
問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

企画課
0183-73-2113 1

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 2

まちづくり協働課
0183-55-8249 3

⽉ ⽇ 曜
⽇ 時間 ⾏事名 場所 問い合わせ

（電話番号）
資料
番号

1 ⽔ ー 夏季運動教室　申込受付開始 ー ⽣涯学習課
0183-55-8286 4

5 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"6⽉の⽉イチ♪コンサート　その1
⼤間ジローとWHO愉快な仲間たち

市役所本庁舎1階
市⺠ロビー

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 2

12 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"6⽉の⽉イチ♪コンサート　その2
にじいろコンサート

市役所本庁舎1階
市⺠ロビー

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

9:00 湯沢市参加・協働のまちづくり⼈材育成セミナー 湯沢⽂化会館3階
会議室

まちづくり協働課
0183-55-8249 3

10:00 第2回創業セミナー・創業相談会 創業・開業⽀援スペース
ゆざわ-Bizハッチ（ゆざわ-Biz内）

ビジネス⽀援センターゆざわ-Biz
0183-56-7117 チラシ

23 ⽊ 13:15 2022年度“届けよう、服の⼒”プロジェクト ⼭⽥中学校 ⼭⽥中学校
0183-73-3017 5

10 ⽇ 18:30 ⽔中ウォーキング（1回⽬）

11 ⽉ 19:30 AQUA ZUMBA（1回⽬）

問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

⽣涯学習課
0183-55-8193 6

まちづくり協働課
0183-56-8386 7

企画課
0183-55-8274 8

次回の定例記者会⾒は、6⽉28⽇(⽕) 午前11時、本庁舎3階　庁議室で開催します。
問い合わせ／情報政策課 元気・魅⼒発信班　電話︓0183-56-8387　FAX︓0183-73-2117

『佐⽵南家御⽇記』翻刻版　第14巻現代語訳概要版を作成
安永五(1776)年から天明元(1781)年までの6年分を収録

項　⽬

市⺠参加型企画 ⽉イチ♪コンサート 開催︕
皆さまの提案を取り⼊れた企画コンサートを開催します

湯沢市若者⼥性未来応援助成 採択団体決定
若者や⼥性の活⼒を⽣かしたまちづくりの推進を図ります

「湯沢市参加・協働のまちづくり⼈材育成セミナー」開催
地域の課題と魅⼒をみんなで⼀緒に再発⾒︕

◆⾏事予定

湯沢市ふるさと起業家⽀援事業　5⽉25⽇（⽔）から公募開始
ふるさと納税の仕組みを活⽤して地域課題の解決を図る︕

湯沢市B&G海洋センター

◆その他情報提供

⽣涯学習課
0183-55-8286 47

6

PRESS INFORMATION

定例記者会⾒資料
秋⽥県湯沢市

令和4年5⽉25⽇

湯沢駅周辺複合施設整備基本計画を策定しました
複合施設のコンセプトや導⼊する機能などをお知らせします

項⽬

◆トピックス

報道関係者各位

⽇19



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

総務部企画課 企画政策班 担当︓佐々⽊ 

Tel︓0183-73-2113  Mail︓kikaku-gr@city.yuzawa.lg.jp 

募集準備 

湯沢駅周辺複合施設整備基本計画を策定しました 

複合施設のコンセプトや導⼊する機能などをお知らせします 

 市内に点在する公共施設の諸機能の集積を図るとともに、湯沢駅周辺地域の活性化を⽬的に、本施
設のコンセプトや導⼊する機能およびその規模、事業⼿法などを整理し、今後の施設整備に向けた⾻
格を⽰すために「湯沢駅周辺複合施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）」を策定しました。 
 
