
日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所

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』（～14日）

後三年合戦金沢資料
館

後三年合戦金沢資料
館

37-3510

9:30～ 横山津恵展（～2月11日） 秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

9:30～
コレクション展「もの・かたる・え」（～27
日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

第13回『押し花に心を寄せて…』コンテ
スト作品展示（～31日）

ゆとりおん大雄 大雄地域課 52-2111

17:00～
おおもりケヤキ並木イルミネーション
（～6日）

大森地域局前 大森地域課 26-2111

17:00～
第31回槻の木光のファンタジー（～13
日）

旧平鹿地域局そば 平鹿地域課 24-1118

17:00～ 十文字イルミネーション（～14日）
十字の里（十文字文化
センター隣）

十文字地域課 42-2067

16:00～
よこてイースト　イルミネーション（～2月
16日）

Y2ぷらざ　にぎわいひ
ろば

地域づくり支援課 38-8851

2 水

3 木 10:00～
三助稲荷神社ぼんでん発表会、梵天
奉納

旧川西小学校・三助稲
荷神社

大森地域課 26-2111

8:30～ 教育ミニミニ実習（1月4日、7日） 十文字中学校 秋田大学横手分校 38-8304

13:00～ 横手市消防出初式（平鹿）
【観閲】浅舞公民館前
【式典】浅舞公民館

消防本部総務課 32-1111

13:10～ 横手市消防出初式（増田）
【観閲】増田体育館駐
車場
【式典】増田体育館

消防本部総務課 32-1111

9:00～
景観図画コンクール「わたしのすきな横
手の風景」作品展示会（～9日）

Ｙ２ぷらざ　1階　オー
プンスペース

都市計画課 32-2408

平成30年度明るい選挙啓発ポスター
展（～13日）

Ｙ２ぷらざ　1階　オー
プンスペース

選挙管理委員会事務
局

35-2161

9:10～ 横手市消防出初式（山内）
【観閲】山内体育館前
【式典】山内体育館

消防本部総務課 32-1111

10:15～ 横手市消防出初式（大雄）

【観閲】横手市役所大
雄庁舎前
【式典】大雄交流研修
館

消防本部総務課 32-1111

13:00～ 横手市消防出初式（十文字）

【観閲】十文字幸福館
前
【式典】十文字文化セ
ンター

消防本部総務課 32-1111

13:50～ 横手市消防出初式（雄物川）
【観閲】雄物川体育館
【式典】雄物川体育館

消防本部総務課 32-1111

9:20～ 横手市消防出初式（大森）

【観閲】横手市役所大
森庁舎前
【式典】大森コミュニ
ティセンター

消防本部総務課 32-1111

9:30～ 横手市消防出初式（横手）

【観閲】横手体育館前
駐車場
【式典】横手市役所条
里南庁舎

消防本部総務課 32-1111

7 月 18:30～ 二井山裸参り
湯殿山神社（雄物川地
域）

雄物川地域課 22-2187

8 火 15:30～ 平成31年横手市新春賀詞交歓会
平鹿生涯学習センター
多目的ホール

秘書広報課 35-2162

9 水

13:30～
「中学生と高齢者の絆を深める取組提
案」コンクール発表会

横手市役所　条里南
庁舎　講堂

高齢ふれあい課 35-2134

森田照雄氏『民芸わら細工』作品展（～
30日）

南部シルバーエリア 南部シルバーエリア 26-3880

11 金

13:00～ 第27回銀河系宇宙ほらふき決勝大会
雄物川コミュニティセン
ター　ホール

雄物川コミュニティー
センター

22-5535

10:00～
よこて創業塾（1月12日、19日、26日、2
月2日）

サンサン横手 横手商工会議所 32-1170

出前かまくら【八景島シーパラダイス】
（～14日）

神奈川県横浜市 観光おもてなし課 32-2118

第7回チャンピオンズカップ横手東北中
学校新人バスケットボール大会（～14
日）

増田体育館、横手体
育館、雄物川体育館、
大森体育館

スポーツ振興課 35-2173

6 日

12 土

平成31年1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12月20日

問合せ

1 火

5 土

4 金

10 木



日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所 問合せ

13 日

14 月 8:30～ 百万遍念仏講
南郷三ツ屋地区（山内
地域）

山内地域課 53-2934

8:30～
かまくら職人による『かまくら』づくり開
始

横手公園、横手市役
所本庁舎前道路公
園、羽黒町武家屋敷
通り、二葉町かまくら
通り

観光おもてなし課 32-2118

18:00～ たいまつ焼き
上醍醐、金屋地区（平
鹿地域）

平鹿地域課 24-1118

秋田県立近代美術館メンテナンス休館
（～24日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

16 水

17 木

18 金 出前かまくら【伊丹空港】（～20日） 大阪府豊中市 観光おもてなし課 32-2118

18:30～ よこてぼんでん唄講習会 Y2ぷらざ
（一社）横手市観光協
会

33-7111

秋田県雪害事故防止週間（～27日） 秋田県県民生活課
018-860-

1522

9:00～
THE FIVE 小学生 5 ON 5 秋田大会
2019（～20日）

増田体育館 実行委員会　佐藤さん
090-4883-

0926

10:00～
よこいち。「キッズ・ジュニア書道教室
《書初め会》」

Ｙ２ぷらざ　1Ｆ　オープ
ンスペース

三浦さん
090-7937-

3267

13:30～
よこいち。「かえっこバザール冬inよこ
いち。」

Ｙ２ぷらざ　1Ｆ　オープ
ンスペース

横手おやこ劇場（齊藤
さん）

090-2848-
0573

10:00～ よこいち。「フリーマーケット」
Ｙ２ぷらざ　1Ｆ　オープ
ンスペース

よこいち。実行委員会
（ＮＰＯ法人Ｙｏｋｏｔｔｅｒ
内）

23-8633

9:00～開
会式

横手市民スポーツ交流大会スマイルボ
ウリング

大森体育館 スポーツ振興課 35-2173

第37回横手市選抜インドアソフトテニス
選手権大会

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

21 月

22 火

23 水 13:30～ ワークスタイル研修（1月23日、2月6日）
横手市民会館リハー
サル室Ｂ

地域づくり支援課 35-2158

24 木
出前かまくら【エリアなかいち】雪積（31
日は穴あけ）

秋田市 観光おもてなし課 32-2118

9:00～ 第6回なすの花ずしコンテスト
おおもり健康温泉さく
ら荘

大森地域課 26-2116

出前かまくら【一関市役所室根支所】 岩手県一関市 観光おもてなし課 32-2118

9:00～
『むのたけじ展～大正・昭和・平成を生
きたジャーナリスト～』（～3月24日）

雄物川郷土資料館 文化財保護課 32-2403

14:00～ 『むのたけじ展』記念講演会
雄物川コミュニティセン
ター

文化財保護課 32-2403

出前かまくら【ニッケパークタウン】（～
27日）

兵庫県加古川市 観光おもてなし課 32-2118

歩くスキーの集い
大森多目的広場
羽後カントリー倶楽部

スポーツ振興課 35-2173

ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル秋田
INよこて

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

27 日 第54回秋田県ドッジボール選手権大会 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

28 月

29 火

11:00 定例記者会見 市役所本庁舎2階 秘書広報課 35-2162

13:30～ 横手市就職面接会・企業説明会 横手セントラルホテル　ラ・ポート2階 商工労働課 32-2115

31 木

（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

30 水

25 金

20 日

19 土

26 土

15 火


