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市報よこて

『みでたんしぇ』は、市民の活動やイベント情報を掲載
するコーナーです。掲載を希望する場合は、市ホームペ
ージ(ＨＰ番号000020440)のてびきをご確認の上、発行日
(毎月15日)の『１か月前まで』に内容がわかるものを秘書
広報課にお寄せください。※スペースの都合により全て
掲載できない場合がありますのでご了承ください。

気功愛好会『みんなの無料気功教室』

日 10月17日・24日・31日・11月７日・
場 浅舞公

14日(土)、午後２時～４時
民館 問 柿崎さん ☎080-9660-5859

十文字スワンコーラス
『道の駅30回記念コンサート』
日 10月18日(日)午前10時～

場 道の駅

十文字 内 バイカル湖のほとり、流浪の
民ほか ゲスト:大雄コーラスメート
問 遠藤さん ☎42-2044

パパ'ｓサークル『ピーターパン』
参加メンバー大募集!!

日 10月18日(日)・11月14日(土)、午後

〒013 - 8601 横手市中央町８番２号

１時30分～ 場 秋田県南部男女共同参
画センター 料 無料 ※当日参加歓迎
問 長谷川さん ☎090-2955-8246

講演会『健康で長生きするには』

日 10月18日(日)午後１時30分～３時
講 和賀胃腸科内科医院

和賀卓医師
横手教会

料 無料 場 問日本キリスト教団

☎32-1998

第43回『横手混声合唱団定期演奏会』

千両役者そろい踏み！

雄物川小学校体育館で９月22日、横手市創作子ども
歌舞伎『御存知後三年蛙會戦（ごぞんじごさんねんか
えるがっせん）』が上演され、市内の小学生や保育園
児が稽古の成果を披露しました。郷土の歴史に基づく
脚本を堂々と表現した役者たちに、会場からは惜しみ
ない拍手が送られました｡

TEL：0182-35 -2162 FAX：0182-35-2221

日 10月18日(日)午後２時～
料 500円

場 横手市

民会館
賛助出演：よこて女
声コーラス、増田町ラ･ルーナコーラス
問 柴田さん ☎32-8037

横手読書会

【10月例会】 日 10月21日(水) 内 生活設
計と消費者トラブル 講 金融広報アド
バイザー 佐藤貞悦氏
【11月例会】 日 11月13日(金) 内 言語学
が教えてくれる歴史の見方 講 言語学
研究者 北柴英行氏
〈共通事項〉午後２時～ 場 女性センター
問 横手図書館 ☎32-2662

よこて園芸趣味の会『秋の盆栽展示会』
日 10月22日(木)～24日(土)、午前９時

～午後３時30分 ※最終日は午後２時ま
で 場 高齢者センター 料 無料
問 永沢さん ☎32‒5500

南部シルバーエリア『イベント案内』
【料理教室～中華風メニュー～】
日 10月24日(土) 料 1,000円 定 20人
【陶芸教室～干支の置物～】
定 10人
日 10月25日(日) 料 600円
〈共通事項〉午前10時～
申 南部シルバーエリア ☎26‒3880

とっぴんぱらりのプー
第150回『昔語りの会』

日 10月24日(土)午後１時30分～
性センター 料 無料
問 菅原さん ☎080-5225-5903

場女

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』

日 10月25日(日)午前10時～ 場 女性セ
ンター 料 一般1,000円、学生700円(昼
食、５位まで賞品、参加賞付)
問 中田さん ☎32-2479

第８回『子どもの芸術体験ひろば』
日 10月25日(日)

場 かまくら館５階

【プロのけん玉師に習う けん玉ワーク
ショップ】午前10時30分～正午 定 80人
【親と子のダンスワークショップ トン
ガリ体操№５】午後１時30分～２時30分
定 30人
〈共通事項〉 料 800円 ※両ワークショッ
プ参加者は1,500円、要申込
問 横手おやこ劇場 ☎33-0812(ファクス
兼用)、齊藤さん ☎090-2848-0573

第25回『横手マンドリンクラブ定期
演奏会』
日 10月25日(日)午後２時～

場 横手市

料 500円 内 長谷郷絵巻物語『朱

民会館
雀門』など 客演：塩田睦子氏、横手吹
奏楽団 問 皆川さん ☎32-9438

秋田県立横手養護学校『横養祭』

日 10月31日(土)午前９時20分～午後２
時 内 ステージ発表、作品展示、作業
製品販売、ＰＴＡバザーなど
問 横手養護学校 ☎33-4167

書道研究耿禾会『第15回記念耿墨展』

30分～午後５時30分 ※初日は午後１時
から、最終日は午後４時まで 場Ｙ2ぷ
らざ 料 無料 問 下田さん ☎42-1215

分 場 サンサン横手 料 3,000円(材料
費込)※要申込
申 小山さん ☎090-2165-4068

こう ぼく てん

日 10月23日(金)～26日(月)、午前９時

日 日時

場 場所

内 内容

講

講師

定 定員

＆Ｇ海洋センター 料 一般1,200円、高
校生以下800円(昼食、賞品、参加賞付)
問 佐藤さん ☎090‒3365-2720

合唱団四季『定期演奏会』
日 11月１日(日)午後２時～ 場 横手市
民会館 料 500円 内 混声合唱組曲『水
のいのち』ほか 特別出演：高橋祐樹氏
(バリトン) 招待演奏：横手南中学校合
唱部 問 小林さん ☎42-0256

