
日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所

9：00～
雄物川郷土資料館　第4回特別展
第31回ひな人形展～旧家の人形たち
～（～3/22）

雄物川郷土資料館 雄物川郷土資料館 22-2793

9:00～ 「石坂洋次郎と婦人雑誌」展（～3/31）
石坂洋次郎文学記念
館

石坂洋次郎文学記念
館

33-5052

9：30～ 南部シルバーエリア雪まつり 南部シルバーエリア 南部シルバーエリア 26-3880

9:30～
2019コレクション展第4期「寺崎廣業展」
（～4月8日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

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）」（～2/2）

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（～
2/16）

Y2ぷらざにぎわいひろ
ば

地域づくり支援課 38-2251

9:00～ 横手市冬季防災訓練 狙半内地区（増田） 危機管理課 35-2195

11：00～ 長太郎稲荷神社梵天祭
長太郎稲荷神社（大
雄）

中島ジョヤサ会、小西
さん

090-7563-
0004

13:00～
第27回ぼんでん唄コンクール（一般・小
若・奉納団体の部）

秋田ふるさと村ドーム
劇場

横手市観光協会 33-7111

リトルB・Bフェスタ 大森体育館 スポーツ振興課 35-2173

3 月
4 火

9：00～ 第14回いぶりんピック 山内公民館 山内地域課 53-2934

9：00～ 『写友・光と影」有志の写真展（～26日） 南部シルバーエリア 南部シルバーエリア 26-3880

13：30～
第30回横手市増田地区農業活性化講
演会

増田まんが美術館 増田地域課 45-5515

6 木 9：30～
企画展「山岳の美・水辺の美」（～4月13
日）

秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館 33-8855

7 金 第29回あきた十文字映画祭（～9日） 十文字文化センター
あきた十文字映画祭
実行委員会

080-8182-
3501

9：00～
後三年合戦金沢資料館特別展示
金沢資料館顕彰活動の歩み展（～3月29
日）

後三年合戦金沢資料
館

後三年合戦金沢資料
館

37-3510

10：30～
よこてイースト　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

13:00～ 横手市入学おめでとう大会
秋田ふるさと村ドーム
劇場

学校教育課 32-2414

中止 元祖さるはんない幻灯（～9日） 増田地域狙半内地区
狙半内地区交流セン
ター

45-9020

明海大学留学生ホームステイ事業（～9日） 横手市内 秘書広報課 35-2162

第19回U-12横手フットサル大会（～9日） 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

第37回B&G杯争奪中学校
選抜招待バスケットボール大会（～9日）

十文字中学校第1･第2
体育館

スポーツ振興課 35-2173

9 日
10 月

11 火 15：00～ 雪中田植え・どんと焼き 兜台神社（大雄）
どんと焼き実行委員
会、菅さん

52-3539

12 水
13 木

10：00～ かまくら駅語り（14日・16日）
横手駅東口観光案内
所特設ステージ

横手市観光協会 33-7111

17：00～ かまくら撮影会
民家苑木戸五郎兵衛
村（雄物川）

横手市観光協会 33-7111
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日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　　所 問合せ

9：00～ 十文字雪まつり 道の駅十文字 道の駅十文字 23-9320

9：30～
かまくら in 木戸五郎兵衛村2020
（～16日）

民家苑木戸五郎兵衛
村（雄物川）

雄物川地域課 22-2111

10：00～
ほっこり横丁（かまくら協賛物産展）～
16日

市役所市民広場 横手市観光協会 33-7111

10：00～
観光エキスパートEXPO@横手の雪
まつり2020（～16日）

Y2ぷらざ 観光おもてなし課 32-2118

10：00～ 道の駅さんない雪まつり（～16日） 道の駅さんない 道の駅さんない 56-1600

13：30～ 第13回横手かまくら冬語り かまくら館ホール 横手市観光協会 33-7111

18:00～ かまくら祭り（～16日）

市役所本庁舎前道路
公園、横手公園、よこ
てイースト、羽黒町武
家屋敷通り、二葉町か
まくら通りほか

横手市観光協会 33-7111

かまくらレトロ浪漫～ノスタルジーに
浸る旅～

木村屋本店・こうじ庵・
ゲストハウス平源

横手商工会議所 32-1170

増田カップバスケットボール大会（～16
日）

増田体育館 スポーツ振興課 35-2173

陸上競技クリニック 横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

8：30～ 梨木水かぶり
梨木愛宕神社（十文
字）

十文字地域課 45-5119

9：30～ 第63回梵天コンクール
市役所本庁舎前おま
つり広場

横手市観光協会 33-7111

13：00～ かまくら駅語り（14日・16日）
横手駅東口観光案内
所特設ステージ

横手市観光協会 33-7111

13：00～
元バドミントン日本代表選手
小椋久美子さんのバドミントン教室

横手体育館 スポーツ振興課 35-2173

17 月 9：45～ 旭岡山神社梵天奉納祭
市役所本庁舎前おま
つり広場～旭岡山神社

横手市観光協会 33-7111

18 火
19 水

20 木 13：30～
「グリーン・ツーリズム」を学んでみませ
んか？　農業体験や農家民泊のこと

平鹿生涯学習センター 農業振興課 32-2112

21 金
10:15～
13:30～

猫の日特別ワークショップ
「ししゃもねこマスコットをつくろう」

増田まんが美術館 増田まんが美術館 45-5569

14：00～ 金澤八幡宮ぼんでん
金澤八幡宮大鳥居前
（横手）

歴史文化の里づくりを進
める会事務局、加賀谷さ
ん

090-8255-
3664

9：00～ 増田のぼんでんまつり
増田の町並み案内所
「ほたる」～三所神社

増田町観光協会 45-5541

11：00～ 木戸五郎兵衛神社初午祭
民家苑木戸五郎兵衛
村（雄物川）

雄物川地域課 22-2111

第12回横手市民スキー大会　アルペン
競技

天下森スキー場 スポーツ振興課 35-2173

令和元年度横手市ニュースポーツ体験
「インターバル速歩」

大森体育館 スポーツ振興課 35-2173

13：30～ 歴史文化基本構想策定中間報告会 Y2ぷらざ3階研修室 文化振興課 45-5512

2020第6回クロスカントリースキージョヤ
サCUP

赤坂総合公園ｸﾛｽｶﾝﾄ
ﾘｰｽｷｰｺｰｽ

スポーツ振興課 35-2173

25 火
26 水

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

28 金

29 土 13：30～ 男女共同参画フェスティバル Y2ぷらざ1階 地域づくり支援課 35-2158

（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

月24

日16

日23

土15

土22


