
     る女性は話している。　（令和２年６月９日（火）秋田魁新聞　三浦美和子記者）

         経済格差が生む「デジタル格差」について県内の支援者に聞いた。

      　　　地区民大運動会
    　　中  止

      一躍注目されるようになった。その一方、自宅にネット環境をもつ子ども
      と、持たない子どもとの格差も浮き彫りになっている。

         目に見えなかった貧困、教育格差が新型コロナによって「見える」よう
     になった。「持っている子どもと、持っていない子どもの差が、もっと広
     がっていく気がする。その差を埋めるような支援をお願いしたい」と、あ

　　　　　　交通安全教室

　　  　　●８/２３（日）

　　　　  　　　秋以降に
　　　　　　　　　延　期

   　とストレスで大変不自由をされていると想像されますが、公民館施設の利用
 　条件もだいぶ緩和されました。ストレス解消に大いに御利用いただければ幸

 　　 ・・・・・・・　ちょっと気になること　「新型コロナとデジタル格差」　・・・・・・・

         新型コロナウイルスの影響で、パソコンを使ったオンライン学習などが

      いです。

西地区の皆様お元気ですか？

　
      　緊急事態制限が解除されたとはいえ、長引く新型コロナウイルスへの対応

　　　　　　　　　　　　　　　公民館長（兼）センター長　　近　孝夫

     　★新型コロナウイルス感染が懸念される中、地域の皆さんの安心安全を

         ●７/１９（日）　

　■□■□■□■　　交流センター事業について　　■□■□■□■

　　　　　　　　　考慮し、予定していた以下の事業について次のように決定しました。

～ 偉人の言葉に学ぼう ～ 「幕末維新３６５ 言葉の知恵」より

●吉田 松陰 「心はもと活きたり 活きたるものには必ず機あり」
（活きた心を持つ人は、それを活かせる機会に必ず出会う。）

●西郷 隆盛 「大事に望みては 機会は是非 引き起こさざるべからず」
（大きな目標を掲げたら、決行する機会は自分で積極的につくり出さなくてはいけない。）

十文字西

公民館だより

■令和２年－２号

令和２年 7月 １日発行

〒019-0513
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●地域の元気人！趣味やスポーツ等で元気に活動している方を紹介‼

　

●十文字西スポーツ交流センターをご活用ください ! ！

～ 旧西中体育館・グラウンド ～

１週間に２回、地域の皆さんの健康づくりと交

流のため無料開放しています。

現在は、卓球、スマイルボウリング、ゲート

ボール等で使用されていますが、ウォーキング

や野球、グラウンドゴルフ等でもご使用いただ

けます。ご使用をご希望の方はご相談ください。

★毎週月曜・木曜 午前９時～１２時

問合せ ☎４４ー３１００（担当：吉村）

押し花クラフト教室のみなさん
代表：佐藤政子さん

毎週月曜日に公民館で教室を開いて

います。ご興味のある方はどなたでも

参加できますので、一緒にやってみま

せんか? 見学も歓迎しますよ！



役職名 氏名 氏名 担当班

鈴木　淳悦 全体統率

小川　良平   〃　副会長 文化教養班長

柴田　修身 　〃　副会長

松野利喜男 　〃　副会長

柴田喜左エ門   〃　副会長 健康福祉班長

土谷　勝二
柴田テル子
近　　  　寿 消防第３分団長　

顧　問 藤島　昭吾 加藤　明彦
米澤　弘毅 柴田　吉伸
梅津　克義 信太　昭悦
菊地　幸男 佐藤いく子
佐藤　公晴 柿﨑　令子
土谷　勝悦 大石　元彦
菅原　惠悦 松野利喜男
齋藤　光司 伊藤ヒサ子
髙階　房夫 矢野　博子
近　  　　洋 土田　宏文
加藤　俊和 髙階 　　靖
松田　幹晴 菅原　徳幸
藤島　惠子 高橋　康弘 植田小　PTA代表　