忠義な猫でまちおこし推進委員会主催
『2015忠義な猫カラオケ大会』
日 11月３日(火・祝)午後１時30分～
場 浅舞公民館
問 畠山さん

料 500円

☎090-7662-1619

煉瓦屋『イベント案内』
【歌の好きな人集まれ!!～思いっきり歌
声喫茶～】
日 11月５日(木)午後７時～ 料 1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
日 11月15日(日)午後１時～ 料 800円
〈共通事項〉要予約、飲み物・洋菓子付
場 煉瓦屋(寿町) 問ＮＰＯヒューマニテ
ィコミュニケーション ☎33-2811

よこて農家塾11月例会
日 11月７日(土)午前10時～午後２時
場 グリンポート杉沢 料 500円(昼食代)
し

め

内 注連縄づくり：高橋一郎氏
問 小田嶋さん

☎33-0897

横手フィルハーモニー管弦楽団
第８回『定期演奏会』
日 11月８日(日)午後２時～ 場 横手市
民会館 料 一般1,500円、高校生以下700
円 内 歌劇『カルメン』より(ビゼー)､
青少年のための管弦楽入門(ブリテン)､
交響曲第４番(チャイコフスキー)
問 筑波さん ☎42-0563

日 11月14日(土)午前９時～午後４時

日 10月25日(日)午後６時30分～８時30

料 料金

日 11月１日(日)午前10時～ 場 十文字Ｂ

第10回『市民バレー交流会』

ハロウィン
フラワーアレンジメント教室

こう か かい

第133回 南の館『月例市民将棋大会』

申

場 横手体育館
料１チーム2,000円(保
険料込)
申 地域生活支援センターのぞみ
☎35-5781 ※11月５日(木)締切

申し込み

問 問い合わせ

市制施行10周年記念式典

～各分野で活躍された皆さんをご紹介します～
第10回ＩＡＲＵ第３地域ＡＲＤＦ選手権大会

第43回秋田県小学生水泳選手権大会

被表彰者・感謝状被贈呈者

10月３日に横手市民会館で開催された横手市市制施行10周年記念式典で、市の発展に貢献された方の表
彰と、市に対して寄付や寄贈をされた方へ感謝状の贈呈が行われました。受賞者の皆さんをご紹介します｡

感謝状の贈呈

横手市表彰条例に基づく表彰

【男子個人19歳以下】
フォックスオーリング競技
総合１位 藤原葉太さん
（横手清陵学院高校）

【女子個人19歳以下】
フォックスオーリング競技
総合１位 佐藤美玖さん

（横手清陵学院高校）

【男子個人19歳以下】
144ＭＨｚ競技 総合２位、3.5ＭＨｚ競技 総合２位
藤原葉太さん（横手清陵学院高校）
【女子個人19歳以下】
144ＭＨｚ競技 総合３位、
フォックスオーリング競技 総合３位
高橋璃帆さん（横手清陵学院高校）
スプリント競技 総合３位

小田島李花さん（横手清陵学院高校）

※ＩＡＲＵ…国際アマチュア無線連合 ※第３地域…アジアオセアニア地域
※ＡＲＤＦ競技…アマチュア無線の電波による方向探索競技

【男子】50㍍背泳ぎ 第１位
100㍍背泳ぎ 第１位
小原拓夢さん

【男子】100㍍自由形 第１位

勝田涼介さん
（横手南小）

（朝倉小）

【男子】50㍍自由形 第２位

勝田涼介さん（横手南小）

50㍍背泳ぎ 第３位

木村公樹さん（境町小）

【女子】50㍍背泳ぎ 第２位

西井彩華さん（朝倉小）

第３位

伊藤萌さん（横手南小）

◎公益貢献
佐藤 博文氏（大阪府）

◎地方自治功労
佐藤 德雄氏
木村 清貴氏
立身 万千子氏
土田 百合子氏
寿松木 孝氏
播磨 博一氏
土田 祐輝氏
佐藤 忠久氏
佐々木 喜一氏
佐藤 誠洋氏
阿部 正夫氏
齋藤 光司氏
菅原 惠悦氏
佐々木 誠氏
◎教育・学芸等功労
金沢 廣治氏
◎公益寄与・公務協力

パルシステム･秋田南部圏食と農推進協議会 会長 井上 善蔵氏(湯沢市)
株式会社横浜八景島 代表取締役社長 布留川 信行氏(神奈川県)

◎御寄附
木村 絹子氏
佐藤 五十男氏（神奈川県）
栗田 晋作氏（東京都）
山口 邦子氏（秋田市）

有限会社東洋メンテナンス 代表取締役 田中 芳雄氏

（千葉県）

柿﨑 京一氏（東京都）
藤井 京子氏
小島 浩光氏（東京都）
佐々木 兼光氏
株式会社菅与 代表取締役 菅原 一範氏
よねや商事株式会社 代表取締役会長 佐々木 隆一氏
横手南ロータリークラブ会長 菊池 泰美氏
奥山ボーリング株式会社 代表取締役 奥山 和彦氏
羽後ガス株式会社 代表取締役 子野日 的氏
一般財団法人秋田県教育関係職員互助会 理事長 米田 進氏(秋田市)

ニュース ＆トピックス

ニュース ＆トピックス

受賞をたたえて

平成27年度秋田県小学生秋季ソフトテニス大会

2015全県駅伝競走大会
【小学男子】 第２位 横手ジュニア陸上競技教室Ａ
小原拓夢さん（区間賞）・高橋海童さん（区間賞）
佐藤琉生さん ・伊藤陸歩さん

第67回秋田県中学校英語暗唱･弁論大会
【暗唱の部】 第２位 高橋宝久斗さん (横手北中）
【弁論の部】 第２位 熊谷清加さん (横手北中）

平成27年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰
特定給食施設 ＪＡ秋田厚生連平鹿総合病院
栄養および食生活の改善に顕著な功績を収めたことが
評価され、秋田県では初めての受賞となりました。

