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10月22日(土)・23日(日)の２日間、ふれあいセンターにおいて「広げよう地域の笑顔と文化の和」をテーマに第47
回公民館まつりが開催されました。
３年ぶりの開催となったため、町民からは例年より多く出品され、見ごたえのある出展ブースが設置されました。
また、恒例の横浜町連合ＰＴＡによる焼き鳥販売、町民参加のバザー、公民館からのポップコーン提供などが行わ
れたほか、今回から初めて行われたフォトフレーム製作とモンスターバッグ製作は多くの子どもが参加していまし
た。
久しぶりに開催された公民館まつりはコロナ感染症の影響もあり、来場者数が半数程度に落ち込みましたが、来
場した町民みんな笑顔で楽しめる２日間となりました。

横小２年 髙橋 光希
「にんじんほり」

横小３年 若佐 岳斗
「菜の花」

横小１年 杉山 莉子
「たのしいたのしいえいがかんしょう」

町の位置…北緯41°4′50″東経141°15′7″
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横中１年 西濱 望愛 横中２年 小川 歩希 横中３年 二木 歌葉

横中１年 細越 芽維
「零」

横中２年 濱田 晃生
「ホトトギス」

横中３年 千葉 真衣
「モザイクボックス」

横小４年 鈴木 心
「鉄棒、ぐるりん」

横小６年 森川 稀葵
「活躍したバレーの試合」

横小５年 森川 彩音
「楽しい水中おにごっこ」

町の面積…東西12㎞ 南北23㎞ 126.38㎢
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「SDGs連携協定」を締結しました
10月20日(木)、町は青森テレビと持続可能な世界
の実現に向けた国際的な開発目標（SDGs）の推進に
向けて「SDGs連携協定」を締結しました。
協定締結式では、石橋勝大町長と青森テレビの小
山内悟社長が、それぞれ協定書に署名しました。
石橋町長は、「SDGsがより身近なものと感じ、続け
ていこう、そして、社会をよりよく変えていこうと感
じ、行動に移すきっかけとしたい」と話しました。

横浜小学校 あおもり県民カレッジ「特別賞」受賞
10月１日(土)青森県総合社会教育センターにおいて、生
涯学習フェア2022 あおもり県民カレッジ認定証交付式が行
われ、学長の三村県知事より横浜小学校へ「特別賞」が授与
されました。
また、横浜小学校及び横浜中学校在籍生徒65名がカレッ
ジコースを受賞しました。
横浜小学校は、平成28年度から全児童がカレッジコース
に入学し、学習意欲を喚起するとともに学校を挙げて児童
の多様な学習活動に積極的に取り組んでいることが認めら
れ、本受賞となりました。
10月24日、交付式に参加した横浜小学校 佐伯校長及び児
童３名（右から川﨑椿月さん、對馬希唯さん、長内美音さん）
が、石橋勝大町長へ表敬訪問し、受賞報告を行いました。
石橋町長より、「頑張りが評価され、光栄な賞を受賞され
て素晴らしい。この受賞を機に、これからもたくさん読書
に親しんでください」とエールが送られました。

町章… ｢よこはま｣の｢よ｣を図案化。大小の円は｢円満･団結･平和｣
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第二ちどり保育園発表会
10月29日(土)第二ちどり保育園において発表会が開催
されました。
発表会ではお遊戯や演劇、合奏など計18の演目が披露
されました。
演劇の中には全て英語で構成された劇もあり、園児た
ちは上手に発音しながら演技をしていました。
最後のきりん組全員で行った合奏「WAになっておど
ろう」では、息のそろった演奏を披露し、保護者からは
盛大な拍手が送られていました。

ちどり保育園生活発表会
11月２日(水)ちどり保育園にて生活発表会が行われま
した。
発表会では組ごとに分かれて発表が行われ、年長のち
どり組ではお遊戯「城山の華」や「春よ、こい」、「雲上の
城」、演劇の「アリとキリギリス」などが披露されました。
発表終了後は撮影タイムが設けられ、静かに発表に見
入っていた保護者方もカメラを手に取り、普段とは違っ
た衣装に身を包んだ子供を撮影したり、一緒に撮ったり
など、一気に賑やかな雰囲気となりました。

