
日 曜日 時間 行   事   名 場   所

5:30 みどりの朝市（～11月12日）毎週水・土 市役所本庁舎駐車場 農業振興課 32-2112

9:30
特別展「日本画家 堀文子−百年の旅

−」（～7/10）
秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

10:00 三又わらび園（～７月下旬） 三又営農生産組合 石沢さん 090-7524-8247

10:00

デビュー45周年 高橋葉介原画展～

「にぎやかな悪夢」出版記念～」（～

7/18）

横手市増田まんが美術館 横手市増田まんが美術財団 45-5556

9:00 うらから横手 山城堰をあるく横手遺跡探訪 市役所大森庁舎集合 文化振興課 23-6767

9:30 健康まつり2022 横手体育館 スポーツ振興課 352173

10:00 ちびっこわくわくフェスティバル 旭ふれあい館 横手市子育て支援センター 32-2426

13:30
横手市女性センター「ゆかた着つけ教

室」
横手市女性センター 横手市女性センター 33-3995

3 日
4 月
5 火

6 水 9:30
コレクション展「夏を見る」（～

10/2）
秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

7 木

8 金

9 土 10:00
BLEACH生誕20周年記念原画展

BLEACH EX.（～9/25）
横手市増田まんが美術館 横手市増田まんが美術館 45-5569

10 日 参議院議員通常選挙投票日

11 月
12 火
13 水 18:30 市政懇談会 さかえ館 秘書広報課 35-2189

14 木 18:30 市政懇談会 雄物川庁舎 秘書広報課 35-2189

9:00
高橋友鳳子コレクション・豆本展2022

（～24日）

増田地区多目的研修セン

ター

増田地区多目的研修セン

ター
45-5556

横手わか杉カップ全国ブロック選抜高校

男子バレーボール大会（～17日）
雄物川体育館 横手市体育協会 38-8122

17:00
横手駅前商店街「納涼ビアガーデン」

（7/15,16,22,23,29,30、8/5,6）

よこてイースト「にぎわ

いひろば」
横手駅前商店街振興組合 38-8851

9:30 サントリー美術館名品展（～9/11） 秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

14:00 次世代人財育成塾（第１回）
コワーキングスペースか

ま蔵
横手商工会議所 32-1170

17 日 10:00
おもフェス2022 ジャマイカンミュー

ジックフェスティバル
雄物川中央公園

おもしぇす実行委員会事務

局（雄物川地域課）
22-2187

18 月 9:00 第３０回あやめ杯民謡大会 平鹿生涯学習センター 平鹿地域課 24-1118

19 火
20 水
21 木
22 金 18:30 市政懇談会 かまくら館 秘書広報課 35-2189

9:00
横手公園展望台企画展「横手城南高校の

礎を築く三偉人」（～9/11）
横手公園展望台 観光おもてなし課 32-2118

10:00
図書館夏休みイベント「おはなしカラン

コロンの『よるのとしょかん』」
増田図書館 増田図書館 45-5559

17:00 第19回よこての全国線香花火大会 横手川蛇の崎川原

24 日 横手市ソフトテニス月例会 大森テニスコート スポーツ振興課 35-2173

令和4年7月 横手市の主な行事予定表
横手市役所 記者会見資料

令和4年6月24日
問合せ

土23

金1

土2

金15

土16



日 曜日 時間 行   事   名 場   所 問合せ

25 月
26 火 18:30 市政懇談会 山内公民館 秘書広報課 35-2189

11:00 定例記者会見 市役所本庁舎2階 秘書広報課 35-2162

13:00 シニア人材活用セミナー 横手セントラルホテル
秋田県シルバー人材セン

ター連合会
018-888-4680

18:30 市政懇談会 大森コミュニティセンター 秘書広報課 35-2189

13:00
横手市女性センター「牛乳パックで灯篭

をつくろう！」
横手市女性センター 横手市女性センター 33-3995

13:30

新商品を考えるセミナー

～よこての果物×発送～（7/28、8/4、

8/18）

横手市園芸振興拠点セン

ター
食農推進課 35-2267

18:30 市政懇談会 金沢孔城館 秘書広報課 35-2189

13:00 「生涯現役」セカンドライフセミナー 横手セントラルホテル
秋田県シルバー人材セン

ター連合会
018-888-4680

18:00
図書館夏休みイベント「よるのとしょか

ん＆工作教室」
雄物川図書館 雄物川図書館 22-2300

9:30 え～どご「県南」よってげ市 秋田ふるさと村 横手の魅力営業課 32-2117

10:00
図書館夏休みイベント「夏休み工作教室

『ギャラクシーボトルを作ろう』」
増田図書館 増田図書館 45-5559

10:30 図書館夏休みイベント「工作教室」 横手図書館 横手図書館 32-2662

10:30
図書館夏休みイベント「夏休み工作教

室」
平鹿図書館 平鹿図書館 24-3281

10:30
図書館夏休みイベント「夏休み工作教室

『簡単紙すきで、小物を作ろう』」
大森図書館 大森図書館 56-4180

15:00
図書館夏休みイベント「夏休み工作教

室」
十文字図書館 十文字図書館 42-1345

17:00 2022大雄サマーフェスティバル
楽天イーグルススタジア

ム大雄
大雄地域課 52-2111

31 日
（摘要）
※各図書館のおはなし会の日程は、市報よこて1日号の『図書館さ行Go！』をご参照ください。

※終了時間は目安です。

横手市役所 総務企画部 秘書広報課 広報係 35-2162
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