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記録的な大雪の中︑
除雪ボランティア活動

記録的な大雪が続く中︑何
か手助けできないかとの思い
から︑ボランティアによる除
雪作業が市内の各地域で行わ
れています︒
１月 日には︑増田高校の
野球部員 人が︑胸元まで降
り積もった増田保育園の雪下
ろしを︑２月２日と３日の両
日には︑雄物川高校の野球部
員 人が放課後︑雪で埋もれ
た一人暮らしの高齢者宅の除
雪を行いました︒
このほか︑横手除雪ボラン
ティアの会や県南ＮＰＯセン
ター︑平成高校なども自主的
に除雪ボランティアを行って
おり︑市民の心強い助け合い
の輪が広がっています︒
21

各地域で︑心強い助け合いの輪

●雪害対策本部からのお知らせ…２ ●市政の窓（法務局
統合ほか）…３ ●行政情報便（市からのお知らせ）…４
〜５ ●あいライン…６ ●地域の話題・ニュース東西南
北…７ ●情報・図書館だより・いどばたプラザ…８〜10

増田保育園の屋根の雪下ろし作業を黙々と進める増田
高校野球部員（上）
一階の軒先まで積み上がった雪を寄せる雄物川高校野
球部員（左・雄物川地域）

横手市雪害対策本部からのお知らせ

今後の気温の変化にご注意ください
木の倒壊に注意するよう呼び
かけるとともに︑２月３日に
は市および県職員とボランテ
ィアなどによる全市一斉除雪
を実施しました︒
一方︑山間部では２㍍前後
の雪が積もり︑果樹が完全に
雪に埋まった状態にあり︑気
温の上昇により果樹そのもの
や棚︑支柱などの被害が広が
る危険性が高まっています︒
そのため︑１月 日に市産業
経済部が中心となり農業雪害
対策部が設置されました︒
同対策部では︑果樹やビニ
ールハウスなどの農業施設を
中心に︑雪害の状況を詳しく
調べるとともに︑農家への意
向調査の結果をもとに︑融雪
剤およびその散布の支援︑被
害にあった果樹等の復旧に係
る支援策などを検討していま
す︒また︑果樹園などでの雪
害対策にあたっては︑十分に
安全を確保して作業を行うよ
う呼びかけています︒
今後は︑降雪とともに気温
の変化にも注意が必要です︒
テレビやラジオなどで天気情
報を常に確認しましょう︒

果樹等への被害支援のため農業雪害対策部を設置
年明けから降り続いた大雪
は︑２月１日に最大積雪深が
１９２㌢に達し︑気象台横手
観測所︵市内八幡︶で記録を
取り始めた昭和 年以降の最
高を記録︒特に１月 日から
日には︑連日 ︑ ㌢台の
降雪が続き︑市内の道路脇は
除雪により雪がうず高く積ま
れた状態となりました︒
２月２日以降は︑一転して
寒気が緩み︑日中の気温が上
昇︒雪溶けによる道路︑建物
等の被害が心配されたため︑
市雪害対策本部では家屋や樹

市では産業経済部内に『農業雪害対策部』を設置して、
農業被害等の現況調査を行い、その対策や支援内容につい
て、県やＪＡなどと協議を行っています。

法務局横手支局の廃止にともない

・会社・法人の登記事項証明
書および印鑑証明書
■注意事項／
・登記事項要約書・地図等の
証明書は取り扱いません
・証明書の請求は請求者ご自
身で入力していただきます
ので︑事前に地番等を確認
の上おいでください

雪害対策に役立ててほしいと
県内外から市に対し する寄付金やボランティアの
除雪への支援や善意 申し出が届きました︒
市では︑皆さまの厚意に報
この度の大雪による被害に いることができるよう︑除排
対し︑県内外から支援や善意 雪や雪害対策などにこれらの
善意を有効に活用させていた
が市に寄せられました︒
市の指定金融機関である株 だきます︒
式会社北都銀行からは除雪対
策への支援金︑また︑友好都
雪害による事故等の報告や
市である神奈川県厚木市から 問い合わせは左記まで︒
は支援物資として融雪剤︵
︻横手市雪害対策本部︼
㌔入り︶１千袋が市に寄贈さ ◆市総務企画部危機管理室
れました︒さらには︑県内外
３５︲２１９５
の個人・団体からも数多くの
または各地域局地域振興課

果樹や農業施設の被害への支援を検討

登記事項証明書等交付窓口を
かまくら館に開設します
法務局横手支局の統廃合に
ともない︑少しでも市民のみ
なさんのご不便を軽減するた
め︑次のとおり３月 日から
﹃かまくら館﹄に登記事項証
明書等の交付窓口が開設され
ます︒
■開設期日／３月 日︵月︶
■利用時間／午前９時〜 時
午後１時〜４時 分︵土・
日曜︑祝日および 月 日
〜１月３日は除く︶
■取り扱う証明書／
・土地・建物の登記事項証明
書

◆問い合わせ先／秋田地方法務局総
務課 018‑862‑6531（代表）

歴史ある建造物を守るために

農業雪害対策部

かまくら館に証明書等交付窓口

このたび︑秋田地方法務局
横手支局が大曲支局に統合さ
れることとなり︑法務局横手
支局は３月 日をもって廃止
されます︒
これまで横手支局で取り扱
ってきた不動産登記や供託等
の事務は︑３月 日から大曲
支局で取り扱いますが︑旧増
田町および旧十文字町の不動
産登記は︑従来どおり湯沢支
局での取り扱いとなります︒
また︑会社・法人の登記に
ついては︑同日から秋田地方
法務局本局で取り扱うことに
なるため︑大曲支局では証明
書の発行等のみとなります︒

http://www.touki‑kyoutaku‑net.moj.go.jp/

登記申請や登記事項証明書の請求
手続きは、郵送やオンラインでも行
うことができます。オンライン申請
等の方法は、『登記・供託オンライ
ン申請システム』のホームページを
ご覧ください。
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重要文化財﹃波宇志別神社神楽殿﹄防火訓練
今年は大雪のため神社周辺
は２㍍近い積雪があり︑例年
であれば若干の雪に覆われて
いる程度の放水設備が︑完全
に雪に埋まってしまうような
状態でした︒そのため︑足場
の悪い状況下での消火活動の
大変さを実感するとともに︑
防火設備の点検整備や除雪な
ど︑常日頃の備えが非常に大
切であることを改めて知る機
会になりました︒