令和４年秋の叙勲伝達式
元横浜町消防団団長の小川學さん（大町）が、国家、社会
のために功労があった者として、令和４年11月３日(木)文
化の日の「令和４年秋の叙勲」において「瑞宝単光章」が叙
勲され、11月14日(月)役場２階「応接室」において、石橋勝
大町長より勲章及び勲記が伝達されました。
小川さんは昭和58年６月に横浜町消防団に入団され、以
来32年以上の長きにわたりご活躍され、平成22年６月から
平成28年３月までの５年10月にわたり消防団長を務められ
ました。
石橋町長はこれまでの長年の功績を称え、「地域の安全の
ため、長きにわたって消防活動に貢献され、横浜町の振興発
展に大きく貢献されましたことに対し、改めて敬意と感謝
を表します。今後も町の発展と町民のためにご協力をお願
いします。」と祝辞を述べました。

町章… ｢よ｣の先端 将来への限りない躍進･発展(昭和45年９月制定)
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令和４年度横浜町表彰条例に基づく功労表彰等授与式
11月２日(水)役場２階「応接室」において、町政振興
に寄与した人や模範と認められる行為があった人を表彰
する「横浜町表彰条例に基づく功労表彰等授与式」が行
われ、功労表彰２名、感謝状２名の方が表彰されました。
今回表彰されたのは、功労表彰では、消防団員の大関
規彦さん、同じく青木大稔さんの２名で、いずれも平成
４年から町消防団員として30年以上にわたり地域住民の
生命、財産の保護に尽力された功績で、感謝状では、杉
山賢吾さん、小関邦雄さんの２名で、平成22年からそれ
ぞれ横浜町選挙管理委員会委員長及び職務代理者として
12年にわたり在職され、町政の振興に大きく貢献された
功績が認められ、今回の表彰となりました。

石橋勝大町長はこれまでの長年の功績を称え、「今後も町の発展と町民のためにご協力をお願いします。」と
祝辞を述べました。また、被表彰者を代表し、青木大稔さんが「身に余る光栄です。これまでの多くの方々の
ご支援、ご協力に対し心から感謝しています。本日の受賞を契機に、更に精励していきます。」と謝辞を述べ
ていました。

表彰者
◆功労表彰
大関規彦さん（消防団員30年以上）
青木大稔さん（消防団員30年以上）

◆感謝状
杉山賢吾さん（元横浜町選挙管理委員会委員長12年）
小関邦雄さん（元横浜町選挙管理委員会職務代理者12年）

横浜小学校学習発表会
11月12日(土)横浜小学校において学習発表会が開催され、児童
たちは日頃の学習の成果を歌や劇を用いて保護者へ披露しました。
６年生は劇「火垂るの墓」を披露し、迫真の演技に涙を流して劇
に見入っている保護者もいました。
児童たちは、日ごろから練習してきた成果を十分に発揮に活き
活きとした表情で各学年の出し物を披露し、終了後には保護者か
ら惜しみない拍手が送られました。

青木大稔さん(左)、小関邦雄さん(右)

町の花…｢なの花｣ 町の鳥…｢浜チドリ｣ 町の木…｢つきけやき｣(昭和61年９月制定) 町の魚…｢横浜なまこ｣(平成４年12月制定)
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新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
横浜町高校生等支援給付金給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰などに直面する高校生等を扶養している者に
対し、生活の支援を行うため給付金を支給します。
◆給付対象者（次の３項目にすべて該当する者）
①令和４年９月１日（基準日）以前に１年以上町の住民基本台帳に記録されていた者。
②高等学校（全日制及び定時制・通信制を含む）、高等専門学校（１学年から３学年）、特別支援学校（高等部）
の生徒等を扶養する者。

