編集／総務部秘書広報課

№243 [ 2015年（平成27年）11月15日号 ]

発行／横手市 TEL：0182-35-2111（代）

市報よこて

市報

〒013 - 8601 横手市中央町８番２号

2015（平成 27 ）年

No.243

11.15

山と川を見つめて半世紀

11月１日、横手公園に展望台が開館してから50年を
迎えました。加山雄三さんの『君といつまでも』がヒッ
トし、プロ野球の第１回ドラフト会議開催や、オロナ
ミンＣドリンクが発売された1965(昭和40)年から半世
紀。これからも横手の風景を一望できる展望台は、訪
れた人の目を楽しませてくれます。

『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。

南部シルバーエリア『イベント案内』

【『湯沢･切り絵同好会』作品展】
日 12月10日(木)まで、午前９時～午後
５時 料 無料
【料理教室～免疫力アップ料理～】
日 11月28日(土)午前10時～ 料 1,000円
【陶芸教室～鬼とお福のお面～】
日 11月29日(日)午前10時～ 料 600円
〈共通事項〉
問 申 南部シルバーエリア ☎26‒3880

中国文墨画体験講座

日 11月18日(水)午後１時30分～３時
場 Ｙ2ぷらざ３階

問 赤川さん

料 1,000円

日 11月20日(金)～12月３日(木)、午前

10時～午後４時 ※初日は正午から､ 最
終日は午後３時まで 料 無料 場 問 ね・
ま～れ(十文字)※火曜休館 ☎42-5320

ワクワク和太鼓体験会

日 11月20日(金)午後７時～８時30分・

TEL：0182-35 -2162 FAX：0182-35-2221

29日(日)午後１時～３時 場 黒川公民館
料 一般1,000円､中学生以下500円 ※初
回無料 問 佐藤さん ☎090‒2952-0752

気功愛好会『みんなの無料気功教室』

日 11月21日･28日･12月５日･12日(土)､
午後２時～４時 場 浅舞公民館
問 柿崎さん ☎090-8460-5859

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
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

自由民権運動秋田立志会135周年を語
り合う県民、市民の集い
日 11月22日(日)午後１時30分～５時

場 吉田生涯学習センター 料 協力金とし

て100円以上

問 柴田さん

☎24-0666

第５回花咲かせプロジェクト
『ロバの音楽座 愉快なコンサート』
日 11月22日(日)午後２時～

日 12月５日(土)午前10時～午後２時

30分、12月20日(日)午前10時～正午
※表記日時以降は毎月第１土曜、第３
日曜午後に練習予定 場 女性センター
問 富樫さん ☎090‒5831-0643

場 グリンポート杉沢 料 500円(昼食代)

日 11月26日(木)・12月８日(火)、午後

６時30分～８時30分 場 サンサン横手
料 4,000円(材料費込) ※要申込
問 小山さん ☎090-2165-4068

場 サンサ

ン横手 料 子ども無料ご招待、おとな参
加協力金１口1,000円以上 ※要申込
申 横手おやこ劇場 ☎33-0812(ファクス
兼用)、齊藤さん ☎090-2848-0573

(土)午前９時～午後４時
料 無料 ※要予約
問 川越さん ☎38‒8859

場 栄公民館

宮繁氏

問 小田嶋さん

☎33-0897

日 12月６日(日)午前10時～ 場 十文字Ｂ

＆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

クリスマス手作り雑貨マーケット
バッグやマフラーなど心のこもった
手作り品を販売します。
日 12月６日(日)午前10時～午後３時
場 大仙市大曲交流センター

問 手作り

雑貨マーケット ☎090-7666-6001

あきたエコマイスター『イベント案内』
【地球温暖化防止についての講演会】
日 11月28日(土)午後１時～２時30分
場 Ｙ2ぷらざ

内 餅つき：山田松太郎氏、講演：一ノ

第134回 南の館『月例市民将棋大会』

クリスマスリース(生)教室

日 11月27日(金)午後１時～４時・28日

さとう工房 十文字美術研究所主催
『植物画教室作品展』

よこて農家塾12月例会

日 11月23日(月･祝)午後１時30分～３時

司法書士による『相続登記相談会』

☎080-2483-0592

日 11月22日(日)午前10時～

『響け歌のWA!』合唱団員募集！

料 無料

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 12月10日(木)午後７時～

【施設見学会】 日 12月10日(木)午前９時

料 1,000円(飲み物・洋菓子付)