【基本コンセプトと導⼊する機能】 
 公共機能（⽣涯学習、図書館、⼦育て⽀援、歴史資料展⽰、その他共有）と市⺠ニーズの⾼い⺠間
機能を導⼊することで基本コンセプトの実現を⽬指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【事業⼿法】 
 本事業では、「サービスの向上」および「財政縮減効果」を図るため、複合施設の設計・建設・維
持管理・運営業務について、官⺠連携⼿法（PPP/PFI⼿法）の適⽤を検討します。 
 
【概算事業費】 
 設計や建設費などにより、約40.8億円を想定しています。（維持管理・運営費は含んでいません。） 
 
【今後のスケジュール（想定）】 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度以降
    

 

  

 ※基本計画の詳細は、市ホームページをご覧ください。 
 

資料 1 

＜基本コンセプト＞
『湯沢市の⽞関⼝として多世代が集い、学び、憩い、交流できる「にぎわい拠点」の創造』

＜その他共有スペース＞
・市⺠活動スペース ・市⺠活動室 ・展⽰スペース

＜⽣涯学習機能＞ 
・研修室 ・和室 
・調理室 ・⾳楽室 
・多⽬的ルーム 

基本⽅針 基本構想 

＜図書館機能＞
・⼀般開架室 
・児童開架室 
・読書室 ・資料室

基本計画・
⺠間活⼒導⼊
可能性調査

★
実施
⽅針
公表

＜⼦育て⽀援機能＞
・⼦ども広場 
・相談室 
・⼀時預かりルーム

＜歴史資料展⽰機能＞
・常設展⽰室 

＜⺠間機能＞ ※今後募集する⺠間事業者の提案によります。 

設計・建設 募集選定 
★ 

契約 
・ 

議決 

★
募集
要項
公表



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

⾳楽のまちゆざわ推進協議会事務局（⽣涯学習課社会教育班内） 担当︓⼤野・平⼭ 

Tel︓0183-73-2163  Mail︓otomachi.yuzawa@gmail.com 

市⺠参加型企画 ⽉イチ♪コンサート 開催︕ 
皆さまの提案を取り⼊れた企画コンサートを開催します 

 ⾳楽のまちゆざわ推進協議会は、⾳楽によるまちづくりを推進する新たな取り組みとして、「市⺠
参加型企画 ⽉イチ♪コンサート」を開催いたします。 
 今回はその第1弾として、「⼤間ジローとWHO愉快な仲間たち」によるロックなコンサートをお届
けします。 
 これまで、⽉1回の発表の場を⽤意し、出演してくださる⽅を募集して「⽉イチ♪コンサート」と
して開催してまいりましたが、このたび、その枠を超えた持ち込み企画によるステージを、「市⺠参
加型企画 ⽉イチ♪コンサート」として実現いたしました。 
 今後も、様々な提案を取り⼊れながらこのような取り組みを継続し、⾳楽のまち“ゆざわ”の発信を
より強化することを⽬指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜⽉イチ♪コンサート概要＞ 

⽇時 6⽉5⽇（⽇）午後1時30分から3時まで 

場所 市役所本庁舎1階市⺠ロビー 

⼊場料 無料 

主催 
⾳楽のまちゆざわ推進協議会 
ホームページ https://www.city-yuzawa.jp/life/5/44/ 

＜⼤間ジローとWHO愉快な仲間たち プロフィール＞ 
オフコースのドラマーをはじめ⻑年にわたり⽇本の⾳楽シーンをリードしてきた⼤間ジロー⽒（⼩坂町出⾝）は、

ひょんなことからバンド「ブービーブラザーズ」の練習に参加したことをきっかけに活動を共にすることとなった。 
その後、歌える美⼈アナウンサー⽯川⽂⼦⽒（Vo.）やドラムインストラクターの鈴⽊NON⽒も合流して

2020年にWHO愉快な仲間たちが結成された。その後、2020年に1回、2021年に2回、2022年に1回とライ
ブを開催したほか、2021年に無観客配信ライブも2回開催し、精⼒的な活動を展開している。バンドメンバーは、
湯沢市⺠のほか、横⼿市・秋⽥市在住者。 

資料 2 

【⼤間ジローとWHO愉快な仲間たち】 



 

音楽のまち“ゆざわ”6 月の月イチ♪コンサート その１ 

２０２２年６月５日(日)１３：３０～１５：００ 

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料 

 

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内 

☎73-2163 Mail: otomachi.yuzawa@gmail.com 

ホームページ フェイスブック 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。 

ＰＲＯＧＲＡＭ 

HERE COMES THE SUN 

I AIN’T GONNA STAND FOR IT 
JESUS IS JUST ALRIGHT 

etc. 
 