③生徒等が基準日において休学していないこと。（新型コロナウイルス感染症による休学を除く）
◆給付金額

高校等に在学する生徒１人につき10万円
◆申請期限 令和４年12月31日(土)まで
◆お問合せ 横浜町教育委員会 ＴＥＬ ０１７５（７８）６６２２

横浜町物価高騰対策プレミアム付き商品券の販売
横浜町商工会では、新型コロナウイルス感染症感染拡大や世界情勢の悪化等による影響で、食料品等物価高

騰の影響を受け、日常生活の負担が増えた全町民に対して、きめ細やかな生活支援と消費拡大を促すため「横浜
町物価高騰対策プレミアム付き商品券」（以下、商品券）を下記のとおり販売します。
商品券を利用できる店舗は「横浜町商工会に登録した店舗」となります。ご利用の際は、商品券に同封した

「取扱加盟店一覧」をご確認下さい。
◆商 品 券
◇販 売 額 １セット 500円×15枚 7,500円分を5,000円で販売（50％プレミアム付き）
◇購入条件 令和４年10月１日現在で町内在住の横浜町民であること

１人最大10セットまで購入可能
◇販 売 数 6,000セット（総額4,500万円分）
◇有効期限 令和４年12月４日(日)から令和５年２月28日(火)まで
◇発 売 日 令和４年12月４日(日) 午前９時より ※完売次第終了
◇発売場所 横浜町商工会館
◆お問合せ 横浜町商工会 ＴＥＬ ０１７５（７８）２２１８

役場産業振興課 ＴＥＬ ０１７５（７８）２１１１ 内線３５０・３６０

横浜町福祉灯油購入助成事業
灯油価格の高騰に伴い、横浜町では対象世帯に灯油購入費の助成を行います。
対象世帯には12月中旬から順次「灯油購入費助成券」を配布いたします。

◆対象世帯（基準日：令和４年12月１日）
次の①～⑦のいずれかに当てはまる世帯

①平成16年４月２日～令和４年12月１日までに生まれた子どもが２人以上いる世帯
②当該年度市町村民税非課税世帯で年齢満70歳以上の高齢者のみの世帯
③当該年度市町村民税非課税世帯で身体障害手帳１・２級の者が世帯主または同居している世帯
④当該年度市町村民税非課税世帯で愛護手帳交付区分Ａランクの者が世帯主または同居している世帯
⑤当該年度市町村民税非課税世帯で精神障害者手帳１・２級の者が世帯主または同居している世帯
⑥当該年度市町村民税非課税世帯で夫（妻）と死別または離別等により、妻（夫）が18歳に達した年度末までの
児童を養育している世帯

⑦生活保護を受給している世帯
※対象者が令和５年２月28日まで継続して入院（入所）をしている場合、生活実態が横浜町にない方については
対象外となります。

◆助成内容 灯油60ℓ分が無料になる無料券を配布
◆有効期限 令和５年２月28日(火)まで
◆お問合せ 役場福祉課 ＴＥＬ ０１７５（７８）２１１１

町民の誓い…青い海、緑と花を愛します(昭和50年９月制定)
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～ 町民図書館から新着図書入荷のお知らせ ～

