
日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所

8：30～
中学生以上の方対象「上級救命講習
会」

横手市消防本部 消防本部警防課 32-1247

10：00～
秋田県立近代美術館　みんなの教室
楽しいな！　版画でカレンダー

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

令和元年度 横手わか杉カップ東日本
中学バレーボール大会（～12月1日）

横手体育館
雄物川体育館

スポーツ振興課 35-2173

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

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

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

9：30～
秋田県立近代美術館特別展「没後130
年　平福穂庵展（前期）」（～12月15日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

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 38-2251

17：00～ 大雄イルミネーション（～25日） ゆとりおん大雄前 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（～
1月5日）

大森地域局前 大森地域課 26-2111

2 月

3 火 10：00～ 赤ちゃんのお風呂の入れ方体験講座 横手保健センター 健康推進課 33-9600

4 水

5 木 14：00～ 市立大森病院「糖尿病教室」 市立大森病院 市立大森病院 26-2141

6 金

第22回県南地区新人小学生バレー
ボール大会

雄物川体育館（男子）
大仙市サンスポーツラ
ンド（女子）

スポーツ振興課 35-2173

第5回横手明峰カップ兼第14回大森カッ
プ中学校バスケットボール大会（～8日）

大森体育館
横手明峰中学校体育
館

スポーツ振興課 35-2173

17：00～ 十文字イルミネーション
十字の里（十文字文化
センター隣）

十文字地域課 42-5111

第17回県南地区小学生ジュニアオープ
ン
バレーボール大会

雄物川体育館（男子）
大仙市サンスポーツラ
ンド（女子）

スポーツ振興課 35-2173

11:00～
秋田県立近代美術館ミュージアムコンサー
ト「トレ　コン　アモーレ　コンサート」

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

10：30～ わくわく科学実験教室
Y2ぷらざオープンス
ペース

わくわく化学工房事務
局

090-2983-
1254

9 月

10 火

11 水
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日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所 問合せ

12 木
第２８回年末年始行事伝承会
『むかしの正月行事を体験しよう』

民家苑木戸五郎兵衛
村

雄物川生涯学習セン
ター

22-5535

13 金

17：00～ 第32回　槻の木光のファンタジー 浅舞感恩講保育園 平鹿地域課 24-1118

10：30～
よこてイースト　気まぐれ引き語りコン
サート

Y2ぷらざオープンス
ペース

ごやさん
090-6629-

0089

第38回横手市少年武道錬成大会（剣
道）

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

13：30～
横手市地域支えあいネットワーク市民
集会

平鹿生涯学習センター 高齢ふれあい課 35-2134

11:00～
キクヲフェスwithよこてイーストイルミ
ネーションクリスマスコンサート

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

令和元年度横手市スポーツ交流大会
スマイルボウリング

大森体育館 スポーツ振興課 35-2173

16 月 14：00～ インバウンドセミナー かまくら館5階 観光おもてなし課 32-2118

17 火 9：30～
秋田県立近代美術館特別展「没後130
年　平福穂庵展（後期）」（～2月2日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

18 水

19 木

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

14:00～
市立横手病院　白衣のクリスマスコン
サート

市立横手病院 市立横手病院総務課 32-5001

【出前かまくら】東京湾アクアライン海ほ
たるPA（～22日）

千葉県木更津市 観光おもてなし課 32-2118

第5回全日本硬軟テニスミックス大会 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

第35回横手市市民サッカー大会（28日） 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

第６回雄物川チャリティーコンサート
雄物川コミュニティセン
ター

雄物川生涯学習セン
ター

22-5535

23 月

24 火

25 水

26 木 19：00～
横手市女性センター主催講座「お正月
アレンジメント教室」

横手市女性センター 横手市女性センター 33-3995

27 金

10：00～
「かまくら×東京タワー」イベント（～29
日）

東京タワー正面玄関前 観光おもてなし課 32-2118

第35回横手市市民サッカー大会 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

29 日 10：00～ 「かまくら×東京タワー」イベント 東京タワー正面玄関前 観光おもてなし課 32-2118

30 月 11:00～ 県南Uターンフェア
イオンモール大曲1F
花火の広場

経営企画課 35-2164

31 火

（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
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