11.15
主な内容

農業産出額の向上を目指して

『産地収益力向上と６次産業化へ向けて』をテーマに行われたパネルディスカッション

横手市市政施行５周年 農業祭
農業担い手表彰の受賞者 （左から）農事組合法人アグリ
白藤代表の林輝夫さん（平鹿）、新山武さん（十文字）、佐藤
俊悦さん（雄物川）
168の個人や団体が花きや菌床キノコなど262点の農産物を出品
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●市政の窓（秋の叙勲・褒章、農業祭ほか）…１〜３ ●
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…８〜10

月 日・ 日の両日︑市
政施行５周年を記念した農業
祭が︑横手体育館とその周辺
を会場に行われました︒
初日は︑農業担い手フォー
ラムが開催され︑集落営農組
織の構成員や認定農業者など
３００人が参加︒はじめに農
業担い手表彰として︑農業経
営の確立を目指し意欲的に経
営や技術改善に取り組む１団
体２個人を表彰しました︒
続いて﹃日本農業は成長産
業に変えられる﹄と題し︑宮
城大学副学長・大泉一貫氏が
講演︒﹁農産物を作るだけの
農業ではなく︑顧客ニーズを
把握し他産業から経営のノウ
ハウを学ぶことで︑生産性を
高めることが大事︒地域全体
で新しい物を創出する必要が
ある﹂と呼びかけました︒
パネルディスカッションで
は︑飲食業や農業関係者６人
のパネラーが販売戦略などを
発表︒今後の農業のあり方に
ついて﹁農・工・商が連携し
得意分野を融合することで︑
６次産業として起業できるビ
ジネスプランを共有する場が
必要﹂と提案しました︒
最後に︑横手市の農業生産
額向上を目指して全力で取り
組むことを宣言し︑参加者全
員で確認し合いました︒
10

30

31

市政の窓（行政報告）

市政の窓（行政報告）

31

地元の食と農の魅力を再認識

10

特設キッチンで料理する学校栄養士

９人が栄えある受章

平野恒夫氏（大森・74歳）

22

市制施行５周年農業祭﹃地産地消食育フェスタ﹄

■オンエア中の番組紹介
○サークルサークル…横手で活躍してい
よこてにぎわい
る方々や団体にスポットを当てて紹介
イベントＦＭ情報局
します。
（毎週水曜・10：00〜10：30）
○まっき〜とゆこリン♪のドリームファーム…農家の方をゲ
ストに迎え、農産物の魅力とライフスタイルを熱く語って
いただきます。
（毎週木曜・13：00〜13：45）
○ＢＲＯＮＺＥ 音のある風景…秋田にこだわり活動する「ＢＲ
ＯＮＺＥ」Ｃｈｉｈｏが、楽曲や活動状況を発信。
「夢は叶う」と
いう熱いメッセージを伝えます。
（毎週金曜・9：00〜9：30）

平成 年秋の叙勲ならびに褒章が発表されました︒横手市
からは叙勲７人︑危険業務従事者叙勲１人︑褒章１人のあわ
せて 人の方が晴れの栄誉を受けられました︒
受章された皆さんに心からお祝い申し上げます︒

FAX 38‑8856

瑞宝単光章

38‑8855

︻消防功労︼

スタジオ直通

叙 勲
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こちら、
周波数

地元にこだわった、ホットな
情報をお待ちしています!!

９

元大森町消防団分団長

味噌を使った郷土料理﹃いも
のこ汁﹄は地産地消にふさわ
しい料理が並びました︒
会場からは﹁たった１時間
でこれだけの品数や栄養バラ
ンスにも配慮した料理を作り
上げたことは︑すばらしい﹂
との声も聞かれました︒料理
を試食した市長をはじめ︑中
学生２人を含む６人の審査員
は︑両チームの学校給食の域
を超えた出来映えに感動して
いました︒
その後︑料理研究家の土井
善晴氏の﹃暮らしの中の食文
化﹄と題した講演が開催され︑
来場者は食と文化について興
味深く聞いていました︒

【訂正とお詫び】
市報よこて11月１日号の記載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。
●６㌻下段『横手の川』中、「浄法寺川」は「上法寺川」の
誤りでした。

2010.9.25▼▼▼ 2010.12.31

伊藤耕作氏（平鹿・84歳）

元横手平鹿広域市町村圏組合
消防司令長
畠山光三氏（平鹿・70歳）

瑞宝双光章

■10月定例教育委員会の審議内容（10月25日）
◎横手市教育委員会委員長選挙
小松恵里子氏を再任
◎横手市教育委員会委員長職務代理者の指定
石成千氏を再任

22‑2151

︻教育功労︼

このたび制定された『横手市民歌』のＣＤ（６曲
入り）を、実費（100円）にて頒布します。
ご希望の方は、総務課（本庁南庁舎内）または各
地域局地域振興課までお越しください。
◆申込み・問合せ
市総務企画部総務課総務担当
35‑2161
または各地域局地域振興課

● 問合せ 教育総務課

元農林業センサス調査員

秋

叙勲
の
褒章

農業祭２日目の 月 日に
は︑﹃地産地消食育フェスタ﹄
と題してさまざまな催しが開
催されました︒
地場産物を使った﹃学校給
ア
ド
バ
ン
ス
食ＡＤＶＡＮＣＥ﹄では︑市
内学校栄養士が５人ずつ２チ
ームに分かれ︑趣向を凝らし
た学校給食づくりに挑戦︒特
設キッチンで調理している栄
養士の手元が︑会場の大型ス
クリーンに映し出され臨場感
が伝わってきました︒
栄養士は学校給食について
﹁和食・洋食・中華をバラン
スよく献立に取り入れるよう
に工夫している﹂や﹁味付け
は薄めにし︑子どもたちが食
べる時に丁度よい味加減にな
るようにしている﹂と日ごろ
の心がけを話しました︒
調理時間１時間以内にそれ
ぞれ主食︑主菜︑副菜︑汁物︑
デザートとして５〜６品を作
り上げた両チーム︒その中で
も市内で採れたしいたけ︑エ
リンギ︑しめじをふんだんに
入れた﹃きのこピラフ﹄や︑
原材料がすべて横手産の横手

