
日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所

13:30～ 横手市市制施行記念表彰式 かまくら館2Fホール 総務課 35-2161

2019コレクション展第2期『キャラクター
ズ』（～10/6）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

若沖と京の美術～京都　細見コレクショ
ンの精華～（～11/10）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

石坂洋次郎　紀行文の世界（～12/1）
石坂洋次郎文学記念
館

石坂洋次郎文学記念
館

33-5052

2 水

3 木

4 金

12:30～ きもちのいい家をつくろう
雄物川民家苑木戸五
郎兵衛村

文化財保護課 32-2403

9:00～ 第49回横手地域市民文化祭（～6日）
横手市民会館・Y2ぷら
ざ

あさくら館 35-2138

第１１回横手市民スポーツフェスティバ
ル2019グラウンド・ゴルフ交歓大会

赤坂総合公園グラウン
ド・ゴルフ場

スポーツ振興課 35-2173

9：00～ 2019増田「蔵の日」
増田町中町七日町及
び本町・上町の一部

蔵史めぐり実行委員会
事務局

080-8202-
8638

11：30～
横手応援市民学校「なべっこ遠足in東
京」

ホテルルポール麹町
（東京都千代田区）

地域づくり支援課 35-2266

7 月

8 火

9 水 9：30～
コレクション展「能代・山本の画家たち」
（～1月13日）

秋田県立美術館６階 秋田県立美術館 33-8855

10 木 13：30～ 市内名所を巡る半日観光 横手市観光協会 33-7111

11 金 14：00～
秋田大学横手分校公開講座「我慢して
いませんか？膝の痛み」

市役所条里南庁舎講
堂

秋田大学横手分校 38-8304

10：00～ 第15回新そばまつり(～13日） 道の駅さんない ㈱ウッディさんない 56-1600

9：00～ 横手駅西口祭2019(～13日） 横手駅西口広場 横手市民市場 33-2866

9：00～
雄物川郷土資料館第3回「刀剣展」～姿
の美を求めて～（12月15日）

雄物川郷土資料館 雄物川郷土資料館 22-2793

横手市民スポーツフェスティバル2019
ソフトテニス競技

大森テニスコート スポーツ振興課 35-2173

明海大学留学生ホームスティ事業（座
禅体験・習字体験）

秘書広報課 35-2162

横手市民スポーツフェスティバル　横手
市民総合体育祭 柔道競技

横手武道館 スポーツ振興課 35-2173

14 月
横手市民スポーツフェスティバル2019
テニス競技

大森テニスコート スポーツ振興課 35-2173

13：30～ 大学生等採用情報セミナー
横手市条里南庁舎講
堂

商工労働課 32-2115

10：00～ 平鹿地域福祉健康まつり2019 平鹿町ゆとり館 平鹿市民サービス課 24-1114

8：10～
横手市民スポーツ交流大会　グラウン
ド・ゴルフ

赤坂総合公園グラウン
ド・ゴルフ場

スポーツ振興課 35-2173

13：30～
女性のための起業家支援セミナー
（10/30）

Ｙ2ぷらざ3Ｆ第3研修室 商工労働課 32-2115

10：00～
秋田県里親制度横手市地域セミナー
「里親ってこんな感じなんだね！」

Y2ぷらざ3階研修室3 子育て支援課 35-2133

13：30～ ワーク・スタイル研修（11月1日） サンサン横手 地域づくり支援課 35-2158

17 木 10：00～ 生産性向上研修 Ｙ2ぷらざ3Ｆ第3研修室
秋田県南工業振興会
事務局

36-2384

10：30～ 子ども服リサイクル（秋・冬物）～21日
Ｙ2ぷらざ2Ｆ児童セン
ター

横手市子育て支援セ
ンター

32-2426

13 日

15 火

16 水

5 土

6 日

12 土
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1 火



日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所 問合せ

13：30～ 第21回　横手市都市計画審議会
本庁舎5階第2・3委員
会室

都市計画課 32-2408

10：00～
第13回　大雄芸術文化祭【作品展示】
（～21日）

大雄農業団地センター
1階展示スペース

大雄生涯学習センター 52-2111

10：00～ 第13回　大雄芸術文化祭【芸能発表】
大雄交流研修館（ふれ
あいホール）

大雄生涯学習センター 52-2111

13：30～
雄物川郷土資料館「研ぎの実演・体験
とギャラリートーク」（11月23日）

雄物川コミュニティーセ
ンター

雄物川郷土資料館 22-2793

第42回山内文化祭（～20日） 山内体育館 山内地域課 53-2187

第5回横手わかすぎ旗争奪東北中学校
野球大会（～20日）

グリーンスタジアムよこ
て
スタジアム大雄
大森野球場
横手北中学校野球場

スポーツ振興課 35-2173

第6回横手わか杉カップ東日本小学生
バレーボール大会（～20日）

雄物川体育館
雄物川小学校
大森体育館
大森小学校

スポーツ振興課 35-2173

9：00～
後三年合戦金沢資料館特別展示　横
手の郷土玩具「中山人形展」（～12月22
日）

後三年合戦資料館 後三年合戦資料館 37-3510

10：30～
よこてイーストイベント・気まぐれ弾き語
りコンサート

Y2ぷらざオープンス
ペース

ごやさん
090-6629-

0089

10：00～ 真人公園りんごまつり 真人公園 増田町観光協会 45-5541

13：30～ かえっこバザール　in　よこいち。
Y1ぷらざオープンス
ペース

横手おやこ劇場（斎藤
さん）

090-2848-
0573

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

横手駅前商店街振興組合 38-8851

21 月

22 火

23 水

13:30～ 健康づくり講演会 浅舞公民館 健康推進課 35-2185

13：00～
初心者やシニアの方対象「フェイスブッ
クセミナー」

Y2ぷらざ1階オープン
スペース

秘書広報課 35-2162

9：00～
おものがわ笑顔の菊まつり（～11月3
日）

民家苑木戸五郎兵衛
村

舘合公民館　佐藤 23-1223

25 金
秋田県高等学校体育連盟
県南支部新人卓球大会（～27日）

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

9：00～ 健康の丘おおもりまつり
大森病院・大森保健セ
ンター・南部シルバー
エリア

大森市民サービス課 26-4030

 秋田県高等学校体育連盟
県南支部新人柔道大会（～27日）

横手武道館 スポーツ振興課 35-2173

第51回よこて菊まつり（～11月5日） 秋田ふるさと村 横手市観光協会 33-7111

27 日 11：00～
第４回武将隊フェスティバルよこて「菊
花の陣」

秋田ふるさと村 秋田ふるさと村 33-8800

28 月

29 火 10：30～
親子のスキンシップを取り入れたヨガエ
クササイズ

平鹿生涯学習センター
増田町子育て支援セ
ンター

45-4637

30 水 13：30～ 女性のための起業家支援セミナー Ｙ2ぷらざ3Ｆ第3研修室 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

24 木

26 土

18 金

19 土

20 日


