用に臨時駐車場をご案
内しますので、ご利用ください。
◆期 間 10月25日(月)〜改修工事終了時
◆時 間 午前８時30分〜午後11時30分
※午後11時30分以降は施錠されますので
ご注意ください。
◆問合せ
市建設部都市計画課（十文字庁舎内） 42‑5117

臨時駐車場

入口

横手駅

＝国民年金保険料の追納＝
国民年金保険料の免除（一部納付・全額免除）・若年者
納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合
◆寄付件数と寄付金額（９月末現在）
は、保険料を全額納めたときと比べると、将来受け取れ
受付期間
件数
申込金額
る年金の額が少なくなります。年金額を増額するために、
４月１日〜９月30日
12件
1,893,050円
10年以内であればさかのぼって保険料を納めることがで
きます(追納)。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌 ◆寄付を申し込まれた方々（７月１日〜９月30日分）
年度から起算して３年目以降に追納する場合には、経過
氏名（住所）
氏名（住所）
期間に応じた加算額が上乗せされます。追納する場合は
柏谷 春樹さん(東京都品川区)
近江 康雄さん（東京都中野区）
大曲年金事務所へお申し込みください。
匿名希望の方 ３人
◆問合せ
◆問合せ
市福祉環境部国保市民課（大雄庁舎内） 35‑2186
市総務企画部市長公室（本庁南庁舎内） 35‑2189
大曲年金事務所 0187‑63‑‑2296

〜横手駅をご利用のみなさんへ〜

横手停車場線

国民年金保険料控除証明書が送付されます
国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の
対象となります。年末調整や確定申告で国民年金保険料
を申告するときは「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」または「領収証書」の添付が必要です。「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」は10月下旬から
日本年金機構本部より送付されますので、申告を行うま
で大切に保管してください。

寄
付金

●スーパー
マーケット

再開発地区
北都銀行
横手駅前支店
●

●
バスターミナル

東口
駅前広場

阿桜大通り

Ｎ

予防 新型インフルエンザ予防接種を受けましょう
接種

‑ 配布事業がスタートします ‑
高
『横手市緊急時あんしんバトン』
をご利用ください
齢者

今年のインフルエンザワクチンは、季節性インフルエ
ンザと新型インフルエンザの混合ワクチンです。
流行に備えて早めに予防接種を受けましょう。
◆実施期間 10月１日〜平成23年３月31日
◆接種料金 医療機関によって異なります。各医療機関
へお問い合わせください。
◆助成資格 市内に住所のある方
※医療機関窓口で各証明書等の提出が必要です。
◆助成対象者・助成額・必要な証明書
満65歳以上の方
１人１回1,000円・健康保険証
満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器や免疫機能
に日常生活活動に支障をきたす程度の障がいがある方
（身体障害者手帳１級所有者同等の方）
１人１回1,000円・高齢者インフルエンザ証明書
１歳〜中学３年生の方 ※13歳未満の方は２回接種
１回の接種につき1,000円・健康保険証
妊婦の方
１人１回1,000円・母子健康手帳
生活保護世帯の方
全額無料・緊急時医療依頼証
市民税非課税世帯の方
全額無料・市民税非課税証明書

緊急時あんしんバトンとは!?
ひとり暮らしの高齢者の
方などが救急車を呼ぶなど
の〝もしも〟のときに、安
全と安心を確保するため、
緊急連絡先やかかりつけ医、
持病などの情報を保管する
ための容器です。
バトンの所有を示すシー
▲あんしんバトン（見本）
ルを冷蔵庫に貼り、バトン
実際に配布されるものには、
市章やバトンの名称がプリ
を保管することで、救急隊
ントされます。
員がより的確に迅速な対応
ができ、家族などへのいち早い連絡につながります。ぜ
ひ、ご利用ください。
◆対象者
①おおむね65歳以上のひとり暮らしの方
②おおむね65歳以上の方のみで暮らす世帯の方
③身体障がい等の手帳保持者で、健康に不安のある方
◆費用
無料
◆申込み
直接、電話でお申し込みください。
◆配布方法
11月１日から職員が直接ご自宅に配布します。
◆申込み・問合せ
市福祉環境部高齢ふれあい課（大森庁舎内） 35‑2134
または、各地域局福祉担当課