10月

教育委員会短信

渡會 忠氏（横手・75歳）
危険業務従事者叙勲

10

髙 邦生氏（山内・73歳）

︻消防功労︼

52

飛澤健助氏（増田・71歳）

瑞宝双光章

11

横手市民歌のＣＤを頒布します

ＣＤの内容（全６曲・歌詞カード入り）
１．女声２部合唱
２．混声３部合唱
３．ピアノ伴奏（伴奏のみ） ４．吹奏楽演奏（演奏のみ）
５．合唱＆吹奏楽（市制施行記念式典で発表したもの）
６．オルゴール曲

3

53

︻消防功労︼

※一般コミュニティ助成事業は、地域コミュニティ
の健全な発展と宝くじの普及広報のため、宝くじ
の収益を財源として、自治総合センターが実施し
ている助成事業の制度です。

元須川小学校長

褒 章

今回の宝くじ助成で購入した直径１尺５寸の
長胴太鼓３台と折りたたみ斜台12台

元山内村消防団副団長

︻統計調査功績︼

10

元増田町消防団副団長

藍綬褒章

月 日︑東京都・府中の
森芸術劇場で開催された第
回東日本学校吹奏楽大会で︑
雄物川高校吹奏楽部が金賞を
受賞しました︒
同校吹奏学部は︑８月１日
に秋田市で行われた全日本吹
奏楽コンクール第 回秋田県
大会小編成の部で︑４年連続
の金賞を獲得︒９月 日︑福
島県郡山市で開かれた全日本
吹奏楽コンクール第 回東北
大会でも金賞を受賞し︑２年
連続で小編成の部の全国大会
にあたる東日本学校吹奏楽大
会への出場を果たしました︒
東日本大会でも日頃の練習
の成果を存分に発揮し︑堂々
とした演奏を披露︒同校初の
金賞受賞に輝きました︒
10

下タ村勲氏（山内・70歳）

瑞宝単光章

︻消防功労︼

雄物川高校吹奏楽部

平成22年度

元横手市山内消防団長

元沼館小学校長

古屋粂子氏（十文字・75歳） 橋本尚志氏（雄物川・79歳）

東日本学校吹奏楽大会 金賞

瑞宝双光章

保護司

瑞宝単光章

田根森地区会議では、宝くじの助成金を
活用し、和太鼓保存活動の練習などに使わ
れる長胴太鼓などを購入しました。
大雄地域では、平成４年に大雄太鼓愛好
会が発足。以来、和太鼓が小・中学生の体
験活動にも取り入れられ、地域の伝統芸能
を保存・伝承しようとする気運が高まって
いますが、使用可能な太鼓が９台しかなか
ったため、太鼓３台と台座12台（既存分も
含む）を揃えました。
今後は、中学生の体験学習のほか、大雄
太鼓や地元に伝わるさいさい囃子の通年練
習も可能になり、伝統文化の継承と地域の
コミュニティ強化が図られることが期待さ
れます。

︻消防功労︼

一般コミュニティ助成

︻教育功労︼

雄物川高校、初の金賞受賞

瑞宝双光章

第10回東日本学校吹奏楽大会

︻更生保護功労︼

栄光

瑞宝双光章

宝くじの収益は、
広く社会に役立て
られています。
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市からのお知らせ

行政情報便

information

政情報便

水道管の凍結にご注意ください

墓

園

市営墓園の使用者を随時受け付けています

水道の凍結事故にご注意ください
＝使用は先着順で満了の場合は受け付けできません＝
例年、12月から２月にかけて、水道の凍結事故が多発 【十文字墓園】 横手市十文字町梨木字堤ノ上56番地
します。水道が凍結すると、水が使えないだけでなく、 ◆募集区画
修理に多額の費用がかかりますので、真冬日や外気温が
○規制墓地（間口２ｍ×奥行２ｍ）…25区画
氷点下になったときなど、水道を長期間使用しない場合
お骨を入れるカロート付きで、規定の墓石と花立を
は特にご注意ください。
建てていただきます。
水抜き栓の開閉は確実に行ってください
【永代使用料170,000円、管理手数料2,000円（年間）】
凍結防止には、水抜き栓による水道管の水抜きが効果 ◆問 合 せ 十文字地域局市民福祉課 42‑5113
的ですが、開け閉めが不完全だと地下部分から漏水する
【傾城塚墓園】 横手市平鹿町浅舞字横手街道北135‑1
ことがありますのでご注意ください。この場合、水道料
◆募集区画
金の漏水減免の対象にはなりません。
○規制墓地（間口２ｍ×奥行２ｍ）…８区画
万が一、凍結・破裂したときは…
墓石形状・寸法が規定されています。
水道の凍結・破裂により漏水した場合は、すぐに『横
【永代使用料260,000円、管理手数料1,500円（年間）】
手市指定給水装置工事事業者』にご連絡ください。
◆問 合 せ
平鹿地域局市民福祉課(ゆとり館内) 24‑0007
<<< 冬期間の検針について >>>
けい せい