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部まちづくり協働課 まちづくり班 担当︓⽯⼭ 

Tel︓0183-55-8249  Mail︓kyodo-gr@city.yuzawa.lg.jp 

「湯沢市参加・協働のまちづくり⼈材育成セミナー」開催 
地域の課題と魅⼒をみんなで⼀緒に再発⾒︕ 

市⺠と⾏政の協働によるまちづくりの推進に向けて、地域の課題解決に取り組む⼿法や、地域の宝
探しの⽅法などを学び、住みよい地域づくり、個性あるまちづくりを指導・アドバイスできる⼈材の
育成を図るためのセミナーを開催します。 

当⽇は地区住⺠のほか、湯沢翔北⾼校の⽣徒など、幅広い世代が「まちあるき」をします。「まち
あるき」によって得た地域の課題や宝をもとに、課題解決や地域の活性化に向けた発表をグループご
とに⾏います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜「湯沢市参加・協働のまちづくり⼈材育成セミナー」概要＞ 

⽇時 

6⽉19⽇（⽇曜⽇）午前9時から午後5時まで 
午前 9時   オープニング 
午前 9時35分 講義 
午前10時40分 まちあるき（両神、清⽔町、岡⽥町内） 
午後 2時50分 まとめのワークショップ 
午後 4時20分 グループ発表

場所 湯沢⽂化会館3階 会議室（湯沢市字沖鶴103番地1 電話72-2121） 

講師 
⼤滝聡⽒（新潟県在住 NPO法⼈まちづくり学校代表理事・校⻑） 
菅善徳⽒、阿部幸樹⽒、柿﨑清⽒、寺⽥純⼆⽒、佐藤⾹代⼦⽒ 
（湯沢市まちづくりコーディネーター5⼈）

参加者 湯沢⻄地区⾃治協議会、市⽀援職員、湯沢翔北⾼校の⽣徒 合計30⼈ 

 

資料 3 

【過去に開催したまちづくり⼈材育成セミナー】



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部⽣涯学習課 スポーツ振興班 担当︓佐藤、藤⽥ 

Tel︓0183-55-8286  Mail︓k-sports@city.yuzawa.lg.jp 

夏季運動教室を開催します︕ 
6⽉1⽇から申込受付開始︕⾶び⼊り参加も歓迎します︕ 

7⽉の湯沢市B&G海洋センターオープンに伴い、夏季運動教室を開催します。 
プールでの⽔中運動は、陸上での運動よりも多くのカロリーが消費できるほか、⽔圧によって持久

⼒と筋⼒レベルを上げる効果が期待できます。また、浮⼒が働くため、体⼒に⾃信のない⽅でも楽し
むことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■AQUA ZUMBA®                ■⽔中ウォーキング 

⽇時 

7⽉11⽇(⽉)、25⽇(⽉)、 
8⽉1⽇(⽉)、8⽇(⽉)、22⽇(⽉) 全5回
 
＜時間＞ 
各回午後7時30分から8時30分まで 
 

7⽉10⽇(⽇)、17⽇(⽇)、23⽇(⼟)、31⽇
(⽇)、8⽉6⽇(⼟)、21⽇(⽇)、27⽇(⼟)  全
7回 
＜時間＞ 
⼟曜⽇︓午後6時30分から8時まで 
⽇曜⽇︓午前10時20分から11時50分まで

