
 

 

 

                               

  

                                

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                               

               

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 7月 1日発行 
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●ぜひご参加ください！「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 

 

ふるさとの川を「後世に残せる美しい川」として維持できるよう河川敷クリーンアップを行いま

す。共に地域の河川をきれいにしませんか？ ※申し込みは不要です。 

【実施日時】 

８月４日（日） 午前６時～ 

※集合時間   午前５時５０分～ 

【実施内容】 

河川敷のクリーンアップ 

※軍手・ゴミ袋はこちらで準備します 

【問い合わせ】 西仙北支所農林建設課 

７５－２９７１ 

 

●お気軽にご相談ください「からだとこころの健康相談」 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 

 

健康増進センターでは、市民の皆さんが地域や家庭で健康に生活 

できるように個別またはグループ等への健康相談を行っています。 

健康に関するさまざまな相談に保健師・栄養士が応じます。 

★予約制で行いますので、ご希望の方（グループ等）は事前にご連絡ください。 

 
＜時間＞ 午前９時～午後４時（土日祝日・年末年始を除く） 

※事業開催等により、調整させていただく場合もあります。 

＜場所＞ 各地域の健康増進センターまたは各公民館等（家庭訪問も可） 

【問い合わせ】 健康増進センター西部（西仙北支所内） 

        ０１８７－７５－０４７６ 

 

 

【実施場所】 

① 刈和野河川敷（有竜ガソリンスタンド向かい） 

② 強首橋下流河川敷（樅峰苑裏） 

●行事や展示などに活用ください「ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場の貸し出し」 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 

 

ＪＲ刈和野駅１階「ふれあい広場」を貸し出しています。

行事や展示などに活用ください。 

使用を希望する場合は大仙市商工会西仙北支所へお申し込

みください。 

【展示期間】１ヵ月以内 

【利用時間】午前８時～午後５時 

【申込期間】年間をとおして随時（土・日・祝日を除

く）受付します。使用月の前月２０日までにお申し

込みください。 

 

【問い合わせ】 

大仙市商工会西仙北支所 

７５－１０２１ 

 

芸術文化協会会員による作品展示 



 

 

 

 

（お問い合わせ） 

大仙市役所西仙北支所 地域活性化推進室 

TEL７５－２９６５ FAX７５－１２２８ 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

          

 

                               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●7 月に行われる地域枠予算活用事業のご紹介 
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刈和野の大綱引き体験イベント事業 
「ミニ綱による刈和野大綱引き体験」 
日 時:7 月 7日（日） 

（受    付）午前 10時から 
      （綱合わせ・引き合い） 
      午前 10時 30 分から 
 場 所:西仙北ぬく森温泉ユメリア駐車場 
 対 象:小学生以下 
※雨天の場合、ユメリア館内にて実施  
【体験イベント問い合わせ先】 

  西仙北支所地域活性化推進室 
電話：75-2965 

 
  
 

 

 

ステキな 

参加賞が 

もらえます! 

去年の引き合いの様子です。本番さな
がらの引き合いは、周りの観客も大興
奮でした。今年はどちらが勝つか楽し
みです。 

●ふるさとＣＭ大賞「刈和野の大綱引き」放送予定について 

 

 昨年、第 16回あきたふるさと手作り CM 大賞で、ふるさと CM大賞を受賞した 

「刈和野の大綱引き」（にしせん未来塾制作）の放送予定は次のとおりです。 

ＡＡＢ秋田朝日放送で放送されますので、是非、ご覧ください。 
 
★ふるさとＣＭ大賞「刈和野の大綱引き」放送予定表（4月～6月） 

昨年、第 16回あきたふるさと手作り CM大賞で、ふるさと CM大賞を受賞した 

「刈和野の大綱引き」（にしせん未来塾制作）の放送予定は次のとおりです。 

ＡＡＢ秋田朝日放送で放送されますので、是非、ご覧ください。 
 
★ふるさとＣＭ大賞「刈和野の大綱引き」放送予定表（7月～9月） 

7月5日 7月3日 7月30日
7月11日 7月25日 9月4日
7月31日 7月26日 7月4日
9月3日 7月29日 8月16日

9月23日 8月15日 9月13日
7月9日 8月30日 9月19日
8月1日 9月10日 8月6日
8月5日 9月18日 8月19日
9月2日 9月30日 7月1日

9月25日 8月27日 8月1日
7月2日 9月26日 8月9日
7月8日 9月27日 8月28日
8月8日 8月13日 9月11日

8月13日 8月28日 9月12日
8月26日 8月23日 8月20日
9月20日 8月29日 8月21日
8月7日 9月11日 8月22日
8月9日 9月16日 9月6日

8月12日 9月9日
8月14日 7月12日
8月27日 8月2日
9月24日 8月7日

8月19日
9月5日

9月17日

5時25分～
6時00分

8時00分～
9時55分

10時25分頃

10時30分～
12時00分

12時00分～
12時30分

14時50分～
15時15分

13時55分～
15時45分

15時45分頃

13時40分

13時55分～
14時50分

16時45分～
17時53分

15時50分

15時50分～
16時45分10時30分頃

12時50分頃

12時50分～
13時40分



 

一般書コーナー
★ 平安ガールフレンズ 酒井　順子
★ 笑え、シャイロック 中山　七里
★ キュー 上田　岳弘
★ ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン

★ 美しき愚かものたちのﾀﾌﾞﾛｰ 原田　マハ
☆ 経済の流行語・論点でたどる平成史 浜野　崇好
☆ 退職・転職成功のマニュアル 島田　弘樹
☆ パンダのすべて 今泉　忠明
☆ 本格焼酎マニアックＢＯＯＫ 葉石　かおり
☆ ドライブ東北ベスト