◎横手地域・増田地域・大森地域
冬期間も検針します。メーターボックス付近の除
雪にご協力ください。積雪や雪囲いなどで検針できない
場合は、推定料金で賦課し、後で精算します。
◎平鹿地域・山内地域・大雄地域
12月から冬期推定に入ります。
◎雄物川地域・十文字地域・増田地域で直読メーターの付
け替えをしたもの
１月から冬期推定に入ります。
※冬期推定の地域は、昨年度冬期間の使用水量を基に計算
し、『冬期間水道料金のお知らせ』で推定料金等を通知
します。推定料金等を変更したい場合は、下記までご連
絡ください。なお、来年５月の検針により、推定料金の
精算を行います。

◆問合せ 上下水道部水道総務課料金収納担当
（横手庁舎内） 32‑2758

議会を傍聴しませんか

【大森墓園】 横手市大森町上溝字白山下16‑11
◆募集区画
○規制墓地(間口２ｍ×奥行２ｍ)…59区画
墓石形状・寸法が規定されています。
○自由墓地（間口２ｍ×奥行２ｍ）…45区画
墓石寸法等に制限はありますが比較的自由に使用可。
【永代使用料160,000円、管理手数料2,000円（年間）】
◆問 合 せ 大森地域局市民福祉課 26‑4030
＝共通事項＝
申込条件
市内に現住所か本籍を有すること。
※本籍が市内にあり現住所が市外の場合は、市内に現
住所を有し独立の生計を営む代理人をおく必要があ
ります。
申込方法
墓園所在地の各地域局市民福祉課窓口に備え付けの申
請書に必要事項を記入し、提出してください。

市議会12月定例会開催
（予定）
のお知らせ

5
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環

境

在宅医療廃棄物の排出方法を確認しましょう

一般家庭から出る在宅医療廃棄物は、ルールを守り排
出しましょう。
■市で収集する
栄養バッグ類、チューブ類、針のつかない栄養剤注入
用注射器など⇒ 可燃ごみ
※チューブは30㎝以下に切断
※オムツやストーマ類は汚物を捨ててから排出
※新聞紙に包む、別袋に入れるなどは任意
■市で収集しない
注射器・針、薬品の入ったビン、インシュリンのペン
型自己注射器・針など
⇒ 医療機関で回収
︻注意︼

議会の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、団体で希望され
る場合は事前に議会事務局までご連絡ください。
◆会 期
11月25日（木）から12月15日（水）までの21日間
◆日 程
11月25日（木）本会議【開会、議案上程ほか】
12月６日（月）本会議【一般質問】
12月７日（火）本会議【一般質問】
12月８日（水）本会議【一般質問、請願・陳情委員
会付託】
12月15日（水）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時 間 午前10時から
（15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

(※医療機関等の指導に従って処理してください)

◆問合せ 市福祉環境部環境課(大雄庁舎内) 35‑2184

契

平成23・24年度

約 指名競争入札参加資格申請書を受け付けます

駅前でこんなことがしたい！
あんなことができたらイイのに… 一緒に賑わいたい！！
にぎ

来年４月オープン『Ｙ２ぷらざ』

平成23年・24年度において、市が発注する建設工事、
市民応援サポーターを募集します！
測量・建設コンサルタント等の業務、物品および役務の
提供などの競争入札（見積）に参加を希望する方は、申
公共公益施設棟(Ｙ２ぷらざ）やにぎわい広場を有効
請書を提出してください。
活用するための意見や要望、活動企画の提案をしてい
なお、詳細は市ホームページにも掲載しています。
ただける『市民応援サポーター』を募集します！
◆受付期間
《主な活動内容》
12月１日(水)〜平成23年１月31日(月)必着
＊公共公益施設棟(Ｙ２ぷらざ）やにぎわい広場を活
※土日、祝日、年末年始(12月29日〜１月３日）を除く
用した事業の企画・運営に関する意見の提案
◆提出方法
＊利用者モニターとしての意見提案や情報交換
申請書を市ホームページ（契約検査課の『平成23・24年
＊にぎわい創出に向け、利用促進に関するＰＲ
度入札参加資格審査について』）からダウンロードし、 ◆募集人数 約30人・団体※応募多数の場合は書類選考
郵送、持参のいずれかにより提出してください。
◆募集期間 11月15日(月)〜12月３日(金)
※持参の場合は、午前９時から午後５時までの間に、
◆応募資格 下記の要件をすべて満たす方
記載内容を説明できる方がお越しください。
①高校生以上で、市内に居住または勤務している個
人・団体（※高校生は団体としての応募のみ可）
◆資格審査の有効期間および結果の通知
②芸術・文化活動や市民活動など、まちづくり活動
＊資格者名簿の有効期間は２年
への関心意欲のある方
(平成23年４月１日〜平成25年３月31日)
③にぎわい創出、市の活性化に関心意欲のある方
＊資格審査結果は横手市内に本社または契約権限を委
◆応募方法
任された営業所を有する方に対してのみ、平成23年
各地域局地域振興課備え付けの申込書に必要事項を
３月下旬から４月中旬までに書面で通知します。
記入し、郵送・ファクス・メールのいずれかにより
(市外の方は県内・県外申請者名簿に登載されます)
応募してください。※申込書は市ホームページから
◆問合せ・提出先
もダウンロードできます。
〒013‑8601 秋田県横手市条里一丁目１番１号
◆問合せ
横手市役所 財務部契約検査課契約担当(本庁北庁舎)
〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号 横手市役所
0182‑35‑2169、 0182‑32‑4655
総務企画部駅前公共施設準備室
（本庁南庁舎) 35‑2194、
市ホームページ http://www.city.yokote.lg.jp/
33‑6061、 ekimaejumbi@city.yokote.lg.jp

売

市が所有する土地を売却します

却

市有地を一般競争入札により売却します。土地購入
を希望される方は市財務部管財課までお申し込みくだ
さい。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆申 込 期 限
◆入 札 日 時
◆入 札 場 所
◆問 合 せ