新たに１事業所に
表示証を交付

14
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【農業被害の把握】
果樹やビニールハウス等で、除雪などの雪害対策を行う
場合は、気象情報などを確認の上、安全を確保して行って
ください。雪による被害を確認した場合は、最寄りの地域
局産業建設課までご連絡ください。
【現在の支援策】
農業用施設の被害防止のため、除雪機械の購入費やリー
ス料、除排雪に係る費用について『横手市農業経営安定化
対策資金（マル農）』が利用できるようにしました。
そのほか、融雪剤やその散布に関わる支援、被害を受け
た果樹等の苗木購入費への支援などを検討していますが、
詳しくは決まりしだいお知らせします。
◆問合せ・連絡先
農業関係被害について
農業振興課 45‑3409
『マル農』について
農業政策課 45‑5522
『新たなスタートに向けて』を唱和する人権擁護
委員のみなさん

消防団協力事業所表示

30
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法務局の統廃合にともない、横手
人権擁護委員協議会も組織統合され
ることとなり、１月28日、市内で同
協議会の解散式が行われました。
はじめに、同協議会の戸部英二会
長が「合併後は県内最大の協議会と
なる。これまでの成果を後退させな
いようがんばりましょう」とあいさ
つ。来賓として出席した秋田県人権
擁護委員連合会の三浦清会長は「当
協議会のホスピタリティと団結力は
他の模範で、頼もしかった」と賛辞
を送りました。その後、今後の活動
目標を掲げた『新たなスタートに向
けて』を出席者全員で唱和し、さら
なる活動の充実を誓いました。
委員のみなさんは、大曲人権擁護
委員協議会の横手部会に所属し、今
後も市民のみなさんからの人権相談
や啓発活動に取り組みます。

28

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
所表示制度で︑新たに次の事
業所に表示証が交付されまし
た︒大森地域内の事業所では
初めての交付で︑市内の協力
事業所はこれで 事業所とな
りました︒
▽㈲柿崎土建︵大森︶＝１月
日交付

組織統合に向け誓い新たに

54

１月 日︑大森・八沢木地
区にある国指定重要文化財の
﹃波宇志別神社神楽殿﹄で防
火訓練が行われました︒
この訓練は︑昭和 年に奈
良・法隆寺金堂壁画が焼失し
たことを契機に定められた文
化財防火デーにちなみ︑毎年
この日に行われているもの︒
敷地内に設置された揚水ポン
プを使用しての放水訓練のほ
か︑火災報知器や自動通報装
置などの点検も行い︑歴史的
価値のある文化財を火災や自
然災害から守るための備えを
確認しました︒
大雪の中で行われた波宇志別神社神楽殿の防火放水訓練

3/14 月〜
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◆全地域局雪害対策本部で市内一斉除
雪を実施しました
２月３日、交差点等の『雪カベ』の
解消や雪下ろしなどを行いました。
◆公共雪捨て場を増設しました
横手地域・臨時第５雪捨場
（朝倉町）
、
臨時第６雪捨場（大沢地区）と雄物川
地域・福地コミュニティ広場雪捨て
場（深井地区）を新設し、一般開放し
ています。
◆除雪のマナーは守りましょう
横手人権擁護委員協議会解散式

ご理解とご協力を
26

市と県による合同排雪作業

31

市雪害対策本部の取り組みに

20

◆市発注の公共工事の一時中止期間を
延長しました
２月１日付でさらに１週間程度の公
共工事の中断をお願いしました。
◆夜間の排雪作業を実施しています
作業による騒音等が発生しますが、
ご理解をお願いします。
◆県との合同排雪や地域局の区域を越
えた合同除排雪を実施しています
生活路線等の除排雪により、道路幅
の確保に努めています。
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市政の窓（行政報告）
市政の窓（行政報告）

行
奨
学金

市からのお知らせ

information

政情報便
各種奨学金制度のお知らせ 〜ご活用ください〜

■横手市奨学金貸付制度

◆申込資格 今年、高等学校または大学等に入学を予定
している方、もしくは在学している方で、
保護者が横手市内に住所を有しているなど、
一定の要件を満たしていること
◆貸付金額 ・高等学校、中等教育学校の後期課程、高
等専門学校については月額20,000円
・大学、短期大学、専修学校専門課程につ
いては月額40,000円
◆定
員 50人程度
◆申込方法 募集要項は市教育委員会学校教育課、また
は各地域局地域振興課に３月上旬から用意
します。奨学金貸付願に必要事項を記入し、
在学証明書、最終出身校または在学する学
校の学業成績証明書等の書類を添えて、下
記の申込先へ提出してください。
◆申込期間 ４月１日（金）〜28日（木）
【必着】
◆申 込 先 市教育委員会教育指導部学校教育課
（雄物川庁舎内） 22‑2152