【男子４年生以下の部】 第１位
佐藤仁さん･鶴田歩夢さんペア
（横手ソフトテニススポーツ少年団）

【女子４年生以下の部】 第１位
髙 鈴さん･髙橋紗羽さんペア

（増田Ｊｒソフトテニススポーツ少年団）

【男子４年生以下の部】
第３位 伊藤琉哉さん・葛岡斗真さんペア
（横手ソフトテニススポーツ少年団）

よこて食育プロジェクト 『学校給食レシピコンテスト2015』表彰式
市では、学校給食と家庭での地産地消の啓発を図る
ため、小学６年生と中学２年生を対象に『学校給食レ
シピコンテスト』を開催しました。市内の各学校から
96点の応募があり、審査の結果、最優秀賞２点、優秀
賞13点が選ばれました。９月29日、条里南庁舎で表彰
式が行われました。表彰された皆さんをご紹介します。
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◆最優秀賞
◎柴田優士さん（横手北中）
『塩こうじで作った五宝菜』
◎佐々木佳乃さん（十文字中）
『鶏汁』
◇優秀賞【個人】
佐藤萌香さん（朝倉小）、遠山結子さん（朝倉小）、
佐々木悠登さん（横手南中）、佐藤千陽さん（横手南
中）、佐藤琉さん（浅舞小）、原綜一郎さん（浅舞小）、
松本誠人さん（浅舞小）、佐々木愛実さん（雄物川小）
◇優秀賞【グループ】
石山咲杏さん・小松凌さん・長塚翔汰さん・西村太一
さん・長澤歩乃叶さん（吉田小）
松本志帆さん・佐藤碧さん（横手南中）
斎藤栞音さん・佐藤那海さん・土谷美暢さん（睦合小）
佐藤一翔さん・鈴木彩奈さん・瀧澤美空さん（睦合小）
小松尚太さん・佐々木柚香さん・最上蓮さん（睦合小）

©アート写真館

※式典の第二部で開催された記念公演の様子は、市報よこて11月１日号でご紹介します。

横手市児童生徒理科研究作品展

作品展の様子

今年で41回目を迎えた作品展が９月12日・13日に条里南庁舎で
開催され、市内19の小学校から602点が出展されました。審査の
結果、６名の方が特別賞に選ばれ、９月24日、本庁舎で授賞式が
行われ、賞状等が贈られました。
特別賞受賞者の皆さんをご紹介します。
◆市長賞
奥山大輝さん（雄物川小５年）
髙橋萌果さん（朝倉小６年）
◆市議会議長賞
廣田禮士さん（十文字第一小４年）
伊藤丈陽さん（横手南小６年）
◆教育長賞
土谷悠人さん（山内小５年）
糯田琉晴さん（増田小６年）
◆問合せ／市教育指導部教育指導課
（前列左から）奥山さん・髙橋さん・廣田さん・伊藤さん・土谷さん・糯田さん
（条里南庁舎内）☎35 - 2123
（後列左から）教育長・市議会議長・市長・理科教育研究会長
市報よこて
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Q 10月になったけど、マイナンバーはいつ届くの？
A まもなく、次のような通知が簡易書留で届きます。必ず受け取って、書留の中身をご確認ください。

（封筒に入っているもの）

①【マイナンバーの通知（世帯全員分を同封）】

②【説明パンフレット】

【通知カード】

【個人番号カード交付申請書】

③【返信用封筒（個人番号カー
ド交付申請書用）
】

１２月の
１０月～
秋
文化の
は
手
横

各地域で芸術文化祭を開催します
ＨＰページ番号／000011842

各地域が、それぞれ趣向を凝らして文化祭を開催し
ます。絵画、書道などの作品展示のほか、期間内には
踊りや合唱などの芸能発表も行われます。
★雄物川地域
・期間／10月16日(金)～18日(日)※芸能発表は18日(日)
・会場／雄物川コミュニティセンター
・問合せ／雄物川生涯学習センター☎22 - 5535

【簡易書留】の封筒が世帯
主宛てに届きます。

★平鹿地域
・期間／10月17日(土)・18日(日)※芸能発表は18日(日)
・会場／浅舞公民館
・問合せ／平鹿生涯学習センター☎24 - 1340

★大森地域
・期間／10月24日(土)～30日(金)※芸能発表は25日(日)
・会場／大森コミュニティセンター
・問合せ／大森地域課☎26 - 4073

【通知カード】はマイナン
バーの確認で、役所や勤
務先に提示するカードで
す。大切に保管ください｡

★山内地域
・期間／10月24日(土)・25日(日)※芸能発表は24日(土)
・会場／山内体育館
・問合せ／山内生涯学習センター☎53 - 2187

★十文字地域
・期間／10月17日(土)～11月２日(月)
※芸能発表は11月７日(土)・８日(日)
・会場／十文字文化センター大ホール、ね・ま～れ他
・問合せ／十文字生涯学習センター☎42 - 2067