売却物件

面

所

在

積

11月24日（水）
11月25日（木） 午後１時30分〜
市役所北庁舎２階 会議室
市財務部管財課（本庁北庁舎内） 35‑2168

地目

最低価格

4,689.42㎡（約1,421坪） 宅地 41,210,013円（ 8,788円/㎡）

物件①

十文字町梨木字羽場下10番115

物件②

大森町上溝字松原４番26

660.00㎡（約 200坪） 宅地

1,070,190円（ 1,622円/㎡）

物件③

安田字八王寺65番67《外１筆》

330.56㎡（約 100坪） 宅地

1,969,891円（ 5,959円/㎡）

物件④

安田字八王寺65番69《外２筆》

426.12㎡（約 129坪） 宅地

2,411,454円（ 5,659円/㎡）

物件⑤

神明町301番１

375.66㎡（約 114坪） 宅地

6,763,112円（18,003円/㎡）

物件⑥

神明町301番２

375.64㎡（約 114坪） 宅地

6,762,752円（18,003円/㎡）

物件⑦

朝倉町６番18《外２筆》

物件⑧

山内黒沢字蒲坂22番９

物件⑨

雄物川町薄井字新城12番１《外７筆》 5,936.97㎡（約1,799坪） 宅地 21,100,000円（ 3,554円/㎡）

2,180.14㎡（約 661坪） 宅地 33,554,657円（15,391円/㎡）
220.90㎡（約

67坪） 宅地

351,072円（ 1,589円/㎡）
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Topics
10

レシーブに反応する三好選手（奥は小森選手）

30
31

平鹿りんご味覚まつり

月３日／ゆっぷる︵平鹿︶
﹃りんご皮むき競争﹄では好記録が
続出︒最高記録は１６２㌢でした︒
11

満開の桜並木を思い植樹

エコライフフェスタ

月 〜 日／よこてイースト
来場者の注目を集めた ﹃木製電気
自動車 ﹄の展示
10

馬上選手の強烈なスマッシュ（手前は下﨑選手）

北海道・東北Ｂ‑１グランプリ in 横手
10月23〜24日／富士見大通り、よこてイースト

﹃よこて黄金月間﹄もいよいよクライマ
ックス︒県内外に横手の魅力を発信し︑私
たちも横手の良さを再確認することができ
た︑まさに﹃収穫の秋﹄となりました︒

24

バドミントン日本リーグ横手大会

月 日／横手体育館
ヨネックスを相手に北都銀行が全勝︒会場に駆けつけ
た地元のファンの声援に応えました︒

高
さ
を
生
か
し
た
楠
瀬
選
手
の
攻
撃

『 よこ
まき。
』も出
同時開
店！
催フー
ドプロ
あきた
横手や
きそば
ンド

北国グルメを求めて12万４千人が来場しました。

第２会場（富士見大通り）
）

よこて黄金月間

卵、ひき肉、福神漬、キャベツに続
け！

審査結果
ゴールドグランプリ 十和田バラ焼き（青森県）
シルバーグランプリ 八戸せんべい汁（青森県）
ブロンズグランプリ
オホーツク北見塩やきそば（北海道）

22

４位
５位
６位

あいがけ神代カレー（仙北市）
いわてまち焼きうどん（岩手県）
黒石つゆやきそば（青森県）

横手や
き
福島県 そばに一番乗
の今野
秋雄さ り！
ん

※横手やきそばをはじめ、歴代Ｂ‑1グランプリ優勝
メニューは審査対象外です

横手やきそばに地場産食材を積極的
に取り入れ
ようと、横手やきそば暖簾会の働き
かけで、地元
農家が中華めんの製造に適した小麦
の栽培に取り
組むことになりました。11月５日、
暖簾会と栽培
にあたる塚堀農事生産組合の関係者
が、10月上旬
に種まきした清水町新田地内の小麦
畑に看板を設
置。50㌃の畑で２種類の小麦を試験
栽培します。

閉会式

第42回 よこて菊まつり
10月30〜11月７日／秋田ふるさと村、よこてイースト
県内外からの見物客が、華やかな菊の共演に酔いしれました。

（十文字）

ふるさとの味で健康づくり

（横手）

増田の朝市『秋の感謝祭』大盛況

（増田）

『咲かせよう ありがとうの花 満開に』

10月31日、境町地区の歴史を探訪するウオーキング
企画に併せ、その参加者約100人を審査員とした『減
塩料理コンテスト』が、ふるさと館で開かれました。
第１位に選ばれたのは、境町婦人会の『ヤーコン入り
サクサク 春巻』。減塩を感じさせない味付けと楽
しい食感が人気を集めました。会場では、地元産のそ
ば粉を使った手打ちそばやいものこ汁も振る舞われ、
参加者はふるさとの秋を存分に楽しみました。

毎月２・５・９の付く日に開催される増田の朝市。そ
の歴史は古く、今から367年前の寛永20年（1643年）が
始まりと言われています。10月29日に、秋の感謝祭が
行われ、出店者が日頃の感謝の気持ちを込めて〝いも
のこ汁〟などを格安で提供し大勢の買い物客でにぎわ
いました。また、朝市を学習した増田小学校３年生と
先生が作詞・作曲した曲『ゆこう増田の朝市へ』が披
露され、秋晴れの空に響きわたりました。

※上記は︑福祉に関する標語・中
学生の部で最優秀賞に輝いた山
田結莉さん︵平鹿中３年︶の作品

11月４日、十文字の県道羽後鳥海線沿いに十文字第
二小学校の５・６年生の児童31人と地域住民約50人が
参加してオカメザクラ43本を植樹しました。美しい環
境をつくり郷土愛を高めようと、平成18年から３年に
わたり三重地区会議でこの道沿いに桜を植樹。さらに
地域の景観の目玉にしようと、十文字地域づくり協議
会が桜並木の拡大を呼びかけました。鳥海山を背景に
満開の桜が咲きそろう春が、とても楽しみです。
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横手やきそば用に小麦を栽培