■（財）山下太郎顕彰育英会

【学術研究奨励賞】
専攻する学術分野において、独創的で優れた業績を上
げた方を表彰するものです。
◆申込資格 秋田県出身、または県内の研究機関に所属
する個人で、平成23年４月１日現在で満40
歳未満の方
◆授与件数 ２名以内（表彰状と副賞100万円を授与）
◆申込期間 ３月１日（火）〜31日（木）
【必着】
【地域文化奨励賞】
地域文化向上のため、学問、技術、芸術などの研究を
継続的に行い、優れた研究実績を上げている個人または
団体を表彰するものです。
◆授与件数 １件以内（表彰状と副賞30万円を授与）
◆申込期間 ３月１日（火）〜31日（木）
【必着】
【奨学生】
◆申込資格 今春、大学へ入学を予定している方
◆申込期間 ４月１日（金）〜30日（土）
【必着】
◆貸付金額 大学奨学生 ７名以内 月額50,000円
◆申 込 先 〒013‑0521 横手市大森町字大森145
（財）山下太郎顕彰育英会 26‑3500
申請書類は、両奨励賞・奨学生とも事務局窓口で直
接、または郵送により請求できます。郵送の場合は
「○○申請書請求」と記入し、140円分の切手を同封
してください。
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■（財）高橋誠悦育英会奨学金制度

◆申込資格 横手市出身で、高等学校または大学に入学
を予定している方、もしくは在学している
方で、次の条件をすべて満たしていること
①学業、人物ともに優秀で、かつ目的意識
を持って勉学に励もうとしている方
②学資の支出が困難な家庭の方
③他の奨学金の貸与を受けていない方
◆貸与金額 ・高等学校は月額20,000円以内
・高等専門学校、大学、短期大学、大学院
は月額50,000円以内
◆特
典 ・貸与額の８割返還
・貸与終了の１年後より返還開始
◆定
員 若干名
◆申込方法 出身学校を経由して事務局へ申込み
◆申込期限 ３月25日（金）
【必着】
◆申 込 先 高橋誠悦育英会事務局
（横手市教育センター内） 24‑3950
※いずれの制度も、他の奨学金制度と併願すること
ができます。

議会を傍聴しませんか

市議会３月定例会開催
（予定）
のお知らせ
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
２月28日（月）から３月18日（金）までの19日間
◆日 程
２月28日（月）本会議【開会、議案上程ほか】
３月１日（火）本会議【議案上程ほか】
３月７日（月）本会議【一般質問】
３月８日（火）本会議【一般質問】
３月９日（水）本会議【一般質問、請願・陳情委員
会付託】
３月18日（金）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時 間 午前10時から
（18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

環

境

「生活環境対策事業補助金」の受付を終了します

ごみ集積所の整備や電動生ごみ処理機・コンポスト容
器購入などにかかる費用を一部補助する『生活環境対策
事業補助金』は、今年度の予算額に到達したため、受け
付けを終了します。ご活用ありがとうございました。
◆問合せ
市福祉環境部環境課（大雄庁舎内） 35‑2184

教

育

平成23年度 就学援助のお知らせ

経済的理由により就学が困難だと認められる児童生徒
の保護者のみなさんに対し、小・中学校での学習に必要
な費用の一部を援助しています。援助を希望される方は、
２月中に小中学校を通じて各世帯へ配布される就学援助
申請書に記入してお申し込みください。
今年度就学援助を受けている方も、毎年申請が必要で
すので手続きをお願いします。
◆申込期限 現在、小学１年生から中学２年生までの児
童生徒は３月15日（火）まで、４月に小学校
へ入学する児童は４月15日（金）まで
◆問 合 せ 市教育委員会教育指導部学校教育課
（雄物川庁舎内） 22‑2152
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

■４月に入学を迎える
児童生徒の保護者のみなさんへ
市教育委員会から１月中旬に入学通知書を発送して
います。まだ届いていない方、横手市から転出予定の
方は、連絡してください。
なお、通知書に記載されている入学期日は、入学式
の期日ではありませんのでご注 意ください。
◆市教育委員会教育指導部学校教育課 22‑2152

■平成23年度
市立小中学校入学式日程
◆４月６日（水）
＊小学校／境町、黒川、増田、
醍醐、福地、田根森
＊中学校／鳳、横手西、金沢、平鹿、雄物川、大森、
十文字、山内、大雄
◆４月７日（木）
＊小学校／横手南、朝倉、旭、栄、金沢、浅舞、吉
田、雄物川北、南、大森、十文字第一、
十文字第二、植田、睦合、山内、阿気
＊中学校／横手南、増田

募

集

市非常勤職員を募集します

平成23年４月１日からの横手市役所非常勤職員を募集
します。求人情報はハローワークを通じて行い、応募が
あった中から書類選考や面接試験を経て採用者を決定し
ます。（求人募集は職種により、その都度行います）
◆職
種 一般事務、保育士、運転手、作業員、
調理員、介護員等
◆採 用 日 平成23年４月１日(金)
◆雇用期間 １年以内※更新することがあります
◆報
酬 職種によって異なります
◆勤務時間 週37.5時間以内
◆申込方法 ハローワークを通じて行います
◆問 合 せ 市総務企画部総務課人事給与担当（本庁南
庁舎内） 35‑2163

高
募
齢者
集

長寿祝金支給額が変わります

高齢化が進む中、高齢者福祉事業の需要は年々伸び、
事業の拡大や新規事業の要望が多くなっています。多様
化する住民ニーズに対応するため、現在、88歳と1 0 0 歳
を迎えた方を対象に支給している『長寿祝金』の支給額
が変わります。
今後も、高齢者福祉事業全体を見直しながら、施策の
充実に努めていきますので、ご理解願います。
◆移行時期 ４月１日（金）から
◆支 給 額
対象者
現行
23年度 24年度以降
88歳