場所 湯沢市B&G海洋センター 

講師 
篠原
しのはら

 育⼦
い く こ

 ⽒ 
(⽇本エアロビック連盟指導専⾨委員 
JWI jin公認ZUMBA®インストラクター)

三浦
み う ら

 敬樹
け い き

 ⽒（健康運動指導⼠） 

対象 市内在住で18歳以上の⼈ 

定員 先着各30⼈ 

参加料 
1回500円 
（⼀括申込みの場合は2,000円）

1回400円 
（⼀括申込みの場合は2,500円） 

申込⽅法 
湯沢市総合体育館（72-6500）または湯沢市B&G海洋センター（72-6555）に 

備え付けの申込書に記⼊の上、施設窓⼝に提出 

主催 湯沢市教育委員会 

 

資料 4 

《昨年度のAQUA ZUMBA》 《昨年度の⽔中ウォーキング》



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

  ⼭⽥中学校 

Tel︓0183-73-3017  Mail︓yamadajhs@sch.city-yuzawa.jp 

2022 年度“届けよう、服の⼒”プロジェクト 

YAMAChu SDGsの取り組みの視野を広げる 

 「“届けよう、服の⼒”プロジェクト」とは、ファーストリテイリングがUNHCR(国連難⺠⾼等弁
務官事務所)とともに取り組む、⼩・中・⾼校⽣が対象の参加型の学習プログラムです。授業後、
⼦どもたちが主体となって、校内や地域で着⽤しなくなった⼦ども服を回収します。 
 今年度は、⼭⽥中学校でユニクロの社員が講師となって出張授業を実施し、SDGsの概要やリサ
イクルの意義などを学びます。 

活動を通して、YAMAChu SDGsの取り組みの視野を広げ、⼦どもたちが⾃分たちにもできる社
会貢献があることに気付くきっかけをつくります。また、昨年度から検討している「おさがりフリ
マ」の開催に向け、ノウハウを参考にします。 

 
＜「2022年度“届けよう、服の⼒”プロジェクト」概要＞ 

⽇時 
6⽉23⽇（⽊） 
 午後1時15分から2時5分まで

場所 ⼭⽥中学校 ⾷堂 

対象 全校⽣徒 

活動内容 

6⽉から 
9⽉まで 

「服のチカラ」について学びます。 
 SDGsの概要やリサイクルの意義、服にはどんなチカラがあ
るのか、回収した服の活⽤法などを学びます。 

10⽉ 

校内・地域へ協⼒を呼びかけます。 
 役割分担を決め、ポスターや回収ボックスを作成します。
校内放送や全校集会で校内へ呼びかけるほか、近隣の⼩学校
や保育園・認定こども園を訪問して、協⼒を募ります。 

11⽉ 

服を回収し、倉庫へ発送します。 
 回収した⼦ども服を段ボールに詰め、指定の倉庫へ発送し
ます。服は倉庫で選別、梱包され、難⺠キャンプなどへ送ら
れます。 

1⽉ 

服の寄贈レポートが届きます。 
 1⽉ごろ、難⺠キャンプに寄贈した様⼦をまとめたフォトレ
ポートが学校に届きます。これをもとに、ご協⼒いただいた
⽅に対して結果を報告するとともに感謝のメッセージをお伝
えします。 

主催 ⼭⽥中学校 

 