意見発表をする高橋璃帆さん
（山内小６年）

7

に
輝ぎ
わ
きい
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最沸
高く
横
潮手
に

10月26日、秋田ふるさと村で『平成22年度横手市社
会福祉大会』が開かれ、約500人が参加しました。大
会では、社会福祉に功労または善行のあった個人や団
体など、合わせて11人・４団体を表彰し、３人に感謝
状を贈りました。最後には、横手市と岩手県北上市・
西和賀町の高齢者で構成される劇団『平和座』が『七
人の桜井（さくらい）』という演目を披露。本格的な
舞台運びと、笑いを誘う演技で会場を沸かせました。
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情報〜information〜

相
談

消費生活相談窓口のご案内

内職の斡旋をしています

あっせん

﹁身に覚えのない請求書がクレ
ジット会社から送られてきた﹂
などの相談が増えています︒架
空請求や多重債務などの様々な
トラブルについて無料で相談を
受け付けています︒
◆相談窓口／消費生活相談窓口
︵横手庁舎１階︶
３２︲２１１１
◆問合せ／市産業経済部商工労
働課 ４５︲５５１６

お知

そ

座 作るクリスマスリース ﹄
アトリエオリーブの菅原純子
氏を講師に迎え︑クリスマスリ
ースを作ります︒
◆日時／ 月２日
︵木︶午前 時
分︵受付開始︶〜 時
◆場所／平鹿生涯学習センター
◆材料費／１︐０００円
◆定員／親子 組
◆託児／あり︵要予約︶
◆申込み／さんない子育て支援
センター ５３︲２１７２

︻あなたも地域も元気になる
﹃身
平鹿総合病院・栄養科栄養技
の丈起業講座﹄〜コミュニティ
師長の木村京子氏から食生活改
ビジネスマイスターになろう〜︼ 善の情報提供を受けた後︑大人
︵土︶
・ 日
︵日︶
・ の食育について意見交換会を開
◆日時／ 月 日
月 日
︵土︶
・ 日︵日︶
・ 日
催します︒
︵土︶
・ 日
︵日︶
︑午前 時
◆日時／ 月 日
︵火︶午後１時
分〜午後４時
分〜 時 分
◆場所／サンサン横手
◆場所／市就業改善センター
︻観光推進事業講演会〜自然体験・ ◆定員／ 人︵参加無料︶
アウトドアで町も人も元気に〜︼ ◆申込期限／ 月 日
︵水︶
◆日時／ 月 日
︵火︶
午後１時 ◆申込み／秋田農政事務所地域
分〜午後５時
第三課
◆場所／県南部男女共同参画セ
０１８３︲７３︲０１０３
ンター
◆申込み／横手市雇用創出協議 募
地域づくり活動に取り組
集 んでいる方を表彰します
会事務局︵市商工労働課内︶
４５︲３９９０
﹃元気なふるさと秋田づくり﹄
顕彰事業として地域づくり活動
﹃メディカル・ に継続的に取り組み︑その活動
講 横手分校主催
座 サイエンスカフェ 横手﹄ が今後も地域で広がることが見
秋田大学医学部・長谷川仁志 込まれる団体や個人を募集し表
教授が﹃動脈硬化発症のメカニ 彰します︒
ズムと予防・治療のポイント﹄ ◆応募期限／ 月 日︵火︶
と題して最新の医学情報をわか ◆申込み／県平鹿地域振興局総
りやすく解説します︒参加者と
務企画部地域企画課
の自由な意見交換も行います︒
３２︲０５９４
※電話での事前申込みが必要
◆日時／ 月 日
︵水︶
午後６時 お 知 一般県道・野崎十文字線
ら せ が開通します
〜７時 分
◆場所／かまくら館
◆供用開始／ 月 日︵木︶正午
◆定員／ 人
◆区間／平鹿町浅舞字加羽後地
◆参加費／無料
内から浅舞字福田地内
◆申込み／秋田大学横手分校
◆問合せ／県平鹿地域振興局建
３８︲８３０４
設部工務課 ３２︲６２０９

横手市雇用創出協議会
︻いぶりフリースタイル部門︼ 講
講 市立図書館主催
講 ﹃食に関する意見交換会﹄
座﹃図書館教養講座﹄
座 各種セミナー等のご案内
座 参加者募集！
◆要件／大根以外の燻製食品
イズミヤ出版代表・泉谷好子氏 ◆参加資格／市内に住所を有す
る個人または団体︑フリース
が﹃自分史を書くということ・
タイル部門は市内外を問わず
楽しみとしての自分史入門﹄と
題して講演します︒随筆家で市 ◆申込期限／ 月 日
︵金︶
図書館協議会会長・川越良明氏 ◆申込み／市産業経済部マーケ
との対談も行います︒
ティング推進課
◆日時／ 月 日︵土︶
午後２時
４５︲５５３７
〜 時
◆場所／かまくら館
講
第７回上級救命講習会
座
◆参加費／無料
◆問合せ／市立中央図書館
︵雄物 ◆日時／ 月 日 日
( 午)前８時
分〜午後５時 分
川図書館︶ ２２︲２３００
◆場所／市消防本部
◆内容／心肺蘇生法︑ＡＥＤの
催 よこてアーカイブズ
し﹃横手・平鹿﹄展
使用方法︑応急手当など
昭和 年代以降の横手・平鹿 ◆定員／ 人
を紹介した県政映画の上映や︑ ◆対象／中学生以上の方
公文書のパネルを展示します︒ ◆参加費／無料︵昼食持参︶
◆期間／ 月 日︵金︶
〜平成
◆申込み／市消防本部救急課
年３月 日︵月︶
︑午前９時〜
３２︲１２４７
午後６時
︵年末年始休館︶
◆場所／こうじ庵︵鍛冶町︶
講 第７回育児講座﹃ママが
◆問合せ／横手地域局市史編さ
ん室 ３５︲５７２２