〈おもて面〉

〈うら面〉

【個人番号カード交付申請書】
に必要事項を記入し、顔写真
を貼り、返信用封筒に入れて
郵送すると、１月以降に個人
番号カードが交付されます。

【問合せ／横手市マイナンバーコールセンター☎32-9936(新設)または、市市民生活部市民課(本庁舎内)☎35-2176】
人事課

平成28年度採用『横手市一般行政職任期付職員』募集
地方分権の進行、多様化する行政ニーズに対応し、
より質の高い市民サービスの提供をめざし、専門的な
分野で多様な経験と見識を有する方を募集します。
◆募集職種・人数・職務内容
【広報広聴業務／１名／管理職】
◎市の情報発信戦略の構築・推進事務
◎市民、企業・団体、行政が一体となった『魅力溢
れる横手市』の国内外への情報発信、売り込み
【法制執務業務／１名／管理職または一般職員】
◎債権回収に係る所掌事務、法令解釈に係る事務、
行政不服審査・訴訟に係る事務
◎例規制定・改廃事務、職員の法務能力向上のため
の事務、市のコンプライアンス向上に係る事務
【建築関係業務／１名／一般職員】
◎公共建築物の営繕業務、公共建築工事の設計・施
工監理並びに設計審査事務
◎建築確認申請書類の審査等の特定行政庁事務
(※応募要件は２級建築士以上の資格所有者)

ＨＰページ番号／000020505

◆受付期間／10月15日(木)～11月13日(金)必着
◆任用期間／平成28年４月１日(予定)～平成30年３
月31日(２年間)
※事業状況や職務により最長５年間まで延長あり
※着任日は応相談
◆申込方法／
①申込用紙と必要書類を提出してください。
②申込用紙は市役所本庁舎及び各地域局庁舎に配
置してあります。また、郵便請求の場合は、封
筒の表に『任期付職員採用試験申込用紙請求』
と朱書きし、140円切手を貼った返送先明記の返
信用封筒（角形２号）を同封の上、お送りくだ
さい。
※市ホームページからもダウンロードできます。
◆申込み・問合せ／
〒013-8601 横手市中央町８番２号
横手市総務部人事課人事研修係（本庁舎内）
☎35 - 2163
33 - 6061

商工労働課

起業セミナー『女性の起業 起業の形は十人十色』開催
◆日時／11月27日(金)13：30～16：30(受付13：10～)
◆場所／Ｙ２ぷらざ３階第３研修室 ◆受講料／無料
◆対象／①起業・創業をお考えの横手市内在住の女性
②横手市内で既に起業されている女性
◆講師／リファインアカデミー㈱代表・重巣敦子氏

市報よこて

2015.10.15

ＨＰページ番号／000020461

◆内容／①女性起業者データ(背景・起業動機等)
②女性起業者の特質
③事業をステップアップさせる必要性等
◆申込み／市ホームページから申込書をダウンロー
ドして申し込みください。

【問合せ／市商工観光部商工労働課（県平鹿地域振興局内）☎32-2115
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インフォメーション

マイナち

の

インフォメーション

※市ホームページ(http://www.city.yokote.lg.jp)の検索欄に９桁のページ番号を入力すると関連情報がご覧いただけます

32-4021】

★大雄地域
・期間／10月24日(土)～28日(水)
・会場／農業団地センター展示会場
※芸能発表は10月25日(日)に大雄交流研修館で開催
・問合せ／大雄生涯学習センター☎52 - 3907

★増田地域
・期間／12月４日(金)～６日(日)※芸能発表は６日(日)
・会場／増田ふれあいプラザ
・問合せ／増田生涯学習センター☎45 - 5556

財産経営課

市が所有する『土地』と『公用車』を一般競争入札で売却します
【土地の売却】

HPページ番号000019912

◆申込期間／10月15日(木)～11月13日(金)
所
在
地
面 積
地目
◆入札日時／11月17日(火)13：30～
①三枚橋地区 12ブロック５ロット※
2,241㎡
宅地
◆入札場所／条里北庁舎３階屋内訓練場 【従前地 横手市上三枚橋20番１外７筆】 (約679坪)
②三枚橋地区 ５ブロック２－１ロット※
1,006㎡
※①～③は土地区画整理事業区域内の土
宅地
【従前地
横手市駅前町387番２外１筆】
(約304坪)
地で、所在地には区画整理上の仮換地
③三枚橋地区 26ブロック１ロット※
1,218㎡
の仮地番と従前の土地の地番を表示し
【従前地 横手市駅前町14番２の内】
(約369坪) 宅地
ています。面積は仮地番の面積です。
262.80㎡
④横手市神明町334番３
宅地
※土地区画整理事業は平成31年度完了予
(約79坪)
定ですが、進捗状況により事業期間が
6,590㎡
⑤横手市杉目字七日市１番９
原野
延期される場合があります。
(約1.996坪)
※③は原則として抵当権の設定ができま
285.04㎡
⑥横手市大森町八沢木字本木100番11
宅地
(約86坪)
せん。

【公用車の売却】

◆申込期間／10月15日(木)～11月13日(金)
車
名
排気量
◆入札日時／11月17日(火)14：30～
◆入札場所／条里北庁舎３階屋内訓練場
①日野セレガ
6.48Ｌ
※走行距離は車両の移動、格納によって （スタッドレスタイヤ付き）
延びる場合があります。
②三菱ふそうエアロミディ
6.91Ｌ
※車両の公開を希望される場合は、希望
（スタッドレスタイヤ付き）
日の前日までご連絡ください。

