
 

                               

  

                                

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

                               

               

 

 

                                                                                      

 

 

 

  

平成 30年 12月 1日発行 

【実施期間】平成 30年 12月 11日（火）～12月 20日（木） 

●「年末の交通安全運動」が始まります。 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 
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下水管や汚水を送るポンプに布などの異物が詰まると、修理のための時間やコストが余分 

にかかってしまうなど、汚水処理の妨げになります。 

下水道・浄化槽は、私たちが利用して汚れた水を浄化するほかに、清潔で安全な街を維持 

するという重要な役割を担っています。適切な方法で処理しましょう。 

 

●下水道・浄化槽利用者の皆様へ「下水道・浄化槽を快適に使用するために」 

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 

 

詰まりや悪臭の原因になるものは流さないで！ 

○熱湯（排水管の素材により、変形等のおそれがあるため） 

○野菜くずや食べ残しなどの生ごみ     

○天ぷら油やサラダ油などの廃油（→支所等に天ぷら油回収場所をご用意しています） 

○トイレットペーパー以外の繊維物（おむつ、生理用品、下着など） 

○髪の毛やビニール片、割り箸、爪楊枝などの細かいごみ 

○有害物、危険物、薬品（ガソリン、シンナー、アルコール、農薬など） 

 

飲酒運転の根絶 

○飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。 

○「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志をもち、根絶しましょう。 

子どもと高齢者の交通事故防止 

○ドライバーの方は、対向車や前に車がいない場合は、ライトを上向きにしましょう。 

○夜間の外出時は、明るい色の服装と反射材を着用しましょう。 

冬道の安全運転の励行 

○「時間・車間距離・心」に余裕をもって運転しましょう。 

○安全な速度を心がけ、急ブレーキ・急ハンドル・急加速は絶対にやめましょう。 

 

※１２月は飲酒運転追放県民運動の強調期間です！ 

 

●「秋田電気工事株式会社」桜の木の剪定を行っていただきました。 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 

 

平成３０年１１月９日（金）、秋田電気工事株式会社

の皆様に、地域への貢献のため、西仙北庁舎にある桜

の木の剪定をボランティアで行っていただきました。 

秋田電気工事株式会社は、今年度「電気工事」分野

で大仙市技能功労者として選ばれた佐々木甚一さんが

代表取締役会長を務められています。 

剪定いただいた多くの桜は来春にはとてもきれいな

満開の花を咲かせてくれることでしょう。 
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審査会当日は「GoGo!!綱が～る」
のリポーターお恭さんもかけつ
け、CMの PRをしてくれました。 
どのような結果になったか楽し
みにしていてください。 

●参加しました「第 16 回あきたふるさと手作り CM 大賞審査会 」 

 11月 25日（日）午後 1時 30分秋田市文化会館で、「第 16回あき

たふるさと手作り CM 大賞審査会」に参加しました。この審査会に

は、撮影を行ったにしせん未来塾の金子塾長をはじめ、大仙市から

8名が出席しました。全県から 24市町村が参加し、各市町村の特色

を活かした 30秒の CMが 1作品毎に上映されました。 

大仙市の作品は「刈和野の大綱引き」をテーマに子どもたちが綱

引きごっこ遊びをし、将来は建元になることを夢見るというストー

リーになっており、審査員からは昭和の時代のあたたかさを感じる

作品であるとの講評をいただきました。審査会の結果は･･･。   

すみません、まだ公表できないことになっています。12月 8日（土）

の午後3時からAAB秋田朝日放送で放映される審査会の番組で発表

予定です。 

是非ご覧ください! 

 

●ご利用ありがとうございました「西仙北 HUB スペース」 

今年の 4月から開放していました西仙北 HUBスペースは、11月で

一時閉鎖となります。この HUBスペースは西仙北中学校生徒が、地

域にある空き家をリノベーションし、地域住民の憩いの場をつくり

ました。今年は、にしせん未来塾のミーティングの場や、西仙北中

学校や個人の方の作品展示等様々な用途に活用されてきました。    

これまで HUBスペースを訪れた地域の皆さん、活用していただい

た団体の皆さんありがとうございました。 
HUB スペースにたんざくを飾る
西仙北あおぞら子ども園の園児 

【お知らせ】 

 西仙北ＨＵＢスペースは１１月末で閉鎖となりますが、「刈和野の大綱引き」が行
われる２月１０日（日）は、休憩スペースとして一時開放します。 

 

●開催しました「第 5 回西仙北地域協議会」 

11 月 12 日（月）に、西仙北支所で「第 5 回西仙北地域協議会」を
開催しました。今回の協議会では、地域公共交通（西仙北地域は、市
民バス、コミュニティバス、乗合タクシー）に対し、どのようにすれ
ばより利用しやすくなるか、効率的になるか等意見を出し合いました。
次回の協議会では市長と直接意見交換を行う予定です。 
 
※次回の地域協議会は 12月 12 日（水）です。現在地域枠予算の活
用をお考えの団体は、12 月 7 日（金）まで地域活性化推進室ま
でご相談ください。（℡75-2965） 
《今年度事業の最後の地域枠予算審議となります》 

地域協議会の様子 



 

一般書コーナー
★ 先生、ちょっと人生相談いいですか？ 瀬戸内　寂聴
★ 宮部みゆき全一冊 宮部　みゆき
◇ ５０歳からの時間の使いかた 弘兼　憲史
◇ カルピスをつくった男　三島海雲 山川　徹

児童書コーナー
☆ 森のとしょかんのひみつ 小手鞠　るい
☆ たまごのおふとん ふくべあきひろ

今月のテーマ展示は・・・

『今年も一年ありがとう！！

～新しい年を迎える準備～ 』
今年も残すところあとわずかとなり、やり残した

ことはありませんか？新しい年を迎えるための準備

にぴったりな１冊を用意してお待ちしております。

今月の新刊

おはなし会

・日時：１２月２２日（土）

午前１０時 ～ 午前１１時

・内容：おはなしボランティア

「そよかぜ」さんの読み聞かせ

〈お知らせ〉

・１２月の休館日は３日、１７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

★チキンラーメンの女房

実録 安藤仁子 安藤百福発明記念館／編

「インスタントラーメン」という大発明の実現を信じ、

日清食品創業者・安藤百福とともに闘った妻・仁子。Ｎ

ＨＫ連続テレビ小説「まんぷく」のヒロインのモデルで

もある安藤仁子の波瀾万丈の人生を紹介する。（TRCﾏｰｸ

より）

★野の春 宮本 輝／著

昭和42年、熊吾の息子・伸仁は20歳の誕生日を迎える。

「この子が20歳になるまで死なん」と誓った熊吾の、大

願成就の日を家族で祝うが…。戦後の時代相を背景に父

と子を描く「流転の海」完結。『新潮』連載を単行本化。

（TRCﾏｰｸより）

西仙北中央公民館

西仙北寿楽大学閉講式

１１月１４日（水）、西仙北スポーツセンターを

会場に今年度の締めくくりとなる閉講式が開催され

ました。今年の記念講演では大仙市太田町からサッ

クスプレイヤーの「飯塚雅幸氏」を迎え盛大に行な

われました。来年度は、寿楽大学が始まり５０回目

の節目となることから、内容の見直しを図り、地域

の皆様の生涯学習の一助となる講座開催を目指して

参りますので、多くの方のご参加をお待ちしており

ます。

年末年始各施設の休館日

・生涯学習施設

（刈和野地区公民館、土川地区公民館、大沢郷地区

公民館、強首地区公民館、小杉山地区生涯学習セン

ター）
平成３０年１２月２８日（金）から

平成３１年１月４日（金）まで

・社会体育施設、市民体育館

（西仙北西体育館、土川体育館）

平成３０年１２月２９日（土）から
平成３１年１月４日（金）まで

・西仙北スポーツセンター

平成３０年１２月２９日（土）から

平成３１年１月３日（木）まで

・学校開放施設

（西仙北小学校体育館、西仙北中学校体育館）

平成３０年１２月２９日（土）から

平成３１年１月３日（木）まで

・西仙北図書館

平成３０年１２月２９日（土）から

平成３１年１月４日（金）まで

※西仙北中央公民館は、１２月２９日（土）から

平成３１年１月３日（木）まで休館となります。
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日 曜 日 曜行　　　事    行事     

1 土 17 月

・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）

2 日 18 火

3 月 19 水

4 火 20 木

・図書館休館日

・乳幼児健康相談
（時間：9:30～11:30、場所：西仙北庁舎３階）

5 水 21 金

・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）

・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）

22 土

7 金

6 木

9 日

24 月8 土

水

25 火

10 月 26

28 金

火 27 木

31 月

29 土

30 日

15 土

14 金

16 日

13 木
・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）

12 水

11

・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）

・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）

・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）

・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）

・おはなし会
（時間：１０:００～１１:００、場所：西仙北図書館）

23 日

～１０月末日 西仙北地域の人口～
男 ３，７８８人（－１０）
女 ４，３５４人（－１５）

計 ８，１４２人（－２５）
世帯数／３，０４１世帯（－１１） （ ）内は前月比

１２月は市県民税（第４期）及び

国民健康保険税（第６期）の納期です。
忘れずに納めましょう！

第２６回西仙北バスケットボール交歓大会

１２月９日（日）

受付：午前８時～ 開会式：午前８時２０分～

会場： 西仙北スポーツセンター

申し込み： １２月３日（月）まで
問い合わせ： 大仙市体育協会西仙北支部

事務局（西仙北中央公民館内）
電 話： ０１８７－７５－１１１５

☆年末の大仙市役所の業務は２８日
（金）までとなっております。

☆新年は１月４日（金）より通常どおり業務を
開始いたします。
☆１２月２９日（土）～１月３日（木）については、
午前８時３０分～午後５時１５分までは日直の
職員が対応します。

西仙北図書館年末年始休館日

１２月２９日～１月４日まで

～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‼

大仙市西仙北支所
大仙市刈和野字本町５
0187-75-1111
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