◆募集種目／高等工科学校生徒
◆受付期限／平成 年１月７日
日
︵金︶
◆受験資格／ 歳以上 歳未満
の男子︵中学校卒業者及び予
定者︶
◆試験日／平成 年１月 日
︵土︶
◆申込み／自衛隊横手地域事務
所 ３２︲３９２０

第２回﹃地域インターネ 募 自衛官
︵特別職国家公務
集 員︶を募集します
座 ット体験研修会﹄

くん

らせ
﹃第５回山内いぶりんピッ
募
集 ク﹄出場者を募集します
現在求人中の内職情報を提供
しています︒希望の職種がない
いぶりがっこと燻製食品の美
場合でも登録していれば︑求人 味しさを競う﹃第５回山内いぶ
があった際に紹介します︒事業 りんピック﹄を平成 年１月
所からの求人も受け付けていま 日に開催します︒
す︒
︻いぶりがっこクラシカル部門︼
◆問合せ／市産業経済部商工労 ◆要件／添加物は天然由来に限
定した︑いぶりがっこ︵大根︶
働課 ４５︲５５１６

講
インターネット接続の基本的
な操作や年賀状作成を学びます︒
◆日時／ 月 日︵土︶午前９時
分︵受付開始︶〜
分
◆場所／県立横手養護学校
◆参加費／無料
◆定員／ 人程度
◆申込み／県立横手養護学校
３３︲４１６６

15：15〜16：15

講

13：45〜14：30

横手市役所 増田庁舎

お 知 保険年金の税務上の取り
ら せ 扱いが変更されます

ＪＡ秋田ふるさと増田総合支店 10：00〜10：45

全血

東北農政局平鹿平野農業水利事業所 15：15〜16：15

平成 年度商標活用講習会

11月30日(火) タカヤナギ・グランマート婦気店 12：30〜13：30

座
相続︑贈与により取得した生
命保険契約や損害保険契約等に
係る年金の所得税の取り扱いが
変更になります︒所得税の還付
を受けることができる場合もあ
ります︒詳しくは国税庁ホーム
ページをご覧いただくか︑横手
税務署にお問い合わせください︒
◆問合せ／横手税務署
３２︲６０９０

りんごの里福寿園
増 田

12：00〜13：00

12月１日(水) ＪＵＫＩ電子工業㈱

10：00〜11：15

平鹿農業共済組合

商標の基礎知識やインターネッ
ト検索︑
出願手続きの講習会です︒
◆日時／ 月 日︵金︶午後１時
分〜４時
◆場所／しすてむ工房
︵外ノ目︶
◆対象者／パソコンで文字入力
ができる方
◆定員／先着 人︵参加無料︶
◆申込み／秋田県知的所有権セ
ンター
０１８︲８６０︲５６１４

24

東日本高速道路㈱東北支社横手管理事務所 14：00〜14：45
横 手

お 知 オウム真理教犯罪被害者
相 ﹃女性の人権ホットライ ら せ 等給付金のお知らせ
談 ン﹄強化週間

オウム真理教の犯罪行為によ
り被害を受けた方︑またはご遺
族の方に支給される犯罪被害者
等給付金の申請期限は 月 日
です︒被害の程度に関わらず︑
病院を受診したことのある方は
対象になる可能性があります︒
◆問合せ／横手警察署警務課
３２︲２２５０

30

13：15〜16：30

成分
10：00〜12：00

11月19日(金) 県平鹿地域振興局
横 手
横手市役所 横手庁舎

種類
実施時間

実 施 場 所
月日・地域
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30

25

11

30 30

11

11

３ 11

30

18

30

◆改正内容
・秋田新幹線『こまち号』の列車番号が変わります
・奥羽本線では、湯沢駅・横手駅・大曲駅の停車時間を
見直し、新庄〜秋田間の到着時間が短縮されます
・北上線では、東北新幹線『はやて号』の新設や『やま
びこ号』の時刻変更に合わせ、北上線の時刻を見直し
北上線経由の首都圏到着時間が短縮となります
・『リゾートしらかみ号』青池編成にハイブリット車両
を投入します
※横手駅では新駅舎工事のため仮駅舎で営業を行ってい
ます。駅舎内が大変狭く、お客さまには大変ご迷惑を
おかけしています。駅舎完成まで、ご理解とご協力を
お願いします。
◆問合せ／横手駅 32‑4048

献血日程

12

12

11

４

19

21

10

in

ダイヤ改正を実施します

20

５

30
分

12月４日(土）東北新幹線「新青森駅」開業に伴い

９

30

24

24

30

11

11

30 11

60

12

30

12

30

２0１0ＦＩＢＡ世界選手権日本代表・櫻田佳恵・藤吉佐緒里
両選手も参戦。世界のトッププレイをぜひご観戦ください。
◆日 時／12月11日(土)午前８時30分開場
◆場 所／増田体育館
◆日 程／第１試合午後１時〜、トヨタ紡織VSエバラ
第２試合午後３時〜、トヨタ自動車VSシャンソン化粧品
◆入場料／一般・大学生2,000円、中高生1,200円、小学生700円
※当日券は一般・大学生500円、小中高生300円増
◆チケット販売／横手体育館、増田体育館ほか
◆問合せ／増田体育館 45‑3660