資料 5 



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部⽣涯学習課 ⽂化財保護室 担当︓沓澤 

Tel︓0183-55-8193  Mail︓k-bunkazai@city.yuzawa.lg.jp 

江⼾期の歴史を読み解く 

『佐⽵南家御⽇記』翻刻本 第14巻現代語訳概要版を作成 
安永五(1776)年から天明元(1781)年までの6年分を収録 

 『佐⽵南家御⽇記』は、湯沢の所預である佐⽵南家の御⽤座で書かれた公的⽇記であり、南家や家
⾂団の⽇常的動向はもとより気象・宗教・⾏事・訴訟・道中往来・物価の変動あるいは珍事に⾄るま
で詳しく記録され、近世の地⽅史を知る上で貴重な史料です。 
 この度、安永五(1776)年から天明元(1781)年までの6年分を収録した『佐⽵南家御⽇記』翻刻本
第14巻を発刊しました。 
 これに併せ、収録内容から主要な出来事を取り上げ、現代語訳にした概要版を作成しました。 
購読者のほか、希望者にも配布します。歴史に興味がある⽅はもちろん、翻刻本は難しいからと敬遠
されている⼈も、この機会に、郷⼟の歴史に触れていただきたいと思います。 
 本市には、江⼾期187年間を記録した「御⽇記」が保存されており、湯沢・雄勝のみならず藩全般
の政治・経済を知る上でも重要な史料であることから、昭和60年に秋⽥県指定⽂化財に指定されて
います。 
 この貴重な史料を広く公開し、歴史研究の発展に役⽴てたいと、平成3年度から翻刻出版に向けた
作業を開始しました。平成6年度に第1巻を出版し、その後、隔年のペースで発刊し、今回、第14巻
を出版いたしました。これらの叢書

そうしょ
の内容は、原⽂の翻刻であり、研究資料として広く活⽤されるこ

とを望んでおります。 
※今後は、毎年発刊し全26巻の発刊をもって、事業完了となる予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【本書内容の抜粋（年代順）】 
○⽇善寺・広⼤寺・湯仙寺より⿇疹が流⾏しているので祈祷を⾏いたいとの申し出がある。 

（安永五年四・五⽉） 
○与下の中から⼗⼈を「御⽬付」に任命し、特別に夜間(季節により昼も)の⾒廻りを命じる。 

(安永七年⼆⽉) 
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【県指定有形⽂化財「佐⽵南家⽇記」】



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部まちづくり協働課 未来づくり推進班 担当︓武⽯ 

Tel︓0183-56-8386  Mail︓mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp 

湯沢市若者⼥性未来応援助成 採択団体決定 

若者や⼥性の活⼒を⽣かしたまちづくりの推進を図ります 

市では、若者や⼥性による地域の活性化を進めるため、若者の交流やにぎわいを創出する事業、独
⾝男⼥の出会い・結婚⽀援に取り組む事業、⼥性の活躍推進事業などに対しその経費の⼀部を助成し
、若者や⼥性の活躍を応援しています。5⽉20⽇に、採択団体を決定するためのプレゼンテーション
審査会を実施し、今年度の助成団体及び事業について以下のとおり決定しました。 

 
 
■採択団体・事業について 
1. 採択団体名︓「ゆざわリビングラボサポートオフィス」 

代表者名︓会⻑ 佐藤愛⼦ 
 

事業名 実施期間・場所 実施内容 

2022年度ゆざわリビング 
ラボ地域交流創出事業 

７⽉から11⽉まで 
酒造会館ほか 

・チビっこアユつかみ⼤会 
・酒造会館のお披露⽬・⾳楽イベント
・チャリティイベント 

 
2. 採択団体名︓「⼩安峡温泉きらめき⼥⼦会」 

代表者名︓会⻑ 佐藤恵 
 

事業名 実施期間・場所 実施内容 

⼩安峡温泉×⼥将 魅⼒
発掘おもてなし向上プロ
ジェクト 

6⽉から2⽉まで 
⼩安峡温泉ほか 

・フォトコンテスト 
・⼭菜めぐり 
・秋の幸めぐり 
・⽣け花講習 
・花壇整備
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【6⼈の審査員により厳正なる審査が⾏われました】 