最低売却価格

53,784,000円
23,138,000円
20,706,000円
5,038,000円
40,309,000円
233,000円

HPページ番号000006607
走行距離※

車 検
満了日

最
低
売却価格

214,303km

H27.８.２

216,000円
（税込）

375,934km

H27.９.13

216,000円
（税込）

◎一般競争入札とは、市があらかじめ公表している最低売却価格以上で、最高価格をつけた方に売却する方法
です。参加者が一人でも実施します。【申込み・問合せ／市総合政策部財産経営課(条里北庁舎内)☎35-2168】
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９月20日、鶴ヶ池公園(山内)を会場に
第29回いものこまつりin鶴ヶ池が行われ
ました。来場者は、名物の〝いものこ汁〟
を堪能。いものこを積んで高さを競う競
技では、新記録まであと一歩と盛り上が
り、圧巻の水中花火ショーが祭りのラス
トを飾りました。

９月19日・20日、浅舞八幡神社祭典が平
鹿地域で行われました。19日の宵祭りでは、
各町内の豪華絢爛な飾り山車が浅舞中心部
に勢ぞろい。熱いお囃子などが祭りを盛り
上げました。また、恒例の協賛花火が浅舞
の夜空を彩り、見物客を魅了しました。

浅舞公民館で行われた敬老会の様子

長寿と健康を喜び合う
■平成27年度横手市敬老会

巨峰はぶどう栽培の原点。
雪害を乗り越え、今後も試
行錯誤しながら、みんなに
喜んでもらえる巨峰を作り
続けていきたい。 （髙 ）

雪害から復活！高品質な巨峰に
熱気球で被災地と交流
プロによるバレーボール教室
市報よこて

ニュース＆トピックス

豪華な山車とお囃子の競演

ニュース＆トピックス
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大 盛況『いものこまつり』

横手市敬老会が９月６日から29日にかけて、市内19
会場で行われました。会では、園児や各団体による歌
や踊りなどのアトラクションが用意され、地域が一体
となって参加者の長寿を祝いました。

第40回を迎えた伝統ある巨峰果実品評会
が、９月25日、よこてシャイニーパレスで
開催されました。糖度は例年より高く高品
質な巨峰35点が出品され、審査の結果、山
内土渕地区の髙 弘さんの巨峰が最優秀賞
に輝きました。

収穫の秋！ 満喫！
を
横手の味覚
キッズの笑顔が華やかに舞う

■第13回あきたＹＯＳＡＫＯＩキッズ祭り

被災地を熱気球で元気にする復興支援事
業『魅せましょう気球のちから！』が、９
月27日に釜石市などで行われました。市か
らは平鹿と大雄の熱気球クラブが参加。強
風によりフライト体験は中止になりました
が、気球に触れながら交流を深めました。

9月27日、十文字中学校体育館で、Ｖプ
レミアリーグ開幕を控えたパナソニックパ
ンサーズによるバレーボール教室が行われ
ました。参加した市内中学校バレーボール
部員は、レベルの高い技術や練習方法を教
わろうと一生懸命に取り組んでいました。

2015.10.15

９月19日、秋田ふるさと村などを会場に開催された
『ＹＯＳＡＫＯＩキッズ祭り』。秋田、青森、山形から18
チーム約500人の子どもたちが集結。審査の結果、『横手
舞組』が大賞を受賞し、見事に３連覇を達成しました｡

県境かけていざ勝負〝ヨイショ！〟
■いわて・あきた県境国取り合戦2015

９月27日、岩手県西和賀町地内の特設広場で、秋田
と岩手の代表が県境をかけ、綱引きで対決しました。
３本勝負の結果、山内観光協会の島田会長率いる秋田
県側がチームワークを生かして勝利。県境を示す標柱
が岩手県側へ50㌢移動しました。

つながれた友好のたすき
■厚木・横手リレーマラソン

神奈川県厚木市職員を中心とするランニングチーム
『あつぎ昼走会』が、友好都市締結30周年を記念して
リレーマラソンを行いました。昭和60年から10年毎に
行われ、４回目となる今回は、９月18日に厚木市を出
発。約520㌔の道のりをメンバー19人がたすきをつなぎ､
22日に見事完走を果たしました。
完走当日は、市役所本庁舎前市民広場に集まった多
くの市民が、ゴールテープを切るメンバーを温かい拍
手で迎え、友好の絆を深める一日となりました。
市報よこて
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●期日／11月11日（水）午前10時～午後４時 ●場所／
Ｙ２ぷらざ３階
【問合せ】東北税理士会横手支部（新谷）☎33-7093
催し

大人のハロウィンナイトは、はしご酒
『ドリンクテーリング＠よこて』

６店舗を飲み歩き、時間内にゴールすると豪華賞品
が当たる抽選会に参加できます。
●日時／10月31日（土）午後６時～９時※受付５時30分～
●場所／受付、ゴール会場
の『かまくら館』を中心と
した徒歩エリアの飲食店
●参加費／前売り券3,500円
※当日券は4,500円
●チケット販売場所／横手
商工会議所、こうじ庵、か
まくら館、ドリンクテーリ
ング参加店
【問合せ】横手商工会議所
☎32-1170
催し

『横手まちコン』開催決定！
参加者募集中

市内の飲食店を会場に行う『まちコン』を今年も開
催。おいしい料理とお酒を飲みながら、素敵な出会い
を探してみませんか。
●日時／11月７日（土）
午後２時～５時
●会場／Ｙ2ぷらざ周辺
●参加費／男性5,500
円、女性2,500円
●参加資格／20代から
40代の独身男女※男性
同士、または女性同士
２人１組でお申し込み
ください※先着順
●定員／男女各50人
●申込期限／10月30日（金）
【申込み・問合せ】横手まちコン専用ページhttp://yokote-machicon.info/または、右の
ＱＲコードを読み取ってご利用ください
催し