22

30

23

28

17

◆応募方法・応募条件／横手市観光連盟のホームページ
（http://www.yokote‑kankou.jp/）でご確認いただくか、
電話でお問い合わせください。
◆撮影期間／第１期：10月〜平成23年１月、第２期：平成
23年２月〜５月、第３期：平成23年６月〜９月
◆締め切り／各撮影期間の翌月15日。
◆主催・問合せ／横手市観光連盟 38‑8652

第12回Ｗリーグ in Yokote‑Masuda大会
女子
バスケ

23

23

12

あなたの横手ピカイチシーンを写真で教えてください

27

26

15

23

17

12

横手市の中で、
『こんな
季節のこの風景が好き』
『ここの窓から見える眺
めがほっとします』など
『私の１番の風景・スポ
ット』をコメント付きの写真で教えてください。
見せます！聞かせます！泣かせます！平均年齢80歳以上の
総合芸能一座『山内唄おう踊ろう会』が、山内地域の７団体
と共に元気な高齢化社会を願い発表会を開催します。
（先着250人に手作り福袋と紅白餅をプレゼント）
◆日 時／11月27日(土)午後１時〜３時30分
◆場 所／山内体育館 ◆入場料／無料
◆問合せ／実行委員会事務局 高橋さん 090‑2362‑0797

11

21 11

information
11
時
30

21

30

☆ 横ピカ ☆
・・

27

３

10

月 日︵月︶
〜 日︵日︶
は女
性の人権問題の解決を図るため
の強化週間です︒相談無料で︑
強化週間中は土日も対応します︒
◆専用相談電話／ホットライン
０５７０︲０７０︲８１０
◆問合せ／秋田地方法務局
０１８︲８６２︲１４４３
15

30

地産地演『山内唄おう踊ろう会30周年記念発表会』

４

30

報

情
11

20

12

22

30

30

11

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

散歩とカツ丼 ベスト・エッセイ集 ̀10年版
日本エッセイストクラブ編／文藝春秋

小説が遠足だとしたら、エッセイ
は散歩である。ゲバラの髭はかっこ
いいか、上野の西郷さんが見つめる
ものは、永井荷風とカツ丼…結末と
いう目的地のない歩行は楽しいもの。
本書には、川越良明「石橋湛山と銭
湯」ほか、昨年発表されたエッセイ
作品の中から50篇を収録。
図書館では同氏をゲストに「楽し
みとしての自分史入門」と題した講座を開催する。この
秋、自由気ままながら冷や酒のように効いてくる、そん
【雄物川図書館】
な散文の魅力にふれてみては。
ひげ

ぺん

休

館日

お出かけ前に
ご確認ください

新着図書の紹介

横手図書館

診

療所

11月17・24日、
12月1日
増田図書館 11月15・22・29日、
12月1日
平鹿図書館 11月16・23・30日、
12月1日
雄物川図書館 11月17・24日、
12月1日
大森図書館 11月15〜23・30日、
12月1日
十文字図書館 11月17・24日、
12月1日
山内図書館 11月20・21・23・
27・28日
大雄図書館 11月15・18・21〜23・
25・29日
雄物川資料館 11月22・24・29日
ゆっぷる
11月17日
ゆとり館
11月16・23・30日
えがおの丘 11月22・29日
大森健康温泉 11月22・29日
ゆとりおん大雄 11月18日
南部シルバーエリア 11月22・29日
子どもと老人のふれあいセンター
11月22・29日
健康の駅トレーニングセンター
東部
11月17・24日、
12月1日
西・南部
11月20・21・27・28日

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 11月17・24日（水）
診 療 日 11月17・24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 11月22日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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一般向け

〔 〕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

・三毛猫がくれた幸福／矢口高雄〔増・雄〕
・寅さんから学んだ大切なこと／皆川一〔平〕
・日本の恐ろしい真実／辛坊治郎〔森〕
・明るい原田病日記／森まゆみ〔十〕
・１食100円「病気にならない」食事／幕内秀夫〔横〕
・森の声がきこえますか−生物多様性・消えゆくものた
ちの叫び−／藤原幸一 写真・文〔平・雄〕
・生命と偶有性／茂木健一郎〔平〕
・熊−人類との「共存」の歴史−／ベルント・ブルンナー〔雄〕
・告解者／大門剛明〔横・雄〕
・夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです／村上春樹〔横・増・森〕

児童・生徒向け

・生きてるだけで100点満点／日野原重明〔雄〕
・すうじであそぼう／いしかわまさゆき〔十〕
・トミカ超図鑑／ポプラ社〔横・平〕
・音楽室の日曜日／村上しいこ〔増〕
・だいじょうぶ３組／乙武洋匡〔森〕

絵

本

・【しかけ絵本】やさいさん／tupera tupera〔横〕
・【写真絵本】１ねん１くみの１日／川島敏生〔雄〕

12月のおはなし会（会場：各図書館)

・12月11日（土）午前10時30分／十文字
・12月18日（土）午前10時30分／増田
・12月19日（日）午前10時30分／横手・雄物川・大森

『読書に関する作品コンクール』募集締め切りました

たくさんのご応募ありがとうございました。審査結果
の発表は平成23年１月下旬以降、ご応募いただいた方へ
の記念品の発送は３月を予定しています。

い

情報〜information〜

どばたプラザ
idobata plaza

年賀状作成無料講座
●日時／11月20日(土)・27日(土)、午後１時〜３時 ●
場所／横手パソコン（赤坂）※要予約 ●申込み／下田さん
33‑0043
横手吹奏楽団『第38回定期演奏会』
●日時／11月21日(日)午後２時開演 ●場所／横手市民
会館 ●入場料／前売500円、当日600円、小学生以下無料
●問合せ／加藤さん
080‑5562‑3556
ディンプルアート
（ガラスの塗り絵）教室
●日時／11月22日(月)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15人程度 ●問合せ／一戸さん 25‑3560
いちのへ