30分～(８時30分までＹ ぷらざ集合)

【自然を愛する皆さんの集い】
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料 100円(会員無料) 内 大仙美郷クリ

日 12月20日(日)午後１時～ 料 3,500円

ーンセンター、大仙メガソーラーの
見学 ※申込期限：11月22日(日)

(バイキング料理・飲み物付）

〈共通事項〉要申込
問 戸嶋さん ☎080-4515-9558

問 ＮＰＯヒューマニティコミュニケーシ

平成高校『年賀状作成講習会』

日 11月28日(土)午後１時30分～
場 こうじ庵(鍛冶町)

無料
☎080-5225-5903
料

総合ビジネス科の生徒がWordでの作
成方法を指導します。
日 12月12日(土)午前９時～

校

場 横手市

料 500円(当日600円)※小学生

民会館
以下無料 内 歌劇『運命の力』序曲、ア
ルメニアン・ダンス パート１ほか
問 堀川さん ☎090-9635-3695

第９回マンドリン＆ギター
デュオコンサート『響きＳｐｅｃｉａｌ』
日 12月１日(火)午後６時30分～ 場 かま

くら館 料 3,000円(当日3,500円)
ゲスト：キム･ヨンテ氏(ギタリスト)
問 荻田さん ☎32-9438

日 日時

場 場所

料 料金

内 内容

料

場 平成高

無料 ※要申込

問 平成高校

横手吹奏楽団『第43回定期演奏会』
日 11月29日(日)午後２時～

場 煉瓦屋(寿町)

ョン ☎33-2811

とっぴんぱらりのプー
第151回『昔語りの会』

問 菅原さん

〈共通事項〉要予約

長崎教諭 ☎24-1195

創作展示会ＹＡＭＩＮＡＢＥ ＦｅｓⅢ
『もったりまげだり展』
日 12月12日(土)・13日(日)、午前10時

～午後７時
問 冨岡さん

場 Ｙ2ぷらざ

料 無料

☎090-7936-8881

フラダンスサークル『マハロ』
会員募集
日 毎月第１･３月曜、午前10時30分～11

時45分

申 申し込み

場 Ｙ2ぷらざ３階

問 小西さん

☎090-7662-5166

問 問い合わせ

県税事務所

消防本部警防課

軽油引取税免税証（農業用）の交付申請について
農業用機械に使用する軽油の免税証交付申請の集合受け付けを行います。交付を希望する方は、必要書類を
準備の上、下記の受付日に申請してください。
◆注意事項
◎当日は大変混み合います。記入された方からの受
け付けになりますので、必ず申請書に記入して会
場までお越しください。申請用紙のない方は、問
合せ先までご連絡ください。
◎平成28年２月10日からは、県税事務所でも申請を
受け付けます。ただし、県税事務所で申請を行う
と免税証の交付が遅れることがありますので、今
回の日程での申請をお勧めします。
◆申請受付日程
地
域

期

時

日

◎平成28年の耕作期間中に使用者証の有効期間が到来
する場合は更新申請が必要です。
◎共同申請で使用者の増加などがある場合は更新申請､
脱退等する場合は書換申請が必要になります。なお､
印鑑と耕作証明書は全員分が必要です。
◎お住まいの地域の受け付けに都合がつかない場合は､
他の地域の会場でも申請できます。
◆問合せ／県総合県税事務所平鹿支所 ☎32 - 0590
県総合県税事務所課税部課税第二課 ☎018 - 860 - 3341
場

間

所

大 雄

平成27年12月18日（金）

大雄農業団地センター３階 大会議室

大 森

平成28年１月５日（火）

大森地域局３階 集会室

雄物川

平成28年１月13日（水）

十文字・増田

平成28年１月20日（水）

平 鹿

平成28年１月27日（水）
平成28年１月28日（木）

横手・山内

平成28年２月９日（火）

雄物川地域局 大会議室

10：00～11：30

十文字地域局２階 第１会議室

13：00～15：30

浅舞公民館１階 多目的ホール
県平鹿地域振興局３階 大会議室

『健康の駅まつり』開催(参加無料)