◆申込み
各医療機関への予約が必要です。市のホームページで
医療機関一覧が確認できます。
◆問合せ
市福祉環境部保健衛生課（大雄庁舎内） 35‑2185
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行

Topics
発酵文化を次世代へ継承
わがじぇ

かもん

■若勢 醸ん（come‑on）プロジェクト（横手）
６月に田植えをした酒米が収穫の時期を迎え、９月21
日に横手・境町上八丁地区で昔ながらの手刈り体験が行
われました。これは、農作業を通して横手の美田や美酒、
発酵文化を後世（若者）に伝えようと〝よこて発酵文化
研究所〟の主催で実施されたもの。増田高校の生徒など
約50人が参加し、自分たちが植えた、たわわに実った稲
穂を一株一株丁寧に刈り取っていました。
今後は収穫した米を使った酒づくりや、その過程でで
きた酒かすなどを使った商品開発を目指します。

申

請

たわわに実った稲穂に感激しつつ、丁寧に刈り取りました

■横手市地域自立支援協議会が企業を訪問
障がい者の就職状況の把握や雇用・職場実習先の開拓
などを目指し、横手市地域自立支援協議会（沼田由喜子
会長）が初めての企業訪問を進めています。同協議会は、
市内の障がい福祉サービス事業所やハローワークなどの
関係機関が平成19年に設立。11月にかけて、就労部会の
委員が県南にある約70カ所の企業を訪問する予定です。
現在、就労支援が必要な対象者は約120人。こうした
地道な支援をきっかけの一つとして、自らの意欲と責任
感を養い、自立への道を切り開こうとしています。

軌跡をたどる原画展がスタート

つくってあそぼう

（大森）

原画展のオープンを祝い、行われたテープカット

増田町火災予防組合に大臣表彰（増田）

五十嵐市長に受賞報告に訪れた組合員

９月25日、大森小学校体育館で『つくってあそぼ
う』が行われ約160人が参加しました。会場には、
木材や木の実を使う〝森のクラフト〟やゴミ袋たて
を作る〝木工工作〟など、５つのコーナーを設置。
参加した子どもたちは、工具の使い方に悪戦苦闘し
ながらも、オリジナル作品を完成させていました。

7
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パスポート申請を行うときは次のことを確認しましょう

９月３日、平成22年度防災功労者の表彰式が東京都
で行われ、増田町火災予防組合が防災担当大臣表彰を
受けました。同組合は増田町婦人会のメンバーで構成
され、炊き出し訓練や独自の防災研修、防災をテーマ
にしたパッチワークの制作など工夫を凝らした、女性
ならではの活動が高く評価されたものです。

申請から交付までの
流れを、もう一度確
認しましょう！

◆申請・交付場所
住民票が横手市の方は、横手地域局(かまくら館となり)市民課で手続きしてください。
申請書は各地域局にも備え付けています。
◆申請
＊時間／平日の午前８時30分〜午後５時
＊代理の方が申請する場合は、事前にお問い合わせください。
◆受取
＊新規・切り替えの受け取りは申請日から数えて、土日祝祭日を除いた９日後以降です。
＊時間／平日の午前８時30分〜午後５時15分
ただし、事前に予約した場合は水曜日のみ午後７時まで受け取ることができます。
＊申請者本人のみ受け取ることができます。※代理不可
◆必要なもの
①パスポート用に撮影した顔写真（６カ月以内のもの）
②戸籍抄本 新規の場合：本籍地で申請してください。本籍地が横手市の方は各地域局で交付されます。
切り替えの場合：お問い合わせください。
③本人確認書類（運転免許証など、詳細はお問い合わせください）
④前回取得したパスポート（直前のもの）
◆手 数 料 申請種類によって異なりますので、申請時にお知らせします。
◆問 合 せ 横手地域局市民課 32‑2703
調査票の記入に誤りがないか、
しっかり確認しましょう！

■矢口高雄画業40周年特別原画展（増田）
矢口高雄氏の画業生活40周年と増田まんが美術館の15
周年を記念して『矢口高雄画業40周年特別原画展』が、
11月28日まで同美術館で開催されています。
10月２日には原画展の開会行事が行われ、県内外から
集まったファンを前に矢口氏は「銀行員を辞め単身で上
京して、あまりの寂しさに〝三十男〟が泣いた時もあっ
た。40年間やってこられたのは、家族の支えがあってこ
そ」と当時を振り返りあいさつ。テープカットの後、来
場者一人ひとりと握手をして出迎えていました。