日本将棋連盟横手支部『11月将棋例会』
●日時／11月28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
太極拳無料体験教室
初心者から経験者まで一緒に太極拳をしてみませんか。
●日時／11月30日(火)・12月10日(金)、午後２時〜３時
30分 ●場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター（十文字）※内ズック
持参 ●問合せ／安藤さん
080‑1809‑5973
横手おやこ劇場 第70回鑑賞活動（人形劇）
●日時／12月１日(水)午後７時〜 ●場所／かまくら館
●会費／入会金200円、月会費800円（３歳以下無料） ●
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）
南部シルバーエリア 各種イベント案内
【親子創作活動『チャレンジ・ザ・冬』】
●開催日・内容／12月４(土)〜５日(日)陶芸、18日(土)
エコバッグ作り、23日
（木）手作りバター、25日（土）手打
ちそば、26日
（日）干支の土鈴に色付け、１月８日（土）モ
ーターカー作り ※詳しくはお問い合わせください
【料理教室】ひれ肉のチンジャオロースーほか
●日時／12月12日(日)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／11月
16日(火)〜12月７日(火) ●持ち物／エプロン、筆記用具
●問合せ・申込み／南部シルバーエリア
26‑3880
南の館 月例市民将棋大会
●日時／12月５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
第21回
『市民と集う看護フォーラム』笑いと健康パート３
新人看護職によるキャンドルセレモニーや『アカデミ
ック漫談〜笑いは幸せへのかけ橋〜』と題し人星亭喜楽
駄朗氏による特別講演も開催します。
●日時／12月５日
（日）午後１時30分〜４時 ●場所／か
まくら館 ●入場料／無料 ●問合せ／横手市看護協議会
（市立横手病院内）佐藤さん
32‑5001
歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／12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／シクラメン
のかほりなど20曲以上 ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811
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暮らしのカレンダー

第５回 横手市民ステージ祭
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〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号
TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061
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■12月４日（土）
・５日（日）

行
行 大森コミュニティセンター 9：30～12：00
心
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
健康相談・栄養教室 10：00～11：00、大森健康温泉
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

東北税理士会横手支部『税の無料相談会』
日
会

時／11月17日（水）10：00～16：00
場／会員の各税理士事務所
※お近くの税理士事務所でご相談ください
問合せ／東北税理士会 横手支部
33-2642

大野靖之 学校ライブ 13：15～、大雄中学校

市内の芸術文化団体・36団体が出演します。
５日（日）の午後に行われる合唱グループの発表
では、最後に横手市民歌などを大合唱します。
◆時 間／10：00〜16：00（入場無料）
◆場 所／秋田ふるさと村ドーム劇場
◆問合せ／市教育委員会生涯学習課
22‑2155

横手市男女共同参画都市宣言２周年記念フォーラム

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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

13：30～、市役所南庁舎
急
急 市立横手病院（高橋和彦医師） 32-5001
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児

第８回 横手市増田

民俗芸能フェスティバル

月

勤労感謝の日

12/

12/5

ップ

クア
ピッ

ップ
クア
ピッ

P

!
up!
ick

■12月５日（日）
急
急 下田内科消化器科医院（増田） 45-5800
心
心 雄物川コミュニティセンター

ひろみちお兄さんの児童虐待防止講演会( 無料当日券
もあります )
18：00～、横手市民会館、市子育て支援課 35-2133
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
法
法 社協・雄物川福祉センター
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
ウオーキングデー 9：00～、かまくら館サンルーム集合
急
急 あさのクリニック（横手） 32-7600
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児
行
行 雄物川保健センター 10：00～12：00

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

〜県立近代美術館では企画展を開催中！〜

入場

『知ってる？秋田のお宝コレクション展』 無料

心 大森コミュニティセンター
心

法
法 相談予約受付開始（12/15分） 市総務課 35-2161
法
法 社協・横手福祉センター（四日町） 10：00～12：00／
13：00～15：00、社協・横手福祉センター 33-8668
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心
心 十文字町幸福会館

第５回横手市民ステージ祭 ～５日

【洋画家・山脇佐久子（湯沢市出身）】
学生時代の色彩豊かな作品から『黒の拡張シリー
ズ』に至るまでの30点あまりを展示しています。
期 間／平成23年１月10日（月）まで
【日本画家・高橋萬年（秋田市出身）】
期 間／11月20日（土）～平成23年１月30日（日）
問合せ／県立近代美術館 33-8855
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会
プ
アッ

ク
ピッ

Pick

〜 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!!

第８回横手市増田民俗芸能フェスティバル
急
急 市立横手病院（荻原医師） 32-5001
児 平鹿総合病院 32-5124
児

ユネスコ無形文化遺産に登
録された大償神楽（岩手県花
巻市）をはじめ、県内外７つ
の貴重な民俗芸能が披露され
ます。後継者を育成し、民俗
芸能の保存・継承に努めるみ
なさんの成果をご覧ください。
◆時 間／13：00〜16：30
※正午開場(入場無料)
◆場 所／横手市増田ふれあいプラザ
◆問合せ／増田地域センター（横手市増田ふれ
あいプラザ内） 45‑5556

ップ
クア

ピッ

Pick

up!!

【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

11月21日（日）「カールじいさんの空飛ぶ家」
【94分】
28日（日）「ジャイアント・ピーチ」
【80分】
12月５日（日）「それいけ！アンパンマン 夢猫の国のニャニィ」
【50分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

100,991人
（‑63）／ 34,282世帯（+9）
48,001人
（‑35）
52,990人
（‑28）
※10月末現在（前月末比）

〕