増田まんが美術館開館 20 周年記念企画
『矢口高雄全原画展』

美術館の名誉館長である矢口高雄氏が、45年の作家人
生を懸けて生み出した作品
のすべてを展示します。
●期間／11月15日（日）まで
※月曜休館（祝日は翌平日）
●時間／午前９時30分～午
後５時※入館４時30分まで
●場所／増田まんが美術館
●入場料／一般500円、高・
中校生300円、小学生200円
（幼児無料）
●内容／原画、パネル、グ
ッズの展示、映像コーナー
【問合せ】増田まんが美術館☎45-5556

09

市報よこて

2015.10.15

催し

第 26 回市民と集う看護フォーラム

催し

児童虐待・ＤＶ防止講演会

新人看護師等によるキャンドルセレモニーや、茂木
優氏（秋田大学男鹿なまはげ分校長）による講演『困
難に負けず挑戦を！～生徒も教師も真剣勝負～』を行
います。
●日時／11月８日（日）午後１時30分～４時 ●場所／
かまくら館２階 ●入場料／無料
【問合せ】市看護協議会事務局（平鹿総合病院・佐藤）
☎32-5121

11月の『児童虐待・ＤＶ防止推進月間』にあわせて、
広く市民の方に児童虐待・ＤＶ防止に関する知識を深
めていただくことを目的とした講演会を開催します。
●日時／11月３日（火・祝）午後１時30分～３時30分
●場所／Ｙ2ぷらざ ●参加費／無料 ●託児／あり
●講師／秋山邦久氏 ●演題／『子育てをもっと楽に
もっと楽しく』
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133

催し

催し

第４回介護支援相談会＆介護用品展示会

介護サービスを利用したいと思っている方、介護に
ついて知りたい方へ、介護サービスの専門家がアドバ
イスします。また、介護用品などを実際に触れて体感
するコーナーや、海産物の直売も開催しますので、ぜ
ひこの機会にご来場ください。
●日時／10月25日（日）午前10時～午後４時 ●場所／
南部シルバーエリア ●入場料／無料
【問合せ】横手かまくらＦＭ☎38-8855
催し

横手市社会福祉協議会合併 10 周年記念
『横手市社会福祉大会』

横手市社会福祉協議会の合併10周年を記念した『横手
市社会福祉大会』を開催いたします。どなたでも参加で
きます。皆様のご来場をお待ちしております。
●日時／10月27日（火）
午後１時～４時
●場所／秋田ふるさと
村ドーム劇場
●入場料／無料
●内容／式典（表彰）、
平成高等学校インター
アクト部による福祉教
育活動実践発表、テレ
ビ番組『笑点』でおな
じみの落語家三遊亭小
遊三氏による特別講演
など
【問合せ】横手市社会福祉協議会本部☎36-5377
相談

催し

第64回横手市小中学校音楽発表会

市内小中学校の児童生徒たちが、日ごろの音楽学習
で学んだ歌や合唱、合奏、またクラブや部活動で練習
した成果を発表します。
●日時／10月28日（水）午前10時30分～午後４時 ●場
所／横手市民会館 ●入場料／無料
【問合せ】旭小学校（本堂）☎36-1020

認知症のご家族がいる方、もっと
認知症のことを知りたい方へ

ご家族の認知症でお悩みの方などのために『認知症カ
フェ』を開催します。家族同士の情報交換や、スタッフ
からアドバイスを受けることができます。どなたでも参
加できますので、お気軽にお越しください。介護スタッ
フもおりますので、認知症のご家族同伴も大歓迎です。
●日時／11月18日（水）、12月16日（水）午前10時～正午
●場所／ビハーラ赤坂
【問合せ】県平鹿地域振興局福祉環境部☎45-6137
催し

ゴルフ場を歩いてみませんか？
『第８回緑いっぱいのゴルフ場を歩く会』

多少体力が必要となりますが、気分爽快です。
●日時／10月28日（水）午前８時15分～11時 ●集合場
所／羽後カントリー倶楽部玄関前 ●参加費／700円
（軽食・ドリンク付き） ●定員／先着30人
【申込み】NPO 法人大森スポーツクラブさくら（大森体
育館内）
☎26-4167

心の健康づくり相談会（事前予約制）

さまざまな悩みに、専門のカウンセラーが相談に応じ
ます。相談は無料で、秘密は厳守されます。
●期日／10月24日（土）、11月28日（土）、12月19日（土）
午前10時～午後３時 ●場所／南部ハーモニープラザ
【問合せ】
（一社）日本産業カウンセラー協会東北支部秋
田県運営部☎080-1694-0764

横手市地域支えあいネットワーク
市民集会を開催します

市民一人ひとりがつながり、安心して暮らし続けるこ
とのできる地域づくりを進めていくために、さまざまな
担い手により支え合い活動が行われています。その活動
をより活性化し、地域支え合い体制づくりの強化を図る
ことを目的に開催します。
●日時／11月15日（日）午後１時～４時 ●場所／かま
くら館２階 ●参加費／無料
【問合せ】市地域包括支援センター☎35-2160
催し

催し

横手市連合婦人会主催
消費者問題研修会

横手市出身の弁護士・西野大輔氏が、最新の悪徳商法
とその被害防止について講演します。また、消費生活の
安全・安心について考えます。
●日時／11月２日（月）午後１時30分～ ●場所／浅舞公
民館 ●参加費／無料
【問合せ】横手市連合婦人会（前澤）☎33-5455
催し