行政情報便

■パスポート申請が市で行えるようになってから１年が経過しました

自立と共生の地域社会を目指して

９月21日、株式会社イワミヤを訪問し、榮原修平代表取締役（右）と障が
い者の就労支援について意見を交わす就労部会の委員

市からのお知らせ

国勢調査への
回答はお済みですか？

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。
調査結果はさまざまな法令で使わ
れるほか、社会福祉、雇用対策、生
活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てら
れます。
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
査票に記入して頂いた内容は、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
配付していますが、まだ回答がお済みでない場合
は、提出期限（10月７日）が過ぎていますので、調
査票に記入し収納封筒に入れて封をしたうえで、
調査員に渡してください。また、調査票を「郵送
提出用封筒」に入れて、最寄のポストに投函して
いただいても結構です。
万が一、調査票が届いていない場合は、下記まで
ご連絡ください。
◆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

心の健康づくり・自殺予防対策講演会
かけがえのない大切な心といのちのために、私たち
ができることを一緒に考えましょう。
◆日 時 11月12日(金)午後１時30分〜３時30分
◆場 所 浅舞公民館(平鹿生涯学習センター)
◆講演会
『いのちを消さないで〜母が自殺したあの日から〜』
講師／藤本佳史 氏(埼玉精神神経センター精神科医師)
◆託 児 あり ※事前予約が必要です
◆問合せ 市福祉環境部保健衛生課 35‑2185

飼い主の品格が 問われています！
＝秋の狂犬病予防注射実施中＝
大切な〝家族〟であるペット
のためにもマナーを守り、責任
と愛情をもって飼いましょう。
ペットの放し飼いはやめましょう。散歩の時も必ず
綱をつけ、綱や首輪が外れないように気を付けまし
ょう。
必ずフンの後始末をしましょう。公園や路上に放置
されたフンは非常に迷惑です。
必要以上に繁殖しないよう、去勢や避妊を検討しま
しょう。また、野良猫などにむやみに餌を与えるの
はやめましょう。
◆市福祉環境部保健衛生課（大雄庁舎内） 35‑2185
◆市福祉環境部環境課（大雄庁舎内） 35‑2184
No.121 2010( 平成 22年 ).10.15 市報よこて

6

23

15

23

講 市立図書館主催
座﹃図書館教養講座﹄
秋田県立大学地域連携・研究推
進センター谷口吉光教授が﹃よ
こてを社会学する環境社会学入
門﹄と題して講演します︒有限
会社たかえん専務取締役高橋基
氏との対談も開催します︒
◆日時／ 月 日︵土︶午後２時
〜 時︵参加無料︶
◆場所／増田ふれあいプラザ
◆問合せ／市立中央図書館
︵雄物
川図書館︶ ２２︲２３００

﹃林道へＧＯ！みんなの森

し で大発見﹄
参加者募集

15 26

30

28

26

◆日時／ 月 日 火
( 午)後１時
分〜４時 分
◆場所／秋田ふるさと村ドーム
劇場
◆対象／ 一般市民︑
福祉関係者等

10

リスク負担範囲に関する﹃応用
催 福祉の仕事に関心のある ◆場所／南部シルバーエリア
し 方の講習会
◆内容／講義︑介護実技︑個別 編講座﹄について︑書類を作成
しながら学ぶセミナーを開催し
相談など
◆対象／介護福祉士資格取得者 ます︒
または介護員養成研修２級課 ◆内容／講義︑ケーススタディ
程修了以上で福祉保健分野に
書類作成
就職を希望する方
◆期日／︻基礎編講座︼ 月 日
◆定員／ 人
︵木︶︻応用編講座︼ 月 日
︵金︶
◆受講料／無料
︵昼食各自準備︶ ◆時間／午前９時〜午後５時
◆申込み／県福祉保健人材研修 ◆場所／横手セントラルホテル
センター
◆受講料／各講座３︐０００円
０１８︲８６４︲２８８０
︵テキスト代別途・２日間共通
３︐０００円︶
◆申込期限／ 月 日
︵金︶
講
﹃貿易実務講座﹄の開催
座
◆申込み／ジェトロ秋田貿易情
報センター
０１８︲８６５︲８０６２