児童書コーナー
◇ はいたっち からさわ　ようすけ

◇ クルマザウルスたんけんたい マイケル・ウェイト

◇ 紫式部の娘。賢子がまいる！ 篠　綾子
◇ はだかのおうじさま 澤野　秋文
◇ 怪談５分間の恐怖

○ 地域が稼ぐ観光 大羽　昭仁
○ 手書きＰＯＰの見本帳
○ 知っておきたい特許法
○ 地方創生でリッチになろう！ 小島　慶蔵
○ 他人に聞けない文章の書き方 矢嶋 弥四郎・中川 越

中村　まさみ

　　　ビジネス支援はじめます！！
　企業や団体への貸出は最大50冊まで1ヵ月間の利
用が可能です。団体名で利用カードを作ることが
できます。

今月のテーマ展示は・・・

『 ～ 夏をのりきる！！ ～ 』

夏といえば、暑さ・夏バテ・夏休みの宿題・・・

などなど。

いろいろな夏の課題をのりきるために役立つ本を

取りそろえてお待ちしております。

今月の新刊

《 夏休み工作教室 》 開催のお知らせ
・日 時：７月２７日（土）

午前１０時～午前１１時３０分

・場 所：西仙北図書館

・内 容：①おはなしボランティア

「そよかぜ」さんの読み聞かせ

②夏休み工作教室

～ペットボトルで空気砲を作ろう～

作成後、みんなで楽しめるゲームを企画

しています。

〈お知らせ〉

・７月の休館日は１日、１６日です。

・開館時間 :午前９時から午後５時まで

開館時間以外の返却は返却ポストへ

西仙北図書館西仙北中央公民館

『活き活きカレッジ』のお知らせ

７月の日程は、以下のとおりです。

①７月１０日の第２水曜日は・・・

健康運動コース（西仙北スポーツセンター）

家庭菜園コース（大沢郷地区公民館）

②７月１１日の第２木曜日は・・・

活き活きコース（土川地区公民館）

趣味悠々コース（西仙北支所３階会議室）

途中参加も可能ですので、興味のある方はぜひご参加

ください。

また、今回の趣味悠々コースは、元秋田県立博物館

副館長「加藤民夫氏」の講演を予定しております。

１ 開催日 ７月１１日（木）

２ 会 場 西仙北支所 ３階 会議室

３ 講 師 元秋田県立博物館 副館長

加藤 民夫 氏

４ 演 題 「中世 仙北西部の歴史と文化」

５ 参加料 ２００円（受講生以外の方）

この講演は、一般の方の参加も可能ですので皆様こ

の機会にぜひご来場ください。

西仙北中央公民館建設のお知らせ

西仙北中央公民館の建設工事が下記のとおり行われ

ます。工事期間中近隣の住民の皆様には、大変ご迷惑

をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いします。

また、工事期間中は、敷地内の仮囲いを行いますが、

ダンプ、重機等の往来があります。

安全な走行を徹底してまいりますが、近隣を通行さ

れる際は、ご注意願います。

記

期間：令和元年６月１９日～令和２年７月１７日

第３９回旧藩芸術文化交流展

由利本荘市岩城高城センターにて第３９回旧藩芸術

文化交流展が開催されます。大仙市芸術文化協会西仙

北支部加盟団体の皆様の作品が展示されます。ぜひご

来場ください。

日時：令和元年７月１３日（土）～１４日（日）

会場：由利本荘市岩城高城センター

３ 



 

日 曜 日 曜

29 月

水

1 月
・令和元年度大仙市西仙北防除協議会総会
（時間：10：00～、場所：西仙北庁舎２階第5会議室）

3 水 20

31

行　　　事 　　 行　　事     

22

25

・海の日

水

土

24

28

・図書館休館日
17 水

18

19

木

金

土

日

月

火

火

木11

日
ユメリア　夏の大感謝祭

『ミニ綱による大綱引き体験』
（時間：10:00～13:00、場所：ユメリア駐車場）

12 金

9 火

10 水

16 火

14 日

13 土

15 月

21

・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）木

・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）

・おはなし会、夏休み工作教室
（時間：10:00～11:３0、場所：西仙北図書館）

金

30

27

23

2 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）

・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）

4 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）

日

5 金

8 月

26

6 土

7

～５月末日 西仙北地域の人口～
男 ３，７４６人（－ ７）
女 ４，２５５人（－ ７）

計 ８，００１人（－１４）
世帯数／３，０２７世帯（－１） （ ）内は前月比

大仙市西仙北支所
大仙市刈和野字本町５

0187-75-1111

特定健診・後期高齢者検診・一般検診・肺
がん等検診・前立腺がん検診・大腸がん検
診・肝炎ウイルス検診・３０、３５歳の血
液検診が下記日程で行われます。
対象地区、会場は健康増進センター西部
（７５－０４７６）までご確認ください。

７月１６日(火)～７月２９日(月)
※土・日祝日を除く
受付時間 １３：１５～１５：１５

7月は固定資産税（第２期）及び国民
健康保険税（第１期）の納期です。忘
れずに納めましょう。

胃がん検診が下記の日程で行われます。

７月１日(月)大沢郷地区
検診会場 林業者等健康増進施設

７月２日(火)・３日(水)土川地区
検診会場 西仙北農村環境改善センター

受付時間 ５：３０～７：３０

消防団員募集中!!(男女問わず)

希望する方は、
西仙北支団

または 西仙北支所市民サービス課
℡０１８７-７５-２９６１
へご連絡ください。

～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‼

骨粗鬆症(こっそしょうしょう)検診が
下記の日程で行われます。

７月４日(木)
検診会場 西仙北スポーツセンター

受付時間 １３：００～１３：３０

～献血にご協力ください～
７月3日（水）

10:00～10:40 ㈱協和精密工業秋田工場
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