
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

                               

               

 

 

                                                                                      

 

 

 

  

平成 30年 10月 1日発行 

稲わら焼きは県公害防止条例で原則禁止されています。 

特に、周辺に影響が出やすい１０月１日から１１月１０日までの間全面的に禁止してい

ます。 

周囲の空気を汚さない環境に優しい米作りをしましょう。 

  

●「稲わら・もみ殻」の焼却をやめましょう 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 

 

●注意しましょう「クマ出没警報発令中」 

野菜雄物川河川敷クリーンアップ」 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 
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○稲わら焼き等の煙は目やノドを痛め、特に体の弱い方や病気の方に被害が及ぶことと 

なります。 

○くん炭製造のためのもみ殻焼きも、周辺の生活環境や交通などに影響を与える場合は 

原則禁止されております。 

○焼却を行った場合、県では氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。 

○もみ殻の処分は、県・市町村農林部局やＪＡから助言を得ながら、燃焼によらない 

有効活用に努めましょう。 

 

●４年ぶりにＳＬこまち号がやってきます。 

 

 県内全域にクマ出没警報が発令されています。 

 西仙北地域全域でクマの出没情報が多数あります。 

 山や野外で活動の際はあらかじめクマの出没情報を

確認して、必ず２人以上で行動し単独行動は慎みましょ

う。子グマを見かけてもそばには必ず母グマがいると考

え、決して近寄らないでください。 

 野山で活動の際は十分注意するようお願いします。 

  

【問い合わせ】 

西仙北支所 農林建設課 

☎ ７５－２９６６ 

 １０月１３日（土）・１４日（日）にＳＬこまち号が秋田～湯沢間を１日１往復いた

します。ＳＬこまち号をご覧になりたい方や、お子さんのいらっしゃるご家庭の方は、

是非、手旗振りにご協力をお願いいたします。 

上り 秋田 和田 羽後境 刈和野 大曲 横手 十文字 湯沢 

到着時刻 － 7:41 8:01 8:19 8:47 9:16 11:55 12:09 

発車時刻 7:10 7:42 8:03 8:29 8:49 11:38 11:56 － 

 

下り 湯沢 十文字 横手 大曲 刈和野 羽後境 和田 秋田 

到着時刻 － 12:51 13:08 15:11 15:54 16:12 16:41 17:21 

発車時刻 12:39 12:52 14:45 15:34 15:55 16:22 17:00 － 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

            

          

 

                               

               

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 2日（日）に、西仙北中学校陸上競技場を会場に「第 1回西仙北地域大運動会」を開催

しました。スポーツを通じて地域の活性化に繋げようと、地域の各種団体で組織する西仙北地

域大運動会実行委員会（今野幸宏会長）が主催したものです。 

この日は天気にも恵まれ、西仙北小学校児童や、西仙北中学校生徒のほか各地区からたくさ

んの方々が運動会に参加しました。（主催者発表 850 名参加）小学生によるミニ綱を使用した

綱引きや、保育園児やお年寄りが参加した宝探しなど、各年代が楽しめるプログラムで参加し

た方々は楽しく汗を流していました。また、この日一番盛り上がったのは、色別対抗リレーで

色ごとに競技に参加した選手たちを一生懸命応援しました。 

●地域の方々が楽しく汗を流しました「第 1 回西仙北地域大運動会」 

小学生による選手宣誓。とても元気
に堂々とできました。 
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ミニ綱を使った綱引き。懸命に
綱を引きました。 

 競技の最後に行われた色別対抗リ
レー。一番の盛り上がりでした。 

●「明治 150 年」企画展開催中／大仙市アーカイブズ 

私達のふるさとに押し寄せた近代化の波。企画展では、鉄道と

写真に焦点を絞り、近代化と人びとの関わりや様子を紹介してい

ます。鉄道関係では、盛曲線敷設の問題、旧大曲市が主導した生

保内線ディーゼル化計画、田宮利雄鉄道関係資料を展示しており

ます。地域住民が鉄道によって地域発展を待望した姿が読み取れ

ます。 

また、大正 3（1914）年、強首地震発生間もない時期に撮影さ

れたガラス乾板を展示しております。被害状況と当時の風俗がう

かがえます。是非ご覧ください。 

【開催期間】※休館日：日曜日、月曜日、祝日 

9月 14日～12月 11日 
【開催場所】大仙市アーカイブズ（強首字上野台 1-2） 
      ℡0187-77-2004 

 

 

強首地震を写したガラス乾板 

◆地域枠予算を活用した事業を紹介します! 