人権・困りごと特設相談所開設(無料)

健康の駅よこては、市民の健康づくりの交流拠
点として、年間延べ２万７千人を超える方が利用
しています。まだ健康の駅を利用したことがない
方にも運動効果を実感していただきたく、運動体
験や健康測定などができる『健康の駅まつり』を
開催します。ぜひお気軽にご来館ください。
◆日時／12月２日(水)午前10時～正午、
午後１時～３時
◆場所／健康の駅よこて東部トレーニ
ングセンター(Ｙ2ぷらざ４階)
◆内容／運動体験や骨密度測定など
◆問合せ／市健康福祉部健康推進課☎35 - 2127

大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局で
は、国連で『世界人権宣言』が採択された12月10日にち
なんだ人権週間に、特設相談所を開設します。
夫婦関係や近隣とのトラブルなど、さまざまな困りご
とを受け付けますので、この機会にご相談ください。
◆問合せ／秋田地方法務局大曲支局☎0187 - 63 - 2100
※法務局では人権週間にかかわらず、平日の午前８時30
分から午後５時15分まで相談に応じています。

議会事務局

市議会12月定例会開催(予定)のお知らせ
ＨＰページ番号／000015533

傍聴を希望される方は、市役所本庁舎７階の傍
聴席に直接お越しください。なお、団体での傍聴
は事前に議会事務局までご連絡ください。
◆会期／11月30日（月）～12月16日（水）※17日間
◆日程／
11月30日（月）本会議【開会、市長所信説明ほか】
12月７日（月）本会議【一般質問】
12月８日（火）本会議【一般質問】
12月９日（水）本会議【一般質問】
12月16日（水）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時間／午前10時～※16日は委員会終了後に開催
◆場所／市役所本庁舎６階議場（傍聴席は７階）
◆問合せ／市議会事務局(本庁舎内)☎32 - 2535

市報よこて
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◆相談所の開設日・場所等(相談時間／午前10時～午後3時）
地 域

期 日

場 所

人権擁護委員名

増田地区多目的 内藤新左衛門 石川 冴子
増 田 12/１
（火）
織田智 子
研修センター
雄物川 12/４
（金）

雄物川コミュニ 上法 快晴 佐々木栄一
狩野 和枝
ティセンター

大 森 12/４
（金）

大森コミュニテ 朝川 順子 伊藤眞輝子
菊地 均
ィセンター

山 内 12/４
（金） 山内公民館

向川 善雄 高橋 栄子

横 手 12/５
（土） Ｙ2ぷらざ

七尾喜美代 前澤 弘子
松井 敏博 堀内 新一
髙見 祥一 清水 京子
石山 寛

大 雄 12/７
（月） 大雄地域福祉セ 髙橋 典雄 菅原恵美子
ンター
平 鹿 12/８
（火） 浅舞公民館
（水）
十文字 12/９

安全な雪下ろし講習会を開催します

ＨＰページ番号／000012820

市では本格的な冬を前に、雪下ろし中の事故を防ぐため『安全な雪下ろし講習会』を開催します。
◆講習内容／命綱の結び方、はしごの正しいかけ方、
安全な作業の進め方、無償貸出する雪下
ろし用具の使用方法や注意事項など。
◆講習時間／１時間30分程度
地

域

山

内

増

田

横

手

大

森

平

鹿

雄物川
十文字
大

雄

日

時

◆持ち物／手袋、ヘルメット(お持ちの場合)、
防寒着
◆問合せ／市消防本部警防課
(条里北庁舎内)☎32 - 1246
場

所

11月22日(日)午前10時～

黒沢会館

①11月26日(木)午前10時～
②12月15日(火)午前10時～
①11月28日(土)午前10時～
②12月13日(日)午前10時～
①11月28日(土)午前10時～
②12月13日(日)午前10時～
①11月29日(日)午前10時～
②12月19日(土)午前10時～
①11月29日(日)午前９時～
②12月６日(日)午前９時～
①11月29日(日)午前10時～
②12月12日(土)午前10時～
①11月29日(日)午前10時～
②12月12日(土)午前10時～