３万円

２万円

１万円

100歳

50万円

30万円

10万円

◆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

教育委員会短信
● 問合せ 教育総務課

１月

22‑2151

■１月臨時教育委員会の審議内容（１月20日）
◎教職員の処分内申について承認
■１月定例教育委員会の審議内容（１月26日）
◎平成22年度横手市一般会計補正予算に関する意見
の申出について承認
◎横手市立図書館設置条例の一部を改正する条例に
関する意見の申出について承認
※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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Topics
発酵といぶしに大いなる可能性
１月28日、市内では地域に根ざす発酵文化をキーワー
ドとした２つの催しが開かれました。

太平洋と日本海を結ぶ秋田・岩手両県の10
■地域を結ぶ「あい」 ■時代を結ぶ「あい」 ■世界を結ぶ「あい」
市は、職員交流や災害時における相互援助に
みちのくの大地と、人々が
豊かな自然風土と歴史的な
みちのくに新時代の躍動と
関する協定を結ぶなど、県境を越えて一体と
出会い・ふれあい・分かち合
ロマンを育み、その活動（アク
蓄積、生活文化産業を生かし
う、秋田（あきた）と岩手（いわ
磨き、明日（あす）と今日（いま） ティビティ）と主体性（イニシ
なった発展を目指す活動をしています。
アチブ）を世界に開く交流軸
て）をめぐる連携軸
をつなぐ継承軸
◆問合せ 市総務企画部市長公室
35‑2189
北東北地域連携軸構想推進協議会ホームページ http://www.kitakami.ne.jp/ ailine11/

■第５回山内いぶりんピック（山内）
あいのの温泉鶴ヶ池荘で開かれた山内いぶりんピック
では、２部門に32人が参加。テーブルに並んだ自慢の逸
品55品が８人の審査員・審判員の舌をうならせました。

いぷりんピックの２次審査中、出品された作品を試食し合う参加者

あいライン イベントカレンダー
大船渡

■発酵フォーラム in 横手
いぶりんピックで審査員を務めた小泉武夫氏（東京農
業大学名誉教授）が講師となり、かまくら館で『スモー
ク（いぶし）文化と人間の知恵』と題し講演。小泉氏は、
世界各国の『いぶし』の技法などを紹介しながら「発酵
食品の漬物といぶしを組み合わせた〝いぶりがっこ〟は、
世界的に貴重で、外国にも誇れる文化」と語り、「横手
は発酵だけでなく、いぶす文化も一緒に売り込める」と、
新たなマーケティングの可能性を提案していました。

花っこ in おおふなと
花壇苗の販売が
盛んな大船渡市で
育てられた花々が
ズラリ勢揃いし、
花き生産者が自ら
販売します。

・時 期／６月中旬（予定）
課
・問合せ／大船渡市農林水産部農林
3111
‑27‑
0192
（左）
『いぶし』について語った小泉武夫氏 （右）市内の発酵食品を集め
た『発酵宝船』が会場前に展示され、来場者を出迎えました

奥州

明るい世の中になることを期待！
■雄物川光頭会番付編成会議（雄物川）
１月28日、雄物川光頭会の番付編成会議が、雄川荘で
行われました。同会は「頭髪の少なさを気にすることな
く、明るい話題を提供したい」との思いで結成され、番
付編成会議は今回で20回目の開催。
頭皮の色つやを競う『光頭相撲』では、頭を隠してい
たタオルを同時に取り、勝負開始。行司が双方の頭を念
入りに見比べ、勝敗を決しました。吸盤を付けて引き合
う『吸盤綱引き』も行われ、参加した７人の会員は今後
も〝明るく〟活動していくことを誓っていました。

〝横手やきそば通〟タクシー出動 （横手）

釜石

日高火防祭（ひたかひぶせまつり）

冨田会長が行司を務め、頭のつやや光具合を見定める『光頭相撲』

地元の食材を使い市内統一給食

展勝地は開園90
年、東北有数の桜
の名所として知ら
れています。約２
㌔にわたる桜並木
は、訪れる人を魅
了します。

・時 期／４月15日〜５月５日
・問合せ／北上観光協会
0197‑65‑0300

期間中日の曳き
船まつりでは大漁
旗で飾った漁船が
釜石湾内をパレー
ド。最終日には、
みこし合同市内渡
御が行われます。

大仙市
由利
本荘市 横手市
湯沢市

大仙

花巻市
北上市
奥州市

統一メニューを楽しむ吉田小学校の児童の皆さん

横手やきそば暖簾会の講習を受けた〝やきそば通〟
運転手が乗務する『横手やきそばタクシー』が、２月
１日から運行を開始。『末広自動車』と『つばめ自動
車』の５人が、やきそば型のあんどんを乗せたタクシ
ーを走らせています。観光客が増える雪まつりシーズ
ンを迎え、やきそばタクシーが大活躍しそうです。
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１月25日、市内の全小中学校で統一メニューの給食
が実施されました。この日の献立は、学校栄養士が昨
年10月31日の農業祭で披露し、好評を得たもの。食材
は横手産で、栄養のバランスにも配慮した『古代米入
りごはん、しいたけのふんわり揚げ、米粉デザート』な
どの７品が並び、児童たちは喜んで食べていました。

第36回東北馬力大会

馬の里
遠野大会

ばん馬の愛好者
が集い、その技量
を競う馬力大会。
力自慢の馬たちが
重しを乗せたソリ
を引く、迫力満点
のレースです。

花巻

第42回大迫ワインまつり
神楽の上演やワ
イン娘によるブド
ウ踏み、参加型の
ステージイベント
など、さまざまな
催しが繰り広げら
れます。

遠野市
釜石市
大船渡市

「旧池田氏庭園」特別公開

国指定
名勝

東北三大地主と
称された池田家が
築いた池泉回遊式
の日本庭園。高さ
４㍍の大型雪見灯
篭は見る人に驚き
と感動を与えます。

・時 期／６月上旬、８月28日、11月上旬
・問合せ／大仙市教育委員会文化財保
護課
0187‑63‑8972

◆その他に各地で開催される主なイベント（抜粋）
４月中旬／由利本荘春の花巡り
（〜５月下旬）
５月上旬／かまいし春の味覚まつり
５月４日／碁石海岸観光まつり
（〜５日・大船渡市）
６月５日／前沢牛まつり（奥州市）
８月５日／七夕絵どうろうまつり
（〜７日・湯沢市）

遠野

・時 期／６月下旬の日曜日
・問合せ／遠野市観光交流課
0198‑62‑2111

キャッチフレーズは
「あい・みちのく」

飾り立てられた
はやし屋台が古趣
豊かな音曲に合わ
せて街を練り歩き
ます。300年あま
りの歴史を誇るま
つりです。

北上展勝地さくらまつり

釜石まつり

・時 期／10月14〜16日
・問合せ／釜石商工会議所
0193‑22‑2434

・時 期／４月28〜29日
・問合せ／奥州市商業観光課
0197‑24‑2111
北上

〜当市以外の９市で４月以降に開催されるイベントを一部ご紹介します〜

８月６日／第50回北上・みちのく芸能
まつり（〜８日）
８月27日／全国花火競技大会（大仙市）
８月28日／定期能公演（大仙市）
９月９日／花巻まつり（〜11日）
９月17日／遠野まつり（〜18日）
９月中旬／三陸大船渡さんままつり
11月中旬／遠野どべっこ祭り（〜２月下旬）

・時 期／９月18日
・問合せ／花巻市大迫総合支所地域振
興課
0198‑48‑2111
湯沢

小町まつり
市内から選び抜
かれた７人の小町
娘が登場し、小野
小町が作った和歌
を朗詠し、小町堂
に奉納します。

・時 期／６月12日
・問合せ／湯沢市雄勝観光協会
0183‑52‑2111
由利本荘

旧藩祭
亀田大神楽や亀
田手踊り、県内外
の郷土芸能が、歴
史ある街並みを練
り歩き、観光客を
楽しませます。

・時 期／７月９〜10日
・問合せ／由利本荘市観光協会岩城支
部
0184‑73‑2014
※日程は変更になる場合があります
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募 ﹃放送大学﹄４月入学学生
集 募集

９

◆場所／かまくら館
◆参加費／無料
◆問合せ／横手市社会福祉協議
会本部地域福祉課
３６︲５３７７

催 横手地区家庭教育フォー
し ラム

10
９

◆申込み／各生涯学習センター︑ をテーマに講演を行います︒
◆日時／ 月６日
︵日︶
午後２時
体育館または市教育委員会ス
〜４時
ポーツ振興課 ３５︲２１７３
◆場所／増田地区多目的研修セ
ンター
◆参加費／無料

2

◆内容／大森山動物園園長・小
松守氏による講演︑事例発表
◆参加費／無料
◆問合せ／市教育委員会生涯学
習課 ２２︲２１５５

15

講 ﹃脳いきいき講座﹄を開催
座 します︵全２回︶
けつ

南かがやき教室専任指導員の
佐藤さゆ里氏が﹃子どもに贈り
たいあたたかな宝物﹄と題して
講演します︒また︑石垣政和氏
をコーディネーターにパネルデ
ィスカッションも行います︒
◆日時／ 月 日
︵日︶
午後１時
分〜４時 分
◆場所／横手セントラルホテル
◆対象／ 家庭教育に関心のある方
◆参加費／無料
◆託児／あり︵要予約︶
◆申込み／県教育庁南教育事務
所 ３２︲１１０１
せん

果樹試験場﹃リンゴ剪定
座 基礎講座﹄

２

弘前大学・塩崎雄之輔名誉教
授を講師に迎え︑リンゴ剪定の
基礎を学びます︒※参加無料
◆日時／２月 日
︵水︶
午前 時
〜午後５時︑ 日︵木︶
午前
時〜正午
◆場所／県農林水産技術センタ
ー果樹試験場︵平鹿町醍醐︶
◆問合せ／県農林水産技術セン
ター果樹試験場
２５︲４２２４