23

15

催

◆問合せ／横手市社会福祉協議
年 月２日
︵水︶
︑午前９時〜
保護者・ 組︵参加無料︶
◆申込み／横手地域局産業建設
会本部地域福祉課
午後３時 分
課 ３２︲２７２５
◆申込期限／ 月５日︵金︶
３６︲５３７７
◆場所／しすてむ工房︵外ノ目︶
◆申込み／あさくら館
◆ 受講料／無料
︵テキスト代別︶
３５︲２１３８
募 えがおの丘水泳教室
集
ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
教
室
◆
定員／ 人
︵面接等により選考︶
新
規
会
員
募
集
講
座︵全 回︶
◆対象／ハローワークに求職申
年齢や目的に応じたコースを
横手市雇用創出協議会
講
座 各種セミナー等のご案内 ◆日時／ 月７日︵日︶〜平成
し込みされている方で︑基金
用意しています︒申し込みは随
年 月 日
︵日︶
の毎月第１・
訓練の斡旋を受けた方
時受け付けています︒
︻パソコン入門講習︼
３日曜日︑午後１時〜５時
◆申込期限／ 月５日
︵金︶
︵火︶
・ 日
︵水︶
︑
◆コース／学童
︵小学生︶︑成人 ◆日時／ 月 日
◆場所／ サンサン横手 定員 人︶ ◆申込み／ハローワーク横手
︵レベルアップコース︶︑レデ
午前９時〜午後４時
(
３２︲１１６５
ィース︑アクアビクス︑成人 ◆場所／しすてむ工房︵外ノ目︶ ◆受講料／無料︵材料代別︶
︵日中コース︶
︑
初級アクア教室︑
※アンケートによる選考あり ◆申込期限／ 月 日︵火︶
◆申込み／サンサン横手
ヘルスアップ教室
︻パソコン・就職支援講習︼
お 知 私有地の立ち入り調査に
ら せ ご理解ください
３３︲８０３３
◆受講料／月謝制
◆日時／ 月 日
︵木︶〜 月５
県では︑土砂災害の危険性の
︻学童コース︼
週１回５００円
日
︵金︶
の平日６日間︑
午前９時
︻成人コース︼
週１回９００円
〜午後４時
講 県南ブロック食品安全地 ある場所を調査します︒﹃秋田
座 域懇談会
県﹄の腕章を付け︑身分証明書
※温泉１時間サービス付
◆場所／しすてむ工房︵外ノ目︶
消費者や食品営業者を対象に︑ を携帯した調査員が私有地に入
◆申込み／雄物川温泉保健施設
※アンケートによる選考あり
えがおの丘 ２２︲２２２１ ︻コミュニティビジネスマイスター 消費者庁の担当者と地元食品加 り︑調査をする場合があります
工業者が講演します︒食品の安 のでご理解をお願いします︒
講座事前説明会︼
お 知 女性センター開館日追加 ◆日時／ 月 日︵土︶午前 時 全・安心に関するパネルディス ◆期間／ 月〜平成 年３月
ら せ のお知らせ
カッションも行います︒
︵ 大森町八沢木地区・上溝地区︶
〜正午
◆日時／ 月 日
︵木︶
午後１時 ◆問合せ／県平鹿地域振興局建
女性センターではこれまで休 ◆場所／サンサン横手
分〜４時 分︵参加無料︶
設部企画調査課
館日だった毎月第３日曜日も利 ◆申込み／横手市雇用創出協議
◆場所／平鹿生涯学習センター
３２︲６２０５
用できるようになりました︒
会事務局
︵市商工労働課内︶
◆託児／あり
︵事前予約不要︶
４５︲３９９０
◆問合せ／女性センター
◆申込み／横手保健所
﹃多重債務相談
３３︲３９９５
相 東北財務局
談 窓口﹄のご案内
３２︲４００５
催
第６回横手市社会福祉大会
し
借金問題でお悩みの方の相談
基金訓練パソコンスキル等
に応じます︒
式典と﹃七人の桜井﹄
と題した
講
﹃ＩＴビジネス事務科﹄ ◆受付時間／月曜日から金曜日
高齢者劇団の演劇などを行います︒ 座 習得
求職者向けとして約３カ月間︑ ︵祝日︑
年末年始除く︶
︑午前８
パソコンの基礎からワープロ・
時 分〜午後５時 分
表計算ソフトの操作︑簿記・社 ◆相談窓口／東北財務局秋田財
会保険等の講習を行います︒
務事務所理財課︵専用電話︶
◆日時／ 月６日
︵月︶
〜平成
０１８︲８６２︲４１９６

