
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

                               

               

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

・山や野外での活動では、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。 

・鈴や笛、ラジオなどを身につけ、周りに音を出しながら行動しましょう。 

・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。 

・クマの足跡やフンなどを見つけた場合は、その先には進まずに引き返しましょう。 

・生ゴミや残飯、廃棄果樹などは山や野外に捨てたり、放置しないでください。 

クマをその場所に引き寄せる原因になります。 

・もしクマに出会ってしまったら、あわてずゆっくり後ろにさがり、静かにその場から立ち

去りましょう。 

 この複十字シール運動は、結核、肺がん、ＣＯＰＤ（慢性閉塞 

性肺疾患）などの呼吸器の病気をなくし、健康で明るい社会を作 

ることを目的に、世界各国で行われています。 

 シールは毎年新しいデザインとなっていて、手紙や包装の封印などとして貼って使って

いただくことによって、呼吸器疾患の予防や友人、知人の健康を願う心を伝えます。 

 また、この募金の一部をハンセン病援護募金にも使用させていただいております。 

 どうぞ今年も皆様のご支援とご協力をお願いいたします。 

令和元年 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、全面的に禁止され

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 

 

●クマに注意しましょう「クマ被害の防止方法」 

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。 

 

【問い合わせ】 西仙北支所 農林建設課  ☎ ７５－２９６６ 

●今年も「複十字シール運動（募金）」にご協力を！ 

 

ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場 

 

【問い合わせ】 大仙市結核予防婦人会（事務局 大仙市健康増進センター西部） ☎ ７５－０４７６ 



 

●開催しました！「第２回西仙北地域大運動会」

早食いリレーです☆

市では、地域振興のために地域枠予算を活用し、新しく事業を始めたいと考えている

地域内の任意団体（構成員が10人以上の団体）を募集しています！予算執行には地域

協議会での承認が必要です。詳しくは西仙北支所地域活性化推進室までお問い合わせ

ください。

●ふるさとCM大賞「刈和野の大綱引き」放送予定について

（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
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９月１日（日）、西仙北中学校のグラウ

ンドで「第２回 西仙北地域大運動会」を開

催しました。西仙北地域内（刈和野・土

川・大沢郷・強首）の子どもからお年寄り
まで、住民が集まり、白・黄・赤・緑組の

４チームに分かれて競技をしました。

選手達はラジオ体操で準備体操をしてか

ら、玉入れやリレーなど、運動会では定番

の競技をした他に、湯飲み茶碗で色つきの

水をペットボトルに入れ、先に満杯にした

チームが勝ちとなる「バケツリレー」や、

段ボールをより高く積み上げる競技、園児

や高齢者も参加できるお宝探しゲームなど、

ユニークな種目を行い、結果は赤組が優勝
しました。参加者は晴天の下、気持ちよく

「運動の秋」を満喫することができました。

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（１０月～１１月）

ミニ綱で大綱引きも行いました

玉入れの様子 国語や算数問題を解きました

地域枠予算活用事業です！

10月1日 13時55分～14時50分 10月21日 12時00分～12時30分 11月11日 8時00分～9時55分
10月2日 8時00分～9時55分 10月21日 15時50分～16時45分 11月12日 14時50分頃
10月3日 13時55分～15時45分 10月22日 12時50分～13時40分 11月13日 16時45分～17時53分
10月4日 10時30分頃 10月23日 15時50分～16時45分 11月14日 13時55分～15時45分
10月7日 10時30分～12時00分 10月24日 12時50分～13時40分 11月15日 15時50分～16時45分
10月8日 10時30分～12時00分 10月25日 5時25分～6時00分 11月18日 13時55分～14時50分
10月9日 14時50分～15時15分 10月28日 5時25分～6時00分 11月19日 10時30分頃
10月10日 10時30分～12時00分 10月29日 16時45分～17時53分 11月20日 10時30分～12時00分
10月11日 15時50分頃 10月30日 10時30分～12時00分 11月21日 9時55分頃
10月14日 14時50分～15時15分 10月31日 5時25分～6時00分 11月22日 16時45分～17時53分
10月15日 15時50分～16時45分 11月1日 8時00分～9時55分 11月25日 10時30分～12時00分
10月16日 5時25分～6時00分 11月4日 16時45分～17時53分 11月26日 15時45分頃
10月17日 15時50分～16時45分 11月5日 5時25分～6時00分 11月27日 13時55分～14時50分
10月18日 13時55分～15時45分 11月6日 13時40分頃 11月28日 16時45分～17時53分

11月7日 10時30分～12時00分 11月29日 10時30分～12時00分
11月8日 12時00分～12時30分



 