講

30 27

23

24

８

３

◆問合せ／増田ふれあいプラザ
﹃食のアカデミー﹄
年をとってもいきいきと暮ら
講 横手市民
４５︲５５５６
座 地産地消料理講習会３月期 す秘訣や︑楽しみながら脳を使
◆テーマ／﹃手作り和菓子でひ う方法などを学習します︒
横手市雇用創出協議会
な祭り﹄
◆日時／ ３月 日
︵火︶
・ 日
︵火︶
︑講
座 各種セミナー等のご案内
※お菓子は持ち帰りになります
午前 時〜午後 時
︻フードコーディネーター３級養
◆日時／ 月 日︵水︶午前 時 ◆場所／平鹿町ゆとり館
成講座説明会︼
〜午後１時
◆参加費／５００円︵昼食代︶
催 ﹃父親と子どものそば打ち
し 体 験 教 室 ﹄を 開 催 し ま す ◆場所／大雄ふれあいホール
◆日時／２月 日
︵土︶
午後１時
◆定員／ 人
分〜４時 分
親子でそば打ちを体験します︒ ◆定員／先着 人
◆申込期限／３月 日
︵金︶
◆場所／秋田県南部男女共同参
そのほか︑父親講座や子どもた
◆参加費／５００円︵材料代︶ ◆申込み／横手保健センター
画センター︵神明町︶
ちだけでの〝マイ箸作り〟も行 ◆申込開始／ 月 日︵月︶午前
３３︲９６００
︻異業種交流会〜地域の
﹃不﹄﹃負﹄
います︒
時
こそが
﹃富﹄
の源泉！︼
◆日時／３月 日︵日︶午前 時 ◆申込み／よこて﹃食のアカデ 講 ﹃ 初 め て の プ レ ゼ ン テ ー ﹃普﹄
◆ 日時・内容／２月 日
︵日︶
座 ションソフト講座﹄
分〜午後 時
ミー﹄ ３５︲２１９３
︻講演会︼午後 時〜６時
◆場所／釣りキチ三平の里体験
研究発表会などで使われる︑
︻交流会︼午後６時〜８時
学習館︵増田町︶
横手市スポーツ交流大会 パソコンソフト﹃パワーポイン
催
し﹃スマイル・ボウリング﹄ ト﹄の使い方を学びます︒
◆場所／ 横手ステーションホテル
◆対象／小学生と父親
◆申込み／横手市雇用創出協議
◆参加費／大人７００円︑小学
誰でも気軽に楽しめる︑スマ ◆日時／ 月 日
︵水︶午前９時
会事務局︵市商工労働課内︶
生４５０円
イル・ボウリングで交流を深め
〜午後４時
４５︲３９９０
てみませんか︒
◆申込期限／２月 日︵月︶
◆対象／一般男女 人
︵先着順︶
◆申込み／市教育委員会生涯学 ◆日時／３月５日︵土︶午前８時 ◆テキスト代 ／１︐
０００円
を開
習課 ２２︲２１５５
分から受付
◆申込開始／２月 日
︵月︶
午前 催 ﹃認知症フォーラム﹄
し 催します
９時※託児あり
︵要予約︶
◆場所／平鹿体育館
さわやか福祉財団の安部博堂
◆参加費／３００円
◆申込み／女性センター ３３
講
青少年育成関係者セミナー
氏が﹃私が認知症になった時﹄
座
︲３９９５ ３２︲３１３７
◆対象／市内在住の方
と題して講演します︒また︑認
◆持ち物／上履き
◆申込期限／２月 日︵月︶
催 増田地域センター運営協 知症についてのパネルディスカ
し 議会﹃第８回環境講演会﹄ ッションも行います︒
◆申込方法／各生涯学習センタ
◆日時／ 月 日
︵日︶
午後１時
ー︑体育館備え付けの申込用
エッセイストで絵本作家の澤
分〜３時 分
紙にて
口たまみ氏を講師に迎え︑自然
青少年育成に関わる課題や育
成活動について学びます︒
◆日時／ 月 日︵土︶午後１時
分〜４時 分
◆場所／平鹿生涯学習センター
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ありません︒教養学部生と大学
相
確定申告無料相談
談
院生を募集しています︒
年金︑医療費控除︑住宅取得 ◆募集期限／ ２月 日
︵月︶
控除等の所得税還付申告の無料 ◆資料請求・問合せ／放送大学
相談所を開設します︒
秋田学習センター
◆日時／ 月 日
︵土︶
・ 日
︵日︶
︑
０１８︲８３１︲１９９７
午前 時〜午後４時
◆場所／イオンスーパーセンタ お 知 自動車の登録手続きは年
ら せ 度末を待たずにお早めに
ー横手南店２階
◆問合せ／東北税理士会横手支
部 ３３︲２６４２

３

年度末は︑運輸支局の自動車
検査・登録窓口が大変混み合い
ます︒自動車の諸手続きを予定
している方は︑３月上旬頃まで
に手続きしてください︒
◆問合せ／東北運輸局秋田運輸
支局
０５０︲５５４０︲２０１２

20

10

15
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放送大学はテレビ・ラジオで
授業を行う正規の大学です︒
１科目から学べ︑入学試験は

３月のおはなし会（会場：各図書館)

２

10

２

３

４

10

21

27

４

雄物川郷土資料館第４回特別展『ひな人形展』

・108ぴきめのひつじ／いまいあやの〔増〕
・おばあちゃんのたんじょうび／くすのきしげのり〔平〕
・まだまだつづきがあるのです／カンタン・グレバン〔森〕

30 26

50 20

本

絵

30

・ナノってなんなの？／ハリー・クロトー〔十〕
・へんしんだいずくん／ひさかたチャイルド〔雄〕
・新・三銃士１・２・３／アレクサンドル・デュマ〔横〕

21

21

28

30

児童・生徒向け

10

外山節子＝監修／パイインターナショナル

春に向けて新たな出会いを楽しみませんか？誰も
が感動するシンガーと、あなたの想いをお届けする
〝伝書鳩〟が登場します。
独身男女の皆さん！ご応募お待ちしています。
＊日
時／３月５日
（土）
午後６時〜
６日
（日）
午前10時
＊場
所／あいのの温泉『鶴ヶ池荘』
＊対 象 者／25〜49歳の独身男女
＊参 加 費／男性4,000円、女性3,000円
＊定
員／男性15人、女性15人
＊申込期限／２月25日
（金）
午後５時
＊申 込 先／市総務企画部経営企画課 伝書鳩係
35‑2164 kikaku@city.yokote.lg.jp

30

生活の中には英語に接する機会
がたくさんありますが、いざ覚え
るとなると大変なことかもしれま
せん。本書はごく簡単な会話を始
めるための絵本で、ＣＤも付いて
います。絵を見て音を聞き、あい
さつや日常会話を英語でどう話す
のかが一目で分かります。
平成23年度から小学校高学年で
は、英語によるコミュニケーションや外国の文化を体験
する学習活動が始まります。親子や友だちどうしで楽し
みながらこの本を読み進めれば、自然と英語が身につい
ているかもしれませんね。
【十文字図書館】