秋の森を散策して︑ふるさと 講
あいあい☆広場 第４弾
座 〜小児への薬の飲ませ方〜
の自然が育む生命について考え
てみませんか︒
市立横手病院の薬剤師が薬の
◆日時／ 月７日︵日︶午前９時 飲ませ方について指導します︒
分〜午後０時 分
◆日時／ 月 日︵木︶午前 時
〜正午
◆集合場所／相野々ダム
◆定員／ 人︵参加無料︶
◆場所／あさくら館
◆申込期限／ 月 日︵火︶
◆対象／市内在住の未就園児と
11

貿易業務全般の流れと実務の
﹃基礎編講座﹄と︑取引条件と

11

３

30

11

50

20

10

中部フィルハーモニー交響楽団による演奏会が開催
されます。大森小学校の４・５・６年生と大森中学校の
生徒と一緒に、オーケストラに親しんでみませんか。
◆日
時 11月９日(火)午後１時30分〜２時40分
◆場
所 大森中学校体育館 ※入場無料
◆申込期限 11月５日（金）
◆申 込 み 大森中学校 高橋教頭
26‑3462

12 11

10

30 21

27

11

15

10

11

10

10

３

30

中部フィルハーモニー交響楽団演奏会

11

29

障がい者支援施設『ひまわり社』施設開放見学日・相談会
●日時／10月24日(日)午前９時〜午後５時 ●場所／ひま
わり社（横山町）●対象／障がいをお持ちの方やその家族、
福祉に関心のある方 ●問合せ／ひまわり社
23‑9310

◆日 時／11月25日(木)午後６時〜（午後５時30分開場）
◆場 所／横手市民会館
◆入場料／無料（入場整理券が必要です）
◆対 象／中学生以上の市民の方
◆託 児／あり（無料・要予約）
◆申込期間／10月15日（金）〜11月19日(金)
◆申込方法／官製はがきに入場希望の方全員の氏名・
年齢と代表者の方の住所・電話番号を記入のうえ、申
込みください。先着800人に無料入場整理券をお送り
します。
◆問合せ・申込先
〒013‑0514 横手市大森町字大中島268番地
横手市役所子育て支援課『ひろみちお兄さん講演会』係
35‑2133
県立横手養護学校『横養祭』
●日時／10月30日（土）午前９時20分〜午後１時40分 ●
場所／県立横手養護学校 ●内容／ステージ発表、作品
展示、作業製品の販売、バザーなど ●問合せ／県立横
手養護学校 宮本教諭
33‑4167

30

秋の自然観察会『身近な秋を見つけよう』
相野々ダム周辺ハイキングコースを観察します。
●日時／10月24日(日)午前９時45分〜正午※小雨決行 ●
集合場所／相野々ダム管理事務所隣り ●参加費／無料
●申込み／不要 ●持ち物／飲み物・雨具・筆記用具 ●問
合せ／自然観察指導員雄平会 高橋さん 090‑5836‑5722

26

11月は児童虐待防止推進月間です。ＮＨＫ『おか
あさんといっしょ』の元体操のお兄さん・佐藤弘道
氏を講師に迎え『子どもはぜんぜん悪くない』と題
した講演会を開催します。

10

とらいあるサロン『リンパケア手・足・顔のお試し会』
●日時／10月23日(土)午後１時〜４時 ●場所／あさくら
館 ●参加費／200円（ローション代別）※毎月第４土曜日
開催予定、各回の会場など詳しくはお問い合わせください
●問合せ／大久保さん 090‑7325‑0212

20 11 10

10

『ドライフラワーアレンジメント』作品展
●期間／10月29日(金)〜11月10日(水)、午前10時〜午後
５時※火曜休館日 ●場所／ね・ま〜れ（十文字駅前通り）
●入場料／無料 ●問合せ／ね・ま〜れ
42‑5320