①石神自治会館
②物産品開発研修施設(亀田)
横手市消防署
(条里北庁舎３階・屋内訓練場）
大森大雄分署
平鹿防災センター
雄物川分署
十文字農村環境改善センター
(十文字西地区館)
阿気土地改良区

各地域の問合せ先

山内地域課
山内分署
増田地域課
増田分署
横手地域課
横手市消防署
大森地域課
大森大雄分署
平鹿地域課
平鹿分署
雄物川地域課
雄物川分署
十文字地域課
十文字分署
大雄地域課
大森大雄分署

☎53 - 2111
☎53 - 2182
☎45-5510
☎45-3419
☎32-2701
☎32-1138
☎26 - 2111
☎26 - 2121
☎24-1283
☎24-1119
☎22-2111
☎22-2119
☎42-5111
☎42-0332
☎52-2111
☎26-2121

社会福祉課・子育て支援課

法務局

健康推進課
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インフォメーション

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

佐野 洋子 神
英夫
照井 静信 森屋 輝夫

十文字文化セン 髙橋 純一 土谷 昭市
奥州 文子 柴田 薫
ター

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申請手続きはお済みですか？
平成27年１月１日に住民登録・外国人登録をしてい
る方で、平成27年度分市民税(均等割)が課税されてい
ない方は、臨時福祉給付金の対象となる場合がありま
す。また、平成27年６月分の児童手当受給者で所得制
限限度額未満の方は、子育て世帯臨時特例給付金の対
象となる場合があります。
対象と思われる方には、すでに申請書を送付してい
ますので、手続きをお願いします。なお、臨時福祉給
付金については、申告により新たに市民税(均等割)が
非課税となった場合や対象と思われるのに申請書が届
いていない場合は、ご連絡ください。
※臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の両方
に該当する場合は、それぞれに申請することになり
ます。

たった
ー制度をか
マイナンバ
問等に
、手紙、訪
不審な電話
さい！!
ご注意くだ

【臨時福祉給付金の申請期限／平成28年１月４日(月)】
ＨＰページ番号000018107

◆提出先／社会福祉課(横手地域)、各地域局市民サー
ビス課
◆問合せ／市健康福祉部社会福祉課☎35 - 2010
【子育て世帯臨時特例給付金の申請期限／11月30日(月)】
ＨＰページ番号000017868

◆提出先／子育て支援課(横手地域)、各地域局市民サ
ービス課
◆問合せ／市健康福祉部子育て支援課☎35 - 2133
※市民税に関するお問い合わせは、市市民生活部税務
課☎32 - 2510まで。臨時福祉給付金の詳しい内容は､
市報よこて９月１日号に掲載しています。
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マイナンバーつうしん
〈市民編

◆役所をかたった電話や手紙、訪問には応じない
マイナンバーの通知や手続きで、市役所などが口
座番号や暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や
年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシ
ュカードを要求したりすることは一切ありません。
ＡＴＭの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容には絶対に応じないでください。

No.

〉

◆『なりすまし』の郵便物に注意
マイナンバーの通知は、簡易書留の封筒で各世帯
に郵送されます。普通郵便でポストに入っているこ
とはありません。配達員が代金を請求したり、口座
番号などの情報を聞いたりすることもありません。
◆『あなたのマイナンバーを貸して』は詐欺
こうした手口で人を欺いて他人のマイナンバーを
取得することは、法律により罰せられます。

【問合せ／横手市マイナンバーコールセンター☎32-9936または、市総合政策部情報政策課☎35-2166】
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市内に現住所か本籍を有する方が対象です。市内に本
籍があり、現住所が市外の方は、市内で独立の生計を営
む代理人が必要になります。
◎園路墓地（土地のみの墓地であり規定の範囲内で、自
由な形態の墓石を建てることができます。）
●募集区画数／１区画 ●規格／間口２㍍×奥行３㍍
●永代使用料／310,000円 ●年間管理手数料／2,520円
◎規制墓地（お骨を入れるカロート付きