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●「大仙市いっせい防災行動訓練 シェイクアウト 201９in Daisen」を実施します。 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 

 

大地震が発生したという想定で、あらかじめ決

めた時刻に一斉に、参加者の皆さんが 「まず低

く」、「頭をまもり」、「動かない」の安全行動をと

り、各家庭や会社等で、いざというときの安全行

動を確認するなど短い時間でできる簡単な訓練

です。 

 今回プラスワン訓練として「冬期間の停電」を

テーマとしています。停電を想定した訓練を皆さ

んで考えて行ってください。 

【問い合わせ先】 

西仙北支所市民サービス課 防災担当 

☎７５－２９６１ 

【日時】平成 31 年 1月 23 日（水）午前 11時～ 

 訓練音源（各自）・ＦＭはなび（87.3MHz） 

 

●「雪捨場」のお知らせ 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広

場 

 

○早朝作業にご理解をお願いします。 

 除雪作業は交通量の少ない夜間や早朝に行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解願います。 

○路上駐車について 

 路上への駐車は除排雪の妨げとなります。決められた場所に駐車しましょう。 

○間口除雪にご協力をお願いします 

 玄関先から道路に出る間口は、各家庭で除雪をお願いします。 

○道路への雪出しについて 

 除雪後の雪や各家庭の雪を道路に出さないでください。事故や渋滞の原因になります。 

大仙市西仙北地域の指定

雪捨場は暁橋上流河川敷、強

首船着場付近河川敷です。 

利用にあたっては、次のこ

とをお守りください。 

◆搬入路がせまいため、４ｔ

車までに限らせていただき

ます。 

◆雪以外の物（ゴミなど）を

捨てないでください。 

◆車両事故等には、くれぐれ

もご注意ください。 

□除雪には皆さんのご協力が必要です□ 

【問い合わせ先】 

西仙北支所 農林建設課 

☎７５－２９７１ 
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●   「第 16 回あきたふるさと手作り CM 大賞（最優秀賞）受賞!」 

  にしせん未来塾が制作した CM「刈和野大綱引き」が第 16回あ

きたふるさと手作り CM 大賞のふるさと CM 大賞（最優秀賞）を

受賞しました。今年の CM 大賞には、八郎潟町を除く県内 24 市

町村が参加し、大仙市は今年で 13回目の参加でした。過去に 2

回の受賞歴（ハッスル賞、審査員特別賞）がありますが、最優

秀賞にあたるふるさと CM大賞を受賞するのは初です。  

12 月 19 日（水）に大仙市役所大曲庁舎で、ふるさと手作り

CM大賞のトロフィーと目録の贈呈式があり、老松市長、にしせ

ん未来塾から金子塾長外 2 名と佐々木西仙北支所長が出席しま

した。秋田朝日放送栗田取締役からトロフィーと目録が授与さ

れ、「刈和野の大綱引きの魅力と、その大綱引きを待ちわびる子

どもの描写がすばらしかった。」と審査の講評をいただきまし

た。金子塾長は、「これからも地域の為に尽力していきたい」と

意気込みを語りました。にしせん未来塾は、2月 3日（日）に宮

城県仙台市で行われる「東北 CMフェスティバル」に秋田県代表

として参加します。この日授与されたトロフィーは、しばらく

の間西仙北支所地域活性化推進室に展示していますので是非ご

覧ください。 

なおこの CMは、東北 6県で年間 365本放映される予定で、AAB

のホームページからもご覧いただけます。 

 

●地域枠活用事業を紹介します「刈和野駅前イルミネーション交流事業」 

12月 18日（火）午後 4時より、刈和野駅前にてイルミネーシ
ョンの点灯式が行われました。 
当日は、西仙あおぞらこども園にじ組（年長児）園児 24名が

参加し、主催者である刈和野駅関連施設管理運営組合の信田組
合長のカウントダウン後にイルミネーションが点灯されまし
た。雪が降る寒い中での点灯式でしたが、参加した園児は雪と
イルミネーションを楽しんでいました。 
点灯式終了後は、信田組合長から、園児の皆さんにプレゼン

トが贈られ、とても喜んでいました。このイルミネーションは、
2月 10日（日）まで点灯されます。 
 昨年度より更にグレードアップしたイルミネーションを是非
ご覧ください!  【点灯時間 16時～0時】 

 

 

刈和野駅を彩るイルミネー 
ション 

●開催しました「第 6 回西仙北地域協議会」 

12 月 12 日（水）に、西仙北支所で「第 6 回西仙北地域協議会」
を開催しました。今回の協議会には、老松市長も出席し、現在西仙
北地域で運行されている公共交通（市民バス、コミュニティバス、
乗合タクシー）に関し、直接市長との意見交換を行いました。今後
はこの意見をまとめ、西仙北地域協議会で再確認後意見書として市
に提出する予定となっています。 

朝日放送栗田取締役よりトロフ
ィーを受け取る老松市長。   
左は金子塾長。 

地域協議会の様子 

12月 20日には西仙北小学校へ受賞
の報告に行きました。ご協力いただ
いた三浦校長先生をはじめ、4年生
の児童の皆さん本当にありがとう
ございました! 

※CMは土日を除く早朝 5時 20分
頃に放送されます。 



 

一般書コーナー
★ フランス座 ビートたけし
★ 夜　汐 東山　彰良
◇ ママが楽になる絵本レシピ３１ 景山　聖子
◇ 共働き夫婦お金の教科書 山崎　俊輔

児童書コーナー
☆ くすのきだんちのおきゃくさん 武鹿　悦子
☆ ノラネコぐんだん　おばけのやま 工藤　ノリコ

今月のテーマ展示は・・・

『今年、どんな１年にしますか？』
今年のみなさんの目標は決まりましたか？色々

やりたいことは、あるけどどうやって始めたらい

いかわからない、まだ見つかっていないという方

におススメの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：１月２６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〉

・１月の休館日は1、2、3、4、7､21､30､31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

★人生は還暦から！終活なんてまだまだ早い！

小山内 美江子／著

60歳で海外ボランティアに目覚め、カンボジア、ネ

パールに学校を建設。そして88歳のいま、日本人への最

後の提言！「3年B組金八先生」脚本家が、国際貢献や教

育、子育てについてなど、現代に思うことを書き記す。

（TRCﾏｰｸより）

★地域が稼ぐ観光ボクらはコトづくりでチイキのミライをつくる

大 羽 昭仁／著

地域が豊かになり、子供たちが将来住みたくなるよう

にするためには？体験価値をベースにした観光で行政と

連携し、地域に適正なお金が落ちる仕組みをつくるプロ

ジェクトの取り組みを紹介する。（TRCﾏｰｸより）

西仙北中央公民館

新年明けましておめでとうございます。

本年も公民館事業をはじめ、各種団体事業

へのご参加とご協力をお願いいたします。

第２６回西仙北バスケットボール交歓大会

大仙市体育協会西仙北支部主催による標記大会

が１２月９日（日）西仙北スポーツセンターで開

催されました。大会には、一般の部５チーム、小

学生の部５チームが参加し、熱戦が繰り広げられ

ました。大会の結果は次のとおりです。

【小学生の部】

優 勝 西仙北ＭＢＢＣ

準優勝 四ツ屋ウインスマイルズ

【一般の部】

優 勝 シンプソンズ

準優勝 西仙クラブ

刈和野の大綱引き
大仙市で唯一、国の重要無形民俗文化財に指定

されている『刈和野の大綱引き』行事に参加し、

地域の伝統文化を継承し、地域全体を盛り上げま
しょう！！

今年の刈和野の大綱引き関連行事は、以下のと

おりです。どの行事も一般の方も参加できる行事

になっておりますでの、興味のある方はぜひ参加

してください。

２月 １日（金） 綱よい作業

２月 ２日（土） 綱飾り

２月１０日（日） 刈和野の大綱引き

なお、詳細につきましては、１月１５日発行の

『刈和野の大綱引き特報』をご確認ください。

第５０回秋田県芸術文化章

授章おめでとうございます

１２月１３日（木）、秋田ビューホテルで第５

０回秋田県芸術文化章授章式が行なわれ、大仙市
芸術文化協会西仙北支部の菅原恵子さんが授章さ

れました。

菅原さんは、２０代初めから、新聞社「読者文

芸」や短歌総合誌への投稿活動を続け、数多くの

作品が評価され入選、特選を受賞しています。ま
た、昭和４０年西仙北短歌会の発足とともに入会

し、現在も副会長として会の運営と地域の短詩型

文芸の発展と振興にご尽力されているのが評価さ

れ、今回の授章となりました。まことにおめでと

うございます。
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日 曜 日 曜

・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）

・おはなし会
（時間：10:00～11:00、場所：西仙北図書館）

16 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）

27

23 水

日

11 金

10

9

金

木

31

26

30

木

土

24

水

29

28

　元　日

月

火

・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）

・交通指導隊・防犯指導隊合同観閲式

・乳幼児健康相談
（時間：9:30～11:30、場所：西仙北庁舎３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）

17

20

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）

25

・消防出初式

木

火

21

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）

土

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）

火

月

行　　　事行　　　事

7

4

5

1 火

2 水

木

月

15 火

月14

12

13

土

・図書館休館日

金

木

日土

19

6

8

日

18 金3

・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：大沢郷地区公民館）

・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）

・大仙市いっせい防災行動訓練
　ｼｪｲｸｱｳﾄ 201９ in Daisen（時間：11:00～）

大仙市西仙北支所
大仙市刈和野字本町５

0187-75-1111

１月は国民健康保険税（第７期）
の納期です。
忘れずに納めましょう！

～１１月末日 西仙北地域の人口～
男 ３，７８４人（－４）
女 ４，３４６人（－８）

計 ８，１３０人（－１２）
世帯数／３，０３６世帯（－５） （ ）内は前月比

１月３０日（水）～２月１日（金）

３日間特別整理期間のため
西仙北図書館は休館します。

～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～
1月24日（木）

10:００～11:20 宮腰精機㈱刈和野工場
12:１0～13:３0 大仙市役所 西仙北支所

15:２0～16:０0 (株)大晃商事
アースクリーン刈和野

☆大仙市役所は新年１月４日（金）より通常
どおり業務を開始いたします。
１月３日（木）までは、午前８時３０分～午後
５時１５分の間日直の職員が対応します。
☆西仙北図書館は１月５日（土）から開館し
ます。

４ 