11

20

『リンパマッサージフットケア』無料体験会
疲れた体をリフレッシュしませんか。
●日時／10月23日（土）①午前10時〜、②午後１時〜※予約
が必要です ●場所／旭ふれあい館 ●申込み／中村さん
090‑5595‑0800

11

11

12

10

11

50

︻福祉の就職ミニフェア２０１０︼
福祉現場の人事担当者と︑福
祉の仕事に関心のある方との面
談や相談などを行います︒
◆日時／ 月 日︵水︶午後１時
分〜４時 分
◆場所／横手セントラルホテル
◆対象／現在求職中の方︑福祉
に関心のある方︑来春卒業予
定の学生︵事前申込み不要︶
︻潜在マンパワー講習会︼
福祉の動向や最新の介護技術
などを習得する機会を提供し︑
就職活動を支援します︒
◆期日／ 月９日
︵火︶
・ 日
︵水︶

とっぴんぱらりのプー 第109回昔語りの会
●日時／10月23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

10

いちのへ

〜横手市児童虐待防止講演会〜

30

10

30 17

ディンプルアート（ステンド風 不思議塗り絵）教室
●日時／10月19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、飲み物
等）●定員／各回10人程度 ●問合せ／一戸さん 25‑3560

★ひろみちお兄さんが横手にやってくる★

日本将棋連盟横手支部『10月将棋例会』
●日時／10月24日(日)午前９時30分〜 ●場所／女性セ
ンター ●参加費／会員1,000円、会員以外1,300円、学
生500円（昼食付）●問合せ／中田さん
32‑2479

４

30

10

information
30

26

10

報

情
idobata plaza

8
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ど ば たプラザ

い

30

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

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

外国から来た魚

松沢陽士＝著／フレーベル館

琵琶湖をゆうゆうと泳ぐオオクチ
バスの群れ。年々このような外来魚
が増える一方、日本にもともといた
淡水魚や水辺の生き物が激減してい
るそうです。人間が持ち込んだ外来
種を、今度は在来種を守るために駆除する。そんな現実
と向かい合いながら水中を撮り続けることで、一人でも
多くの方に知ってもらい、今ある豊かな自然を未来に残
したいという著者の思いが伝わる一冊です。
【増田図書館】

新着図書の紹介
一般向け

休

館日

お出かけ前にご確認ください

横手図書館
増田図書館
平鹿図書館

10月20・27日、11月1・3日
10月18・25、11月1日
10月18〜24・26日
11月1・2日
雄物川図書館 10月20・27日、11月1・3日
大森図書館 10月19・26日、11月1・2日
十文字図書館 10月20・27日、11月1・3日
山内図書館 10月16・17・23・24・30・31日
11月3日
大雄図書館 10月17・18・21・25・28日
11月1・3日
雄物川資料館 10月18・25日、11月1日
ゆっぷる
10月20日
ゆとり館
10月19・26日
えがおの丘 10月18・25日、11月1日

診

大森健康温泉
10月18・25日
ゆとりおん大雄 10月21日
南部シルバーエリア 10月18・25日
11月1日
子どもと老人のふれあいセンター
10月18・25日
11月1日
健康の駅トレーニングセンター
東部
10月20・27日
西・南部
10月16・17・23
24・30・31日
三吉山荘からのお知らせ
10月20日（水）で営業を終了
いたします。長年のご愛顧
に感謝申し上げます。
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・島森路子インタビュー集１・２／島森路子ほか〔平・雄〕
・小惑星探査機はやぶさの大冒険／山根一眞〔横・森〕
・睡眠という摩訶不思議な世界の謎を解く／星作男〔平〕
・鰻にでもする？／平松洋子〔十〕
・苔玉と苔／ＮＨＫ出版〔増〕
・郷土刀の系譜／飯田一雄〔雄〕
・安心したがる人々／曽野綾子〔横・雄・山〕

児童・生徒向け

・やすしのすしや／新井けいこ〔十〕
・消えたヴァイオリン／スザンヌ・ダンラップ〔平〕

絵

本

・かあさんあひるのたび／エリック・バトゥー〔森・山〕
・かしこいさかなはかんがえた／クリス・ウォーメル〔横・雄〕

11月のおはなし会（会場：各図書館)

11月13日（土）
午前10時30分／十文字
11月14日（日）
午前10時30分／横手・大森
11月20日（土）
午後２時／増田
11月21日（日）
午前10時30分／雄物川

