
日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所

9:30～
特別展『鴻池朋子ハンターギャザラー』
（～25日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

9:30～
2018コレクション展第2期「今こそ旅しよ
うー所蔵品でたどるすばらしき秋田ー」
（～11日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

9:00～
石坂洋次郎文学記念館開館30周年記
念事業　原作映画ポスター展～映画化
された石坂文学～（～25日）

石坂洋次郎文学記念
館

石坂洋次郎文学記念
館

33-5052

9:00～
横手市増田まんが美術館収蔵展『小島
剛夕の世界展』（～14日）

横手公園展望台 横手公園展望台 32-1096

9:00～

雄物川郷土資料館第3回特別展「雄物
川をめぐる芸術～美の水脈を求めて～
秋田公立美術大学三人展」（～12月16
日）

雄物川郷土資料館 雄物川郷土資料館 22-2793

9:30～ 第50回よこて菊まつり（～5日） 秋田ふるさと村
（一社）横手市観光協
会

33-7111

9:00～ おものがわ笑顔の菊まつり（～3日）
民家苑木戸五郎兵衛
村

雄物川地域課 22-2187

2 金 9:00～ 山下哲郎氏『秋の絵画展』（～28日） 南部シルバーエリア 南部シルバーエリア 26-3880

13:30～ 平成30年度児童虐待・ＤＶ防止講演会
平鹿生涯学習センター
1階　講堂

子育て支援課 35-2133

10:00～ 第18回　平鹿りんご味覚まつり
ときめき交流センター
「ゆっぷる」

平鹿地域課 24-1118

9:00～
第13回横手市民ステージ祭・平成30年
度横手市交流美術展（3日・4日）

横手市民会館 横手市民会館 32-3136

10:00～
平成30年度キンビ創作体験プログラム
「日本画教室　植物を描く」（3日・4日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

9:30～ つくって遊ぼう 旭ふれあい館
横手市子ども会育成
連合会事務局

33-2924

横手市ミニバスケットボール交歓大会
（3日・4日、10・11日）

増田体育館 スポーツ振興課 35-2173

15:00開
演

諸田玲子氏　講演会「梅もどきの縁」
セントラルホテル　ラ・
ポート

横手地域課 32-2718

13:00～ 異文化交流サロン
Ｙ２ぷらざ　1階　オープ
ンスペース

秘書広報課 35-2162

十文字秋の収穫祭 十文字道の駅 十文字道の駅 23-9320

秋の火災予防運動（～10日） 消防本部予防課 32-1218

横手市民スポーツフェスティバル　バド
ミントン競技

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

横手市民スポーツフェスティバル　弓道
競技

横手武道館 スポーツ振興課 35-2173

5 月

6 火

7 水 19:00 保呂羽山の霜月神楽（～8日6:00頃）
保呂羽山波宇志別神
社里宮神殿

文化財保護課 32-2403

8 木 13:30～ 横手市ムスリム・フレンドリーセミナー
横手セントラルホテル
ラポート2階

秘書広報課 35-2162

9 金 13:30～
女性のための起業家支援セミナー（第2
回）

Ｙ２ぷらざ　3階　第3研
修室

商工労働課 32-2115

9:00～
後三年合戦金沢資料館　特別展示『金
澤八幡宮　格天井鏡板展～明治・大正
の文化人の筆先』

後三年合戦金沢資料
館

後三年金沢資料館 37-3510

6:00～ みどりの朝市　さよならセール 市役所本庁舎駐車場 農業振興課 32-2112

橋本五郎さんと親子で学ぶ「新聞の日」 浅舞公民館 教育指導課 35-2123

14:00～ 「認知症予防講演会」
横手市役所　条里南
庁舎　講堂

地域包括支援センター 35-2135

小学生の税に関する習字展（～18日） イオン横手店 横手税務署総務課 32-6090

9:30～ わくわく消防広場in雄物川
スーパーセンタートラ
スト雄物川店

消防本部予防課 32-1218

横手市民スポーツフェスティバル　卓球
競技

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

4 日

10 土

平成30年11月　横手市の主な行事予定表平成30年11月　横手市の主な行事予定表
横手市役所　記者会見資料

平成30年10月30日

問合せ

3 土

1 木



日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所 問合せ

11 日 11:00～
横手の伝統おやつ『みそっこ』アレンジ
コンテスト

スーパーモールラッ
キー店内特設会場

よこラボプロジェクト実
行委員会　木匠さん

32-1170

12 月 10：15～ 増高ファーム天下一プロジェクト 増田高校 横手の魅力営業課 32-2117

13 火

14 水

15 木

13:00 Ｙ８創快横手市議会
市役所本庁舎本会議
場

議会事務局 32-2535

県南高等学校新人バスケットボール大
会（～18日）

増田体育館 スポーツ振興課 35-2173

17 土 13:30～ 第29回『市民と集う看護フォーラム』 松與会館 横手市看護協議会 32-5001

10:00～ よこいち。『フリーマーケット』 Ｙ２ぷらざオープンスペース 伊藤さん
090-6791-

6592

よこいち。『4人展とその仲間たち』 Ｙ２ぷらざオープンスペース 4人展実行委員会 32-3757

横手市長杯第13回市民バレーボール
交流会

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

19 月

20 火 11:00 定例記者会見 市役所本庁舎2階 秘書広報課 35-2162

21 水

県南高等学校新人バレーボール大会
（～24日）

雄物川体育館 スポーツ振興課 35-2173

全県高等学校新人卓球大会（～25日） 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

23 金

17:00～ 大雄イルミネーション点灯式 ゆとりおん大雄前 大雄地域課 52-2111

10:00～ 発酵伝承よこてだいすきワークショップ 金沢孔城館 文化財保護課 32-2403

東京浅草まるごとにっぽん
横手の“響き”フェア

まるごとにっぽん（東京
都台東区浅草）

横手の魅力営業課 32-2117

25 日 13:00～ 横手市増田民俗芸能フェスティバル 増田体育館
増田地区交流センター
運営協議会

45-5556

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

（摘要）
※各図書館のおはなし会の日程は、市報よこて1日号の『図書館さ行Go！』をご参照ください。

※終了時間は目安です。 横手市役所 総務部 秘書広報課 広報係　35-2162

16 金

24 土

18 日

22 木