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部まちづくり協働課 未来づくり推進班 担当︓武⽯ 

Tel︓0183-56-8386  Mail︓mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp 

3. 採択団体名︓「ゆざわ和⽂化マイスター倶楽部」 
代表者名︓代表 佐藤友⼦ 

 
事業名 実施期間・場所 実施内容 

ゆざわ和⽂化講座 
〜茶道編〜 

9⽉10⽇（⼟） 
主会場︓料亭⽯川 
まち歩き︓湯沢市内中⼼
市街地商店街 

・ゆかた着付け 
・茶道に関する講話 
・お茶席での作法の実践 
・⼤衆演劇についての解説と舞台観賞
・百年料亭の器展、市内まち歩き

 
4. 採択団体名︓「⾼茂合名会社」 

代表者名︓代表社員 ⾼橋嘉彦 
 

事業名 実施期間・場所 実施内容 
耕作放棄地をコミュニティ
ガーデンに利活⽤した交流
事業及び岩崎地域の歴史⽂
化遺産の調査と継承

6⽉から2⽉まで 
岩崎地域内ほか 

・耕作放棄地・有休不動産の整備活動
・岩崎地域のフィールドワーク 
・調査報告会 ほか 

 
5. 採択団体名︓「有限会社カネマタ鈴⽊商事」 

代表者名︓代表取締役 鈴⽊アヒナ⿇由 
事業名 実施期間・場所 実施内容 

第6回アロハゆざわ 
フラと腸活 

9⽉3⽇（⼟） 
湯沢ロイヤルホテル 
屋上（⾬天時:宴会場）

・フラダンスショー 
・⼥性を対象としたフラダンスのレッ
スン 
・⼥性の美とメンタルを題材にしたハ
ワイアンカルチャーレッスン 
・腸活をテーマに美容に関する講義 

ほか
 



【報道発表資料】 

令和4年5⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

総務部企画課 地域活⼒振興班 担当︓佐々⽊ 

Tel︓0183-55-8274  Mail︓ck-shinko-gr@city.yuzawa.lg.jp 

湯沢市ふるさと起業家⽀援事業 5⽉25⽇（⽔）から公募開始 
ふるさと納税の仕組みを活⽤して地域課題の解決を図る︕ 

ふるさと納税をめぐる⾃治体の姿勢が改めて問われる中、特⾊あるメニューの展開が求められてお
ります。市では寄附者の想いに沿った施策や共感いただける事業、さらには地域課題の解決に効果が
期待できる「湯沢市ふるさと起業家⽀援事業」、いわゆる『ガバメント・クラウドファンディング』
を引き続き実施します。 

こうした寄附者の共感を集める事業を積み重ねることで、寄附者との継続的なつながりや関係性を
構築し、関係⼈⼝の創出や地域経済の好循環を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜湯沢市ふるさと起業家⽀援事業概要＞ 

対象者 
1. 市内に在住し、かつ市内で起業しようとする⼈ 
2. 市内に事業所を有し、既存事業に加え新たに⾰新的な事業展開を始めようと

する企業 

対象事業 
1. 地域課題解決型 
2. 地域経済活性化型 

公募概要 
（現時点） 

 5⽉25⽇(⽔)公募開始 1次審査分︓提出期限6⽉29⽇(⽔)正午必着 
            2次審査分︓提出期限7⽉27⽇(⽔)正午必着 
 8⽉中旬  事業選考（プレゼンテーション審査会） 
10⽉から  クラウドファンディングによる寄附の受付開始（90⽇間） 

申請⽅法 
参加申込書などを総務部企画課に提出（事前相談も可能） 
募集要項・様式など詳細は市ホームページに掲載
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音楽のまち“ゆざわ”６月の月イチ♪コンサート その２ 

２０２２年6 月1２日(日)１３：３０～１５：００ 

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料 

 

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内 

☎73-2163 Mail: otomachi.yuzawa@gmail.com 

ホームページ フェイスブック 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。 
〈本紙のベースデザインは、市民の方からご提供いただいた原画を使用しています。〉 

Program 

♪森の水車 

♪埴生の宿 

♪スカボローフェア 

他 

Program ♪花は咲く ♪あや子のお国自慢 ♪バラが咲いた   他 
 