葉脈しおり教室（会場：雄物川図書館)

11月13日（土）
午後２時〜、木の葉を使って〝しおり〟
を作成します。※12日（金）
まで申込み必要
22‑2300

本のリサイクル市（会場：雄物川図書館)

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 10月20・27日（水）
診 療 日 10月20・27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 10月25日（月）
診療時間 13：30〜14：30

11

〔 〕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

10月30日（土）
〜、本や雑誌約700冊を差し上げます。

寺村輝夫作品原画展（会場：雄物川図書館)

10月28日（木）〜11月28日（日）、児童文学作家・寺村輝夫氏
の『ぼくは王さま』シリーズの原画と関連図書を展示します。

『読書に関する作品コンクール』作品募集中!

詳しくは最寄りの図書館まで。11月６日（土）締め切り。

蔵書点検のため臨時休館となります

大森図書館

11月15日（月）
〜23日（火）

10月27日〜11月９日は読書週間です

しん

び

真美会『秋の洋画展』油絵など約50点を展示
●期間／10月29日(金)〜11月１日(月)午前10時〜午後５時
※最終日は午後４時まで ●場所／かまくら館 ●入場料
／無料 ●問合せ／真美会事務局 佐々木さん
32‑4813
四季彩展２０１０
特別展や常設展示作品を一堂に集めた展覧会です。
●期間／10月30日(土)〜11月７日(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
第18回チャリティー手作りエトセトラ＆リサイクルバザー
手作り雑貨の展示販売やリサイクルバザー、野菜やお
菓子などの販売を行います。軽食コーナーもあります。
●日時／10月31日（日）午前９時〜午後３時 ●場所／Ｔ s
ファームガーデン（十文字町※増田高校そば）●問合せ／
エトセトラ事務局 樋渡さん
42−5878
第７回東北ペア囲碁親善大会＆梅木・新海プロを囲む会
●日時／10月31日（日）
正午〜11月１日（月）正午 ●場所
／あいのの温泉鶴ヶ池荘 ●参加費／男性18,000円、女性
16,000円（宿泊代、
懇親会費を含む）※懇親会を含む宿泊
無しの場合は10,000円 ●申込方法／住所、氏名、電話番号
を記入してファクスにて ●申込期限／10月25日（月）●
申込み／日本棋院秋田県南支部 大和さん
53‑2003
南の館 月例市民将棋大会
●日時／11月７日(日)午前10時〜 ●場所／レストラン松美
（十文字南の街マルシメ隣り）●参加費／1,000円（軽食付）
●問合せ／佐藤さん
090‑3365‑2720
歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／11月11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／恋人よなど
20曲以上 ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811
横手マリア園『80周年記念祝賀会』
●日時／11月20日（土）
午後５時30分受付開始 ●場所／
横手プラザホテル ●参加費／6,000円 ●申込期限／10
月31日（日） ●申込み／樋渡さん
32‑1560
第７回横手やきもの文化講座〜茶道玉川遠州流の名宝〜
茶道玉川遠州流の史実に焦点をあて、天皇家や宮家と
の茶道のつながりや茶道具の見所を実物で解説します。
●日時／11月28日(日)午後１時〜３時30分 ●場所／県立
近代美術館 ●定員／先着80人 ●受講料／2,000円（資料
（返
代）●申込方法／往復ハガキに郵便番号・住所・氏名
信面にも）・電話番号を記入し、〒013‑0063 横手市婦気
大堤字西野38 横手やきもの研究会 小林忠通あて郵送
●問合せ／横手やきもの研究会 小林さん
32‑3952

献血日程
月日・地域

実

施

場

所

10月20日（水）横手市役所 山内庁舎
山 内
特別養護老人ホーム鶴寿苑
10月20日（水）
県平鹿地域振興局
横 手

実施時間
13：15〜14：45
15：30〜16：30

10月21日（木）ＮＴＴ東日本‑秋田 横手ビル 9：30〜11：00
横 手
12：30〜16：30
平鹿総合病院
10月29日（金）ＪＡ秋田ふるさと駅前本店
横 手
横手興生病院

種類

10：00〜12：00

全血

10：00〜11：30
15：30〜16：30
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暮らしのカレンダー