一般書コーナー
★ 罪の轍 奥田　英朗
★ 銀座の紙ひこうき はらだ　みずき

★ いくつになっても 中野　翠
★ 命あれば 瀬戸内　寂聴
★ 百舌落とし 逢坂　剛
☆ カラー図鑑スパイスの秘密 ジル・デイヴィーズ

☆ ゆる仏道 ヒフミ　ヨイ
☆ ピーナッツで長生き！ 井上　浩義
☆ 60分でわかる！働き方改革超入門 働き方改革法研究会

☆ 口福を呼ぶ俺の！いなり寿司 いなり王子

児童書コーナー
◇ こんにちは、ばいばい サトシン
◇ あの空はキミの中 舞原　沙音

◇ 月と珊瑚 上條　さなえ

◇ 夏とおとうとと ふくだ　いわお

◇ エルファと思い出のはこ

○ 大人の週末起業 藤井　孝一
○ これで解決。働くママが必ず悩む36のこと 毛利　優子
○ 杉本　祐子

ミシェル　ベル

　　　　　ビジネス支援コーナー
　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。

心が伝わるお礼の手紙・はがき
きちんとマナーハンドブック

今月のテーマ展示 『 ～ 家族 ～ 』

自分にとって家族ってなんだろう。家族にはいろ

いろなかたちや繋がりがあるのではないでしょうか。

家族について見つめ直すきっかけになるような本

を取り揃えてお待ちしております。

今月の新刊

「としょかんまつり」開催のお知らせ
・日 時：１０月２６日（土）

午前９時３０分～午前１１時３０分

・場 所：西仙北図書館

・内 容：①読み聞かせコーナー

あおむしｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ さん、そよかぜ さん

(英語での読み聞かせです。お楽しみに)

②古本リサイクル市

③手作り体験コーナー(申込みが必要です)

ハーバリウム、WAROCK(ワロック)工房

(参加費)１人 ５００円

・定 員：２０名 (③手作り体験コーナーは、

定員になり次第、締切)

・申込み：申込書を図書館、中央公民館、各地区公民

館に配置しております。

ご記入の上、お申込みください。

・申込み締切：１０月１８日（金）

〈 図書館の休館日 〉

・１０月の休館日は７日、２１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
１０月の日程は、以下のとおりです。

①１０月９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）

②１０月１０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（西仙北支所会議室）

※１０月から後期コースが始まります！！受講料は後

期５００円です。希望のコースを選びお申し込みくだ

さい。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。

にしせんぼく文化祭

期間：１０月２６日（土）、２７日（日）

会場：西仙北スポーツセンター

・展示発表 １０月２６日（土）２７日（日）

９：００～１６：３０

・芸能発表 １０月２７日（日）

９：３０～１５：３０

○午前の部 芸術文化協会の発表

○午後の部 一般の部

・菊花展 １０月２６日（土）

９：００～１６：３０

１０月２７日（日）

９：００～１５：００

・生け花展 １０月２６日（土）

９：００～１６：３０

１０月２７日（日）

９：００～１５：００

・短歌大会 １０月１９日（土）

１０：３０～１５：００

・お茶会 １０月２７日（日）

１０：００～１４：３０

・出 店 １０月２７日（日）

９：３０～１６：００

※西仙北中央公民館改築工事のため令和元年度の会場

は、西仙北スポーツセンターになります。
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日 曜 日 曜

15 火

6

月

12

日

5 土

4 金

月

23 水

木

9 水

金

土

22 火

25
・乳幼児健康相談
 （時間：10:00～11:45、

 　場所：土川保育園内つなっこひろば）

・活き活きカレッジ

（趣味悠々・活き活きコース）

・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）

火

24

18

21

20 日

19

16 水

14

13 日

30

31

水

・としょかんまつり
（時間：９:３0～11:30、場所：西仙北図書館）

月

土

日

行　　　事 　　　行　　　事

27

水

7 月 ・図書館休館日

木

3 木

29

26

・活き活きカレッジ

（健康運動コース・家庭菜園コース）

28土

8 火

11 金

木

10 木

1 火 17

金2

大仙市西仙北支所
大仙市刈和野字本町５
0187-75-1111

１０月１４日（月）雨天決行

～第３１回西仙北
黒森山健康マラソン大会～

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】
大仙市体育協会西仙北支部
（西仙北スポーツセンター内）
７５－１０６１

～８月末日 西仙北地域の人口～
男 ３，７１７人（－１３）
女 ４，２３７人（－６）

計 ７，９５４人（－１９）
世帯数／３，０２６世帯（－３） （ ）内は前月比

10月26日（土）、27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27日（日）
秋季狂犬病予防接種

地区 時 間 場所
西仙北 9:00～ 11:00 市役所西仙北庁舎正面入口前

～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2４日（木）

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

10月７日～９日
大腸がん検診（追加検診）

（時間：９:００～１３:００
場所：健康増進センター西部）
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