「土川コミュニティ活性化交流事業」 
① 心像まつり             ③半道寺ふるさと祭り 

日時:10 月 21 日（日）午前 10 時～  日時:10 月 28 日（日）午前 10 時～ 
  場所::心像会館                         場所:半道寺三世代交流会館 
②小杉山ふるさと祭り 

:   ::日時:10 月 21 日（日）午前 10 時～  【内容】各地区で芸能発表等を行います。 
::場所:小杉山生涯学習センター         是非ご参加ください。 
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一般書コーナー
★ 信長の原理 垣根　涼介
★ 対岸の家事 朱野　帰子
◇ ワンランク上の「接待交渉術」
◇ 秋田県の山

児童書コーナー
☆ 47都道府県!!妖怪めぐり日本一周　1．2．3 伊藤まさあき
☆ いいからいいから　5 長谷川　義史

今月のテーマ展示は・・・

『 中高生に今読んでもらいたい本 』

西仙北図書館にたくさんの中高生がインター

ンシップ、職場体験活動を行いました。その中

で生徒自身が、今「読みたい」、「読んでほし

い！！」という本を集め、特集しています！！

今月の新刊

としょかんまつり

・日時：１０月２７日（土）

午前１０時 ～ 午前１１時３０分

・内容：おはなしボランティア

「そよかぜ」さんの読み聞かせ

古本リサイクル市

工作教室「オリジナルカレンダー」

〈お知らせ〉

・１０月の休館日は１日、１５日です。

・開館時間以外の返却は返却ポストへ

・利用者カードについて

大仙市居住、通勤、通学している方に交付します。

・貸出冊数

本雑誌 :１人７冊まで ２週間

視聴覚資料:１人３点まで １週間

開館時間 :午前９時から午後５時まで

西仙北図書館

新刊あんない

★母のあしおと 神田 茜／著

自分の一生を「逆から」遡ってみたら・・・。母の私

も、娘の私も、女の私も、どんな「私」もわるくない。

北海道に住むごく普通の女性「道子」をめぐる７つの物

語。『小説すばる』掲載に加筆・修正して単行本化。

（TRCﾏｰｸより）

★日本全国駅名めぐり 今尾 恵介／著

変わった駅名、駅名でお客を呼ぶ駅、昔を今に伝える

駅、命名に苦労した駅・・・。地形図と写真で日本全国

の駅名の謎と秘密に迫り、駅名が付いた由来を探る。

『住民行政の窓』連載をもとに大幅に加筆修正し単行本

化。（TRCﾏｰｸより）

西仙北中央公民館

西仙北寿楽大学のお知らせ

☆10月の開講日程について☆

○園芸講座 10月17日：刈和野地区公民館

○詩吟講座 10月17日：高齢者ふれあいセンター

○料理講座 10月17日：土川地区公民館

○民謡講座 10月24日：刈和野地区公民館

○ｽﾎﾟｰﾂ講座 10月24日：緑地運動広場

○郷土史講座 10月24日：西仙北支所3階第4会議室

にしせんぼく文化祭

期日：平成３０年１０月２７日、２８日

会場：西仙北スポーツセンター ※入場無料

○芸能発表

１０月２８日９：３０～１５：３０

・午前の部 芸術文化協会発表

・午後の部 一般の発表

○出 店

１０月２８日９：３０～１６：００

・大仙市商工会
・ＪＡ秋田おばこ西仙北地区女性部直売会

・大綱の里直売所

○菊 花 展

１０月２７日９：００～１６：３０

１０月２８日９：００～１５：００
○生け花展 草月流

１０月２７日９：００～１６：３０

１０月２８日９：００～１５：００

○展示発表

１０月２７日､２８日９：００～１６：３０

・書道・絵画・彫刻・写真・焼物

・手芸、手工芸品・短歌・俳句､川柳

・小中学校、保育園による絵、書写展

・生涯学習奨励員展示

○短歌大会

会 場：西仙北高齢者ふれあいセンター

１０月７日１０：３０～１５：００

○お茶会

１０月２８日１０：００～１４：３０

日本礼道小笠原流高根社中

お茶会 １席 ３００円

◎西仙北中央公民館の改築工事のため平成

３０年度、３１年度のにしせんぼく文化祭は、会

場が西仙北スポーツセンターに変更になります。
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日 曜 日 曜

土

27 土
・としょかんまつり
（時間：10:00～11:30、場所：西仙北図書館）

11 木

26

15 月

9

6 土

20

5

12

木

日

月

7

8

2 火

3 水

金

金

行　　　事 　　　行　　　事

金

・図書館休館日

・行政相談日　　　相談員：進藤　敏
（時間:10:00～12:00、

　場所:西仙北高齢者ふれあいセンター）

・母子手帳交付・妊婦健康相談
（時間：9:00～11:30、場所：西仙北庁舎2階）

28

・母子手帳交付・妊婦健康相談
（時間：9:00～11:30、場所：西仙北庁舎2階）

30 火

31

16 火

14

・生命の貯蓄体操練習日
（時間：9:30～11:00、場所：強首地区多目的研修施設）

13 土

火

4 木

10 水

・乳幼児健康相談
（時間：9:30～11:30、場所：西仙北庁舎３階）

24

1 月 ・図書館休館日

18
・母子手帳交付・妊婦健康相談
（時間：9:00～11:30、場所：西仙北庁舎2階）

水
・母子手帳交付・妊婦健康相談
（時間：9:00～11:30、場所：西仙北庁舎2階）

29 月

日

月

25

23 火

水

木

17 水
・母子手帳交付・妊婦健康相談
（時間：9:00～11:30、場所：西仙北庁舎2階）

19 金

22

・生命の貯蓄体操練習日
（時間：9:30～11:00、場所：強首地区多目的研修施設）

21 日

日

・生命の貯蓄体操練習日
（時間：9:30～11:00、場所：強首地区多目的研修施設）

・生命の貯蓄体操練習日
（時間：9:30～11:00、場所：強首地区多目的研修施設）

１０月8日（月）雨天決行

～第３０回記念西仙北
黒森山健康マラソン大会～

田口康平さん（高城：箱根駅伝走者）と一
緒に走ろう!!

時間：８時００分～受付

８時４５分～開会式

会場：西仙北スポーツセンター

【問い合わせ】

西仙北中央公民館（西仙北支所内）

７５－１１１５

～８月末日 西仙北地域の人口～
男 ３，８１４人（－２）
女 ４，３７６人（－６）

計 ８，１９０人（－８）
世帯数／３，０５２世帯（－４） （ ）内は前月比

10月2７日（土）、2８日（日）

～にしせんぼく文化祭～
場 所：西仙北スポーツセンター
時 間：午前９時～

10月1４日（日）
秋季狂犬病予防接種

地区 時 間 場所
大沢郷 9:30～ 9:40 林業者等健康増進施設前

強首 10:00～10:10 強首地区多目的研修施設前

土川 10:30～10:40 西仙北農村環境改善センター前

刈和野11:00～11:30 市役所西仙北庁舎正面玄関前

～旅行やちょっとした遠出に～

西仙北スマートＩCの利用を…

旅を快適に‼

～献血にご協力ください～
10月23日（火）

10:00～11:20 宮腰精機㈱刈和野工場

12:20～13:１0 ㈱ホクエツ秋田大曲工業

15:00～16:00 ミツワ(株)ホクトプラ事業部

※ 稲わら焼きは１０月１日から１１月１０日までの間全面禁止されています。詳細は１面の記事へ
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