第42回よこて菊まつり
10/15

10/

15

金

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
心
心 十文字町幸福会館

11/5

26-3274

第54回 高松宮賜杯全国軟式野球大会２部横手大会

16

土

～18日(競技)、グリーンスタジアムよこてほか

大鳥井山遺跡国史跡指定記念イベント
13：00～、あさくら館

17

日

18

月

19
20
21

火

22

金

水
木

道の駅さんない『新そばまつり』 ～18日、10：30～15：00
増田地域センターまつり 10：00、増田ふれあいプラザ
急 市立横手病院（渡辺医師） 32-5001
急
児 平鹿総合病院（無江医師） 32-5124
児
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 45-4848
行
行 雄物川保健センター 10：00～15：00
行
行 大森コミュニティセンター 9：30～12：00
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
法
法 市役所南庁舎 13：00～15：00、市総務課 35-2161
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）

〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号

行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
法
法 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
10：00～12：00、社協・山内福祉センター
行 心
心 社協・大雄福祉センター
行

53-3009

北海道・東北Ｂ-１グランプリ in 横手

TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

23

土

24

日

25
26
27
28
29

月

金

第42回 よこて菊まつり ～11月７日

30

土

市制施行５周年記念農業祭 ～31日、横手体育館周辺
エコライフフェスタ22

31

日

11/

火
水
木

1

月

2
3
4
5

火
水
木
金

～24日、
10：00～16：00、関連情報は３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
バドミントン日本リーグ横手大会 8：00～、横手体育館
急
急 雄物川クリニック（雄物川） 22-5511
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
児

第６回 横手市社会福祉大会 詳しくは８ページ
心 大森コミュニティセンター
心
心
心 雄物川コミュニティセンター
心 増田地区多目的研修センター
心
ップ

クア

ピッ

Pick

up!!

～31日、よこてイーストにぎわいひろば（横手駅前）
急 市立横手病院（曽根医師） 32-5001
急
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児
法
法 相談予約受付開始（11/17分） 市総務課 35-2161
法
法 十文字町幸福会館
10：00～12：00、社協・十文字福祉センター 42-5858
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心

ップ

クア

P

■10月29日（金）〜11月７日（日）
昭和44年から続く横手の
秋の風物詩です。愛好者が
丹精込めて育てた見事な菊
の芸術作品を、ぜひお楽し
みください。
秋田ふるさと村会場では
ノブくん、スギッチ、やき
ッピによる風船プレゼント
（10/31・11/3）もあります。
◆時 間／９：30〜17：00
◆場 所／秋田ふるさと村、よこてイースト
にぎわいひろば（横手駅前）
◆内 容／第42回横手市菊花展示会、第34回秋
田県菊花展示会、横手菊の会制作場
面展示、玉菊アート
◆その他／菊の仕立て方講座（10/30・31、10：30）、
つきたて餅の振る舞い（10/31、11：30）、
小菊販売（11/6・7、10：00〜16：00）
※秋田ふるさと村会場で開催します
◆問合せ／（社）横手市観光協会
33‑7111
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

第10回平鹿りんご味覚まつり
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■11月３日（水）
りんごにちなんだ楽し
いイベントのほか、りん
ご狩り体験やりんごの新
品種の試食、いものこ汁
の販売なども行われます。
りんごの里として広く知
られる平鹿町の魅力たっ
ぷりの『平鹿りんご味覚
まつり』に、ぜひご来場
ください。
◆時 間／10：00〜14：30
◆場 所／ときめき交流センター『ゆっぷる』
◆内 容／もちまき、農産物販売、りんごを使
ったゲーム（りんご皮むき競争・り
んごの重さ当てなど）、ゴールドク
レストの苗木プレゼント、ゆっぷる
のりんご風呂など
◆問合せ／平鹿地域局産業建設課
24‑1118
無料映写会
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急
（横手） 32-9461
急 針生皮膚科内科医院
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心
心 十文字町幸福会館
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

〜 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

17日（日）「森のリトル・ギャング」
【83分】
24日（日）「ポケットモンスター／ダイヤモンド＆パール
ディアルガVSパルキアVSダークライ」【90分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,054人（‑92）／ 34,273世帯
（+14）
48,036人（‑38）
53,018人（‑54）
※９月末現在（前月末比）

〕
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第10回 平鹿りんご味覚まつり
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