インフォメーション

インフォメーション

東北税理士会横手支部主催
相続税の無料個別相談会（予約不要）

相談

社会福祉法人ファミリーケアサービス
セミナー『福祉とひろば』

●日時／10月29日（木）午後１時30分～ ●場所／松與
会館 ●参加費／無料 ●内容／健康で活き活きと暮ら
していける地域づくりをめざして ●講師／福田幸子氏
・齊藤雅子氏 【問合せ】すこやか横手☎33-7777

募集

市営住宅の入居者を募集します

●募集住宅／市報よこて11月１日号および市ホームペ
ージ等でお知らせします。 ●申込方法／申込者と面談
を行います。※多数の場合は抽選 ●申込期間／11月２
日（月）～11日（水）※土日祝日除く
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224 または、各地
域局地域課
お知
らせ

十文字陸上競技場（走路・跳躍場）舗装等
工事のため、部分的に使用できません

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
●工事期間／11月13日（金）まで
【問合せ】市まちづくり推進部スポーツ振興課
☎35-2173または、十文字陸上競技場☎42-4870
催し

映画『青い山脈』
（吉永小百合主演）
記念上映会を開催します

来年は、原作者石坂洋次郎の没後30年になります。
●日時／10月25日（日）午後２時～ ●場所／かまくら
館２階 ●入場料／無料
【問合せ】市総務部秘書広報課☎35-2162
お知
らせ

10月は『土地月間』です

一定面積を超える土地を売買等によって取引をした場
合には、土地の買主から市へ契約締結日を含めて２週間
以内に届出が必要です。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
【問合せ】市総合政策部経営企画課☎35-2164
お知
らせ

土地・家屋の現況調査を実施しています

公平で適正な課税のために、土地の使用状況、家屋の
取壊し等がある家屋の調査を行っています。『固定資産
評価補助員証』を携帯した市職員が、現地調査にお伺
いすることがありますので、ご協力をお願いします。
【問合せ】市市民生活部税務課☎32-2767

催し

横手公園展望台企画『横手の職人展』

職人のわら細工や、木彫りなどを展示しています。
●期間／11月11日（水）まで、午前９時～午後４時30分
●入場料／100円※中学生以下無料
【場所・問合せ】横手公園展望台☎32-1096
講座

第２回

図書館ボランティア研修会

図書館司書による『図書館資料の扱い方』についての
お話や本のコーティング作業の体験を行います。
●日時／10月30日（金）午後２時～３時30分 ●定員／
20人程度※参加無料 ●申込期限／10月29日（木）
【場所・申込み】十文字図書館☎42-1345

市報よこて

2015.10.15

08

石坂洋次郎文学記念館特別展『山と川
のある町』 ～11月29日、9：00～
矢口高雄全原画展 ～11月15日､
9：30～､増田まんが美術館
滝平二郎の世界展 ～11月23日、
9：30～、秋田県立近代美術館

14

▼

27

26

（-36）
（-57）

28

健康づくり講演会
13：30～､浅舞公民館

（-8）

笑顔の菊まつり
9：00～､～11月3日､雄物川民家苑
木戸五郎兵衛村

29

測定値
0.05
0.05
0.04

2

▼

市税・県税納期限
詳細は下部をご確認ください

測定日／９月４日
いずれも秋田県の通常レベルの
範囲内(0.022～0.086)です｡

10月18日(日)

10月25日(日)

11月1日(日)
11月3日(火)

休日救急当番医(9:00～12:00)

電話番号
38-8951

平鹿総合病院(荻原医師・高橋医師※１)

32-5124

桃雲堂高橋医院(増田)

45-2363

市立横手病院(細谷医師)

32-5001

高橋医院(十文字)

42-0421

平鹿総合病院(松元医師)

32-5124

胃腸科内科高橋クリニック(横手)

36-2711

5

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

電話番号

平鹿総合病院(岡田医師)

32-5124

平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124

平鹿総合病院

32-5124

市報よこて
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▼

▼

元オリンピック体操選手で金メダリストの森末
慎二さんの講演や、小田島純子さんの民謡ショー
のほか、秋の味覚の即売会や健康相談などを行い
ます。ご家族そろってお越しください。
時間／10：00～15：00 場所／南部シルバーエリア
問合せ／市大森市民サービス課☎26-4030

10月19日(月)／大雄福祉センター ☎52-3311(社会福祉協議会)
10月21日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
☎35-4099(市くらしの相談係)
10月28日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
☎35-4099(市くらしの相談係)
10月23日(金)／山内福祉センター ☎53-3009(社会福祉協議会)
11月４日(水)／市役所本庁舎 ☎33-8668(社会福祉協議会)

市ホームページ等
サーバメンテナンスのお知らせ
市ホームページサーバ等のメンテナンスを
実施します。その間は、市ホームページや施
設予約等がご利用できません。ご不便をおか
けしますが､ご理解とご協力をお願いします｡
◆日 時／10月24日(土)9：00～17：00
◆問合せ／市情報政策課☎35-2166

10月19日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
10月20日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00）
10月23日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
10月21･28日、11月４日
／14：00～15：30
大沢診療所（内科）
10月26日／13：30～15：00

三又へき地診療所（内科）
10月20･27日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
10月15･22･29日、11月５日
吉 谷 地／13：00～15：00
山内武道／15：10～17：00

◎横手市サンハイムへ
㈱サンベンディング横手／横手マンドリンクラブ
よこて父ちゃんの楽校
◎県南愛児園ドリームハウスへ
㈱サンベンディング横手／秋田ふるさと村
よこて父ちゃんの楽校／沼の会／農事組合法人みずほ
高山利勝さん／三浦直子さん／髙橋絹子さん
◎養護老人ホームひらか荘へ
傾聴ボランティアあすなろ
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
銀杏同窓会大森支部／大森小学校５年生／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
大森小学校４年生
◎居宅支援センター森の家へ
川西保育所／菊地健吉さん
◎大森小学校へ
大森中第３期卒業生『還暦を祝う会』

◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）
10月28日(水)／条里南庁舎

◎心配ごと相談（9：30～12：00 問合せ／各地域社協･福祉センター）
10月20日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
10月20日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
10月21日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）
10月28日(水)／雄物川コミュニティセンター
11月５日(木)／市役所本庁舎
◎社会保険年金相談（9：30～12：00／13：00～15：30）
毎週月曜～木曜／本庁舎一階相談窓口 ☎32-2111(内線8528)

献血

◎市税等の納付は、便利・安心・確実な口座
振替をご利用ください。
◎口座振替の方は残高確認をお忘れなく！
◆問合せ／市収納課(本庁舎２階)☎32-2518

大森健康温泉……10月19･26日
ゆとりおん大雄…10月15日
健康の駅トレーニングセンター
東部………10月21･28日、11月４日
西・南部…10月17･18･24･25･31日､11月１日
子どもと老人のふれあいセンター
……………10月19･26日、11月２日
南部シルバーエリア
……………10月19･26日、11月２日

おおもり健康まつり＆エリア秋の祭典
詳細は下部をご確認ください

11月１日／おおもり健康まつり＆エリア秋の祭典

◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です

善意

雄物川郷土資料館
………………年末まで休館予定なし
後三年合戦金沢資料館
………………年末まで休館予定なし
横手市民会館…10月20･27日
釣りキチ三平の里体験学習館
………………10月19･26日
ゆっぷる………10月21日
ゆとり館………10月27日、11月３日
えがおの丘……10月19･26日、11月２日

11/1

よこて菊まつり
～11月9日､9：30～､
秋田ふるさと村

6

診療日

休館日

納期限は11月２日(月)です。

31

◎行政相談

※１…眼科の医師も診察します

横手図書館……10月21･28日、11月２･４日
増田図書館……10月19･26日、11月２日
平鹿図書館……10月20･27日、11月２･３日
雄物川図書館…10月21･28日、11月２･４日
大森図書館……10月20･27日、11月２･３日
十文字図書館…10月21･28日、11月２･４日
山内図書室……10月17･18･24･25･31日､11月1･3日
大雄図書室……10月18日、11月３日
石坂洋次郎文学記念館
………………年末まで休館予定なし

25

◎平鹿りんご味覚まつり
りんご狩り体験、りんご風呂、
農産物直売などを行います。
場所／ゆっぷる
時間／10：00～14：30
問合せ／市平鹿地域課☎24-1118

小田嶋まさる内科(横手)

○市県民税３期 ○介護保険料４期
○国民健康保険税４期
○後期高齢者医療保険料４期

11

4

相談

救急医療

月 日

3

30
◎第55回奥羽横断駅伝競走大会
2日間に渡って､西和賀～横手～
由利本荘間を走ります｡
30日(開会式):西和賀(16：00～)
31日:西和賀～横手(9：30～)
11月１日:横手～由利本荘(9：00～)

市内の空間放射線量
単位：マイクロシーベルト毎時

24

映画『青い山脈』記念上映会
よこてウオーキングデー
14：00～､詳細は8ページ
9：00～､かまくら館前集合
市ホームページ等サーバメンテナンス
9：00～､詳細は11ページ

▼

◎10月19日(月)～25日(日)は『行政相談週間』です
期間中、各地域に特設相談所を開設し、相談会を行います。日程･
会場は市報よこて10月１日号の14ページをご覧ください。

※9月末現在（前月末比)

測定場所
山内中学校
平鹿中学校
横手明峰中学校

18

▼

34,465世帯

日

よこいち｡『ハロウィンパーティ』
10：00～､Ｙ2ぷらざ

▼

世帯

44,860人
49,936人

（-93）

23

▼

横手市スポーツ交流大会『グラウン
ド・ゴルフ』 8：30～､赤坂総合公
園グラウンド・ゴルフ場
子育て講演会『らんま先生のｅｃｏ実
験パフォーマンスショー』
14：30～､山内小学校体育館

▼

男
女

17

よこて農業祭
～18日､11：00～､
横手体育館

▼

22

21

▼

ゆとり館『福祉健康まつり2015』
10：00～､平鹿町ゆとり館

▼

94,796人

16

土

▼

20

19

市民のうごき
人口

15

金

▼

2015

13

木

▼

体育の日

水

▼

12

火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

10/15
▶▶11/5

月

月 日

場 所

受付時間

10月20日(火)
平鹿総合病院
横手
（原則400ml献血のみ受付）
10月28日(水)
横手･山内
10月31日(土)
横手

10:00～11:30
13:00～16:00

伊藤建設工業㈱

10:00～11:30

横手市役所 山内庁舎

13:30～16:00

よねやハッピーモール店
400ml献血推進キャンペーン
骨髄バンク登録会同時開催

10:00～16:00

無料映写会 ～南部シルバーエリア（大森町）
◆上映時間／13：00～ ◆問合せ／☎26-3880
10月18日(日)「千と千尋の神隠し」
10月25日(日)「名探偵コナン
異次元の狙撃手(スナイパー)」
11月１日(日)「ロボッツ」
11月８日(日)「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！
栄光のヤキニクロード」
11月15日(日)「ドラえもん 新・のび太の大魔境
～ペコと５人の探検隊～」
市報よこて

【124分】
【110分】
【90分】
【92分】
【93分】
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