20

はじめてのえいごでおしゃべりえほん

雄物川郷土資料館で開館以来、
毎年開催している『ひな人形展』
。
今年は、雄物川町内３件の『押絵
・ひな人形』と、市指定文化財で
ある享保雛を中心に展示していま
す。市内には品格のある『押絵』
の文化が現存しています。この機
会に優れた作品を鑑賞ください。
◆期 間／２月11日
（金）
〜
４月17日
（日）
午前９時〜午後５時
◆休館日／毎週月曜日、3月22日
◆入場料／一般100円、高校生・大学生50円、中学生以
下無料
◆場所・問合せ／雄物川郷土資料館 22‑2793
・３月６日（日）午前10時30分／横手
・３月12日（土）午前10時30分／十文字
・３月19日（土）午後２時／増田
・３月20日（日）午前10時30分／雄物川・大森
子どもたちが本に親しむきっかけとして、絵本の読み
聞かせや紙芝居は効果的です。幼児から小学生向けです
が、大人の方もお楽しみください。事前の申し込みは不
要ですので、お気軽にお越しください。
各種イベントや施設などで〝おはなし会〟を開きたい
場合は、読み聞かせ活動を行っている市内のサークルを
ご紹介しますので、お近くの図書館にご相談ください。

information

28

今月の一冊

３

・データで見抜く日本経済の真相／原田泰、大和総研〔横・雄〕
・なぜ日本の若者は自立できないのか／岡田尊司〔平〕
・宇宙飛行士が撮った母なる地球／野口聡一〔増〕
・乗るのが怖い‑私のパニック障害克服法‑／長嶋一茂〔平〕
・女の子脳男の子脳／リーズ・エリオット〔横〕
・作って楽しむつるし雛／下田美知子〔横・増〕
・ギターと出会った日本人たち／竹内喜久雄〔十〕
・陽だまり幻想曲／楊逸〔横・森〕
・ポーツマスの贋作／井上尚登〔横・雄〕

３ ６

30 26

19

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

今年度最強？最後？の出会いを演出します
一般向け

２

２

10

図書館だより

☆春よ、恋い！☆
〔 〕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

新着図書の紹介

10

報

情

30

30

い

地域からのお知らせ
献血日程

月日・地域

実

施

横手市役所

場

所

横手庁舎

手

奥山ボーリング㈱

14：00〜15：15

秋田ふるさと村

15：45〜16：30

㈱クツザワ

10：00〜10：45

３月１日(火) ＪＵＫＩ吉野工業㈱
増

田

種類

12：00〜13：00

全血

シルバードームいきいきの郷 13：30〜14：30
横手市役所

増田庁舎

15：00〜16：00

10：00〜12：00
３月６日(日) 横手サティ
横 手 （ふれあい献血キャンペーン） 13：00〜16：00

休

館日

お出かけ前にご確認ください

横手図書館
2月16・23日、3月1・2日
増田図書館
2月21・28日、3月1日
平鹿図書館
2月15・22日、3月1日
雄物川図書館
2月16・23日、3月1・2日
大森図書館
2月15・22日、3月1日
十文字図書館
2月16・23日、3月1・2日
山内図書館
2月19・20・26・27日
大雄図書館
2月17・20・21・24・28日
雄物川資料館
2月21・28日
ゆっぷる
2月23日
ゆとり館
2月22日、3月1日
えがおの丘
2月21・28日
大森健康温泉
2月21・28日
ゆとりおん大雄
2月17日
南部シルバーエリア 2月21・28日
健康の駅トレーニングセンター
東部
2月16・23日、3月2日
西・南部
2月19・20・26・27日
子どもと老人のふれあいセンター 2月21・28日

診

療所

ご確認ください

【増田地域】
増田町診療所（耳鼻咽喉科）
診 療 日 2月16・23日、3月2日（水）
診療時間 14：00〜15：30
【雄物川地域】
えがおの丘診療所
診 療 日 2月16・23日、3月2日（水）
診療時間 14：30〜15：30
大沢診療所
診 療 日 2月28日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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どばたプラザ
idobata plaza

〜華麗なるちりめんの世界〜
『大橋壽子 つるし飾り・小物づくり教室作品展』
●期間／２月16日(水)〜３月４日（金）、午前10時〜午後
４時※火曜日休館 ●入場料／無料 ●場所・問合せ／コ
ミュニティハウスね・ま〜れ（十文字駅前通り） 42‑5320
すみ

12：00〜13：00

２月25日(金) 横手警察署
横

実施時間
10：00〜11：30

情報〜information〜

こ

市民公開講座『動物と楽しく暮らすために』
●日時／２月19日(土)午後１時〜３時 ●場所／旭ふれ
あい館 ●講演／インフルエンザのおはなし ●講師／東
京農工大学大学院・本多英一教授 ●参加費／無料 ●問
合せ／むらおか動物クリニック
36‑1331
自然を愛する皆さんの集い
●日時／２月20日(日)午後１時〜 ●場所／煉瓦屋(寿町)
●内容／①講演：もりのおはなし ②作品紹介：私のお気に
入りの風景 ●参加費／800円(飲み物、ケーキ付) ※要予
約 ●申込み／煉瓦屋
33‑2811
横手山岳協会『第17回山の写真展』
県内外の山岳風景や高山植物の写真約80点を展示します。
●期間／２月25日(金)〜27日(日)、午前９時〜午後５時
※27日は午後４時まで ●場所／かまくら館 ●入場料／
無料 ●問合せ／横手山岳協会 高橋さん
32‑8696
『Twitter（ツイッター）無料講習会』初心者大歓迎！
今、話題のTwitterを始めてみませんか。登録の仕方か
ら詳しい使い方まで無料で説明します。
●日時／２月25日（金）午後７時〜 ●場所／ホテルプラザ
アネックス横手 ●申込期限／２月24日（木）●申込み／
ＮＰＯ法人Yokotter 高橋さん
32‑7777（ゆうゆうプラ
ザ内） http://yokotter.com/
『月例リンパケアお試し会』(フットケア、ハンドケア）
●日時／２月26日(土)・３月26日(土)、午後１時〜４時
●場所／ふるさと館（境町）●参加費／500円 ※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
日本将棋連盟横手支部『２月将棋例会』
●日時／２月27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
南の館 月例市民将棋大会
●日時／３月６日(日)午前10時〜 ●場所／レストラン松美
（十文字町坂の下）●参加費／1,200円（昼食付）●問合せ
／佐藤さん
090‑3365‑2720
『第22回増田地域バスケットボール大会』参加者募集
●日時／３月６日（日）午前８時30分〜 ●場所／増田体育
館 ●参加費／１チーム3,500円(保険料込) ●対象／増田
地域に在住または勤務している方のチーム ●内容／20代
の部と30代以上の部の２部門 ●申込期限／２月25日(金)
●申込み／増田体育館
45‑3660
みんなでアタック!!『第６回春の市民バレー交流会』
年齢・性別の違いや障がいを越えて、日ごろの運動不
足をバレーボールで解消しませんか。
●日時／３月21日（月）午前９時〜午後４時 ●場所／横手
体育館 ●参加費／１チーム2,000円(保険料込) ●申込
期限／３月10日(木) ●申込み／地域生活支援センター
のぞみ 35‑5781
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暮らしのカレンダー

各地でぼんでんまつり
2/15

2/ 15

火

16

水

17

木

～16日、9：00～（ライトアップは16：00～）、木戸五郎兵衛村
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
ぼんでんコンクール 9：30～、横手地域局前おまつり広場
法
市総務課 35-2161
法 市役所南庁舎 13：00～15：00、
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）

金

19

土

Pick

心 横手地域局３階
心

金澤八幡宮ぼんでん

18

ップ
クア
ピッ

旭岡山神社梵天奉納祭

up!!

金澤八幡宮ぼんでん

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 26-3274
心 十文字町幸福会館
心
行 心
心 社協・大雄福祉センター
行
健康相談・栄養教室 10：00～11：00、
大森健康温泉
横手市入学おめでとう大会 13：30～、横手市民会館
十文字雪まつり2011 9：00～、道の駅十文字 23-9320

雪まつり＆恋し浜ホタテまつり2011
～20日、10：00～、道の駅さんない

〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号

20

日

21

月

22

火

23

水

24

TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

25

木

金

26
27
28
3/ 1

土

2

水

3
4
5

日

三所神社梵天まつり

P

up!!
ick

木
金
土

■２月18日（金）
まとい

消防の纏をかたどった梵天
で、慶長年間に『鎮火祭り』
として始まったまつりです。
◆時 間／14：00〜
◆場 所／金澤八幡宮鳥居前
◆問合せ／金沢公民館
37‑2111
さんしょ

56-1600

、梨木水かぶり

急
（曽根医師） 32-5001
急 市立横手病院
児
（岡田医師） 32-5124
児 平鹿総合病院
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
行
行 雄物川保健センター 10：00～12：00
心
心 大森コミュニティセンター

P

up!!
ick

■２月20日（日）
はんてん

45-4848

心
心 雄物川コミュニティセンター
育児相談「相談のおもちゃ箱」 15：30～、
十文字保育所、
子育て支援センター 55-2255
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・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
心
心 社協・大雄福祉センター

三所神社梵天まつり

ップ
クア
ピッ

半纏姿の若者がホラ貝を鳴
らして町を回り、伊勢堂の三
所神社に梵天を奉納します。
◆時 間／９：30〜12：00
◆場 所／増田町中・七日町通り商工会前
◆問合せ／増田町観光協会
45‑5311
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

梨木水かぶり

ピッ

P

ップ
クア

ick

!
up!

■２月20日（日）
53-3009

急
（雄物川） 22-5511
急 雄物川クリニック
児
（石橋医師） 32-5124
児 平鹿総合病院

月
火

勇ましい掛け声を上げて男
衆が参道を登り、拝殿前で激
しいもみ合いを繰り広げます。
◆時 間／10：00〜13：00頃
◆場 所／横手地域局前〜旭岡山神社
◆問合せ／（社）横手市観光協会
33‑7111

up!!

ップ
クア
ピッ

!
up!

■２月17日（木）

ップ
クア
ピッ

Pick

P

ick

旭岡山神社梵天奉納祭

3/5

かまくら ～16日、18：00～、横手地域局前道路公園ほか
かまくらin木戸五郎兵衛村2011

ップ
クア
ピッ

法
（3/16分） 市総務課 35-2161
法 相談予約受付開始
心
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
法
法 横手地域局３階 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 横手地域局３階
心
心 十文字町幸福会館
心

バレーボール Ｖ・チャレンジリーグ女子横手大会
～６日、横手体育館 35-2173

【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

宝暦元年（1751年）、村人
が悪疫退散や五穀豊穣を祈
願し、冷水を浴びて丑の刻
参りをしたのが始まりとさ
れています。えびす俵を担
いだ男衆が、家々の前に置
かれた手桶の冷水をかぶり
ながら町内を練り歩きます。
◆時 間／８：30〜10：00頃
◆場 所／梨木愛宕神社
◆問合せ／十文字地域局産業建設課
うし

42‑5119

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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

20日（日）「それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリイ」
【51分】
27日（日）「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！アッパレ戦
国大合戦」
【98分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

100,758人
（‑117）／ 34,279世帯（‑14）
47,892人
（‑62）
52,866人
（‑55）
※１月末現在（前月末比）

〕