書 名 著 者
千年の読書 = One Thousand Years of Reading : 人生を変える本との出会い 三砂慶明/著
一万円選書 : 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語 岩田徹/著
うまくいく人が仕事以外でやっていること99 ステファノス・クセナキス/著;岡久悦子/訳
いい人にだけいい人でいればいい キムジェシク/著;藤田麗子/訳
歎異抄ってなんだろう 高森光晴,大見滋紀/著;高森顕徹/監修
図説 江戸のカルチャー 教養書・実用書の世界 深光富士男/著
禁断の中国史 百田尚樹/著
スタグフレーションの時代 森永康平/著
アナザー・ジャパン ウマヅラビデオ/著
女はよい匂いのする男を選ぶ!なぜ : 動物行動学で語る"男と女" 竹内久美子/著
半日断食で病気知らず薬いらず : 95歳の薬剤師が55年以上実践! 玉那覇康高/著;島袋史/監修
藤井恵の「からだが整う」おかゆ : 腸活、ダイエット、アンチエイジングに。 藤井恵/著
刺しゅう糸とかぎ針で編む12か月の花のリース = FLOWER WREATH アップルミンツ
リュウジ式至高のレシピ:人生でいちばん美味しい!基本の100料理 リュウジ/著
カヨと私 内澤旬子/著;杉江由次/編
毎日楽しい!色の日めくり配色帖365 = EVERY DAY IS FUN!365 DAYS OF COLOR 桜井輝子/著
映画を早送りで観る人たち : ファスト映画・ネタバレ-コンテンツ消費の現在形 稲田豊史/著
スポーツクライミングのコンディショニング 有吉与志恵;野口啓代/著
エモい古語辞典 堀越英美/著;海島千本/イラスト
もうこれ以上、君が消えてしまわないために 鹿ノ倉いるか/著
俺ではない炎上 浅倉秋成/著
ミシンと金魚 永井みみ/著
ミュゲ書房 = Muguet Books 伊藤調/著
羊毛フェルトの比重 髙森美由紀/著
あくてえ 山下紘加/著
爆発物処理班の遭遇したスピン = EOD STUMBLES ACROSS EPR PARADOX 佐藤究/著
特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 = PATENT FOILING QUEEN PATENT ATTORNEY MIRAI OTORI 南原詠/著
とんこつQ&A 今村夏子/著
黛家の兄弟 砂原浩太朗/著
ゆきあってしあさって:旅書簡集 高山羽根子,酉島伝法,倉田タカシ/著

【一般向け】

書 名 著 者
10代の哲学さんぽ ８ 人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ・カンブシュネ
キラピチブックス すみっコぐらし⑤心理テスト 阿雅佐
本当の「心の強さ」ってなんだろう? : 一生を支える折れないメンタルのつくり方 齋藤孝
コミック版 日本の歴史(69) 戦国人物伝 大友宗麟 静霞薫/原作;加来耕三/企画・構成・監修;かわのいちろう/作画
親子で楽しむ! おもしろ科学実験12か月 小学校に上がる前に理系アタマを伸ばそう 川村 康文;小林尚美
できるかな? 人体おもしろチャレンジ～新発見!～ 人間の脳・神経・反射のはなし 坂井建雄/監修
おしょうがつパーティーめでたいめでたい すとうあさえ/文;山田花菜/絵;川島雅子/レシピ提供
カンタンなのにかわいい 10分スイーツ＆100円ラッピング 冬 まちやまちほ
パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田ケイコ/作
ゆきのようせい 松田奈那子/作;石黒誠/監修
もりの100かいだてのいえ = A forest house of 100 stories いわいとしお/作
いい一日ってなあに? ミーシャ・アーチャー/作;石津ちひろ/訳
ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 小山田大/監修
銭天堂:ふしぎ駄菓子屋 16 廣嶋玲子/ 作;jyajya /絵
鬼滅の刃:ノベライズ おそわれた刀鍛冶の里編 吾峠呼世晴/ 原作・絵;松田朱夏 /著
その本は 又吉直樹,ヨシタケシンスケ/著
世界ショートセレクション 10 ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ・ディケンズ

【児童・中高生向け】

図書館に一般向け30冊と、児童・中高生向け17冊が入荷ました。
一般向けには、出版文化が花開いた江戸時代の実用本「図説 江戸のカルチャー 教養書・実用書の世界」、2022レシピ大賞「リュ
ウジ式至高のレシピ：人生でいちばん美味しい！基本の100料理」や2022このミステリーがすごい！大賞「特許やぶりの女王 弁
理士・大鳳未来」、山本周五郎賞大賞受賞作「黛家の兄弟」、児童向けには大人気100かいだてのいえシリーズ第５弾「もりの100
かいだてのいえ」、パンどろぼう待望の続編「パンどろぼうvsにせパンどろぼう」、大人気絵本作家×芥川賞作家による感涙必至
の本の旅「その本は」等ございますので、ぜひ図書館をご利用ください。
なお次回入荷は令和５年２月を予定しております。

※順不同

町民の誓い…健康な心と体をつくります(昭和50年９月制定)