最上　綾子 藤川　尚樹 睦合小　PTA代表

藤谷　健一 安藤　拓哉 保育園保護者会植田代表

佐藤　博美 山本　啓太 保育園保護者会睦合代表

柴田健一郎 地域活性化員

佐藤　慶子 近　　勝久 事務員

集落 自治会長 地域活性化員 連絡員 集落 自治会長 地域活性化員 連絡員

左　馬 片野　 　孝 片野　 　誠 伊藤 　　徹

　宿 土谷　 一仁 土谷　 　忠 土谷　　司

上羽場 大石　元彦 草薙みえ子 佐藤  　誠 館　前 土谷　諄一 土谷　信夫 土谷　諄一

下羽場 柴田武七郎 柴田由美子 梅津トシ子 川　前 畑山　雅一 畑山　雅一 本庄　一雄

植田上 近　志津子 泉川　秀悦 髙橋　良一 中　島 松野利喜男 柿﨑　孝作 小川　正洋

植田裏 松田　義博 近　　勝久 近   　信博 福島・砂出 佐藤　久作 佐藤　常幸 菊地　拓也

植田中 柴田　修身 近　 　潤悦 柴田　修身 岩村　淳一

植田下 松澤　宏之 紙屋　　多 松澤　宏之 伊藤　栄悦

越　前 和田　文夫 佐藤  孝弘 和田　文夫 真　角 藤原　鈴夫 菅原　徳幸 斎藤　幸進

二ッ橋 佐々木　剛 丹　 　幸作 丹　　貴史 別　明 小川　幸子 佐藤　喜一 佐藤　克彦

佐　戸 髙橋　宜弘 伊藤　総一 髙橋　宜弘 中　村 近　　潤行 佐藤　　剛 近　　高生

木　下 安藤　　亨 菊地由美子 安藤　拓哉 荊　島 佐々木賢吉 伊藤　卓雄 梶原　　健

源　太 齊藤　芳昭 齊藤　芳昭 齊藤　芳昭 根木場 加藤　重一 加藤　重一 加藤　雅土

沼　尻 大石　　一 佐々木公子 長谷川聖一 下　村 小野　一郎 小野　一郎 小松　 　淳

沢田・石川原 高橋　哲也 渡部 　治之 高橋　哲也

安心安全

公民館長（兼）
センター長 近　　孝夫

秋田県公民館連合会 副会長
横手市公民館連絡協議会 会長

運営協議会　会長　　　　　　　　　　 　　

女性講座代表

  〃   監　事
文化教養
副班長

安心安全

小学校支援のボランティアコー
ディネートするほか、事業に関す
る保育園・小学校との連絡調整

 ■□■  今年度の交流センター運営協議会関係者の方です   ■□■　

 ～ 運営協議会…事業を運営していくため地域住民で構成された自主運営組織 ～
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咁

委
嘱
・
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事務局 吉村美貴子
十文字地域課　事務補助員
公民館・センター事業担当
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委
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※下図参照

地
域
の
有
識
者

備考

民生児童関係

福祉関係

役職名

消防第４分団長

交通安全協会代表

睦
合
地
区

植
田
地
区

志摩・高口
・一ッ屋

瀧澤　 寛宜 瀧澤　孝志本  城
（下堀・本城）

奥州　光吉 佐藤　   守 泉川　清実

※運営協議会役員・・・会長、副会長４名、監事２名、有識者２名（コーディネーター・事務員）の９名

地区会議代表

JA女性部代表

　　　自治会長・地域活性化員・連絡員　　　　

運
営
ア
ド
バ
イ
ザ呎

相
談
員

事業全般

生涯学習関係

ｺｰﾃﾞｨ ﾈｰﾀｰ 松田利枝子

安心安全班長

※交流センター事業運営の
    評価や指導助言

横手市スポーツ推進委員

健康福祉

十文字地方史研究会員

文化教養

西地区の小学校・保育園、十文字中学校、介護施設花むつみ、横手市社会福祉協議会、JA女性部
十文字地方史研究会、体育協会十文字支部、地域有識者等と連携し、行政の協力を得て運営。



研修室A １５０円 体育館 ３００円

研修室B １５０円 ミーティングルーム １００円

１５０円 指導員室 １００円

１００円 グラウンド 無　料

１００円

１５０円

１５０円

２５０円

１００円

１００円

３００円

※市の事業で使用する際は、許可書発行後でも使用をお断りする場合があります。

　　   ●許可書は平日8：30～17：15の職員勤務時間内に発行します。使用日の5日前であれば
　　　    土日祝日でも窓口で申請書を受け取れますが、許可書の発行は後日になります。
       ●申請者によって使用料の減免や免除の場合があります。（※減免等は9月から一部変更）
　　　 ●未成年が使用する場合、使用時間は午後6時までですが、保護者同伴ならばそれ以降も
　　　 　 使用可能です。施錠が必要な部屋を使用する際は職員がカギの開閉をします。
　　　 ●グラウンドは無料で使用できますが、申請書の提出は必要ですのでご注意ください。

　　    　使用日の5日前まで申請書（※必ず押印する）を提出し、許可書を受け取ってください。
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農事相談室

健康相談室

創作活動室

多目的ホール

　  　 ●料金は１時間単位の計算となり、午前9時～午後10時まで使用可能です。
　　　 ●料金は、使用後に発行する納付書で金融機関にてお支払いいただきます。
       ●使用時間には準備と片付けも含めてください。超過の場合は追加料金が発生します。
　　　　  また、申請時間が過ぎてからのキャンセルは料金が発生しますのでご注意ください。
     　●施設の予約は2か月前から可能です。前もって空き状況をご確認のうえ仮予約をして、
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（和室）
大広間 旧

西
中視聴覚室（イス席）

会議室（視聴覚室隣）

小会議室（和室）

調理実習室

展示ホール

　　

【西地区館】　　※1時間当たりの料金 【十文字西スポーツ交流センター】

■□■□■ 施設使用新料金のご案内 ■□■□■

★★★ 施設をご使用の際のお願い ・・・・・・・・・・・・ （R2.6月19日～）

１．発熱・咳など体調不良の方は使用をご遠慮ください。

２．手指消毒、手洗いの徹底。

３．使用者全員の名簿を提出する。

４．密閉、密集、密接の「3密」にならないように。

①和室は2畳に1人、

体育館・ホール・洋間等は4㎡に1人で使用。

②いす、テーブルは概ね2ｍの間隔を取る。

５．１時間ごとに換気する。

６．ごみはビニール袋に入れて持ち帰る。

７．個人の道具は各自消毒を徹底する。

・・・・・・・・ 新型コロナウイルス感染予防のためご協力お願いします！

★今年度４月１日より施設使用料が改正されました。それに伴い、申込方法と使用料金の

納付方法が変更となりましたので、その概要をお知らせします。

■□■□■ 施設使用新料金のご案内 ■□■□■

★今年度４月１日より施設使用料が改正されました。それに伴い、申込方法と使用料金の

納付方法が変更となりましたので、その概要をお知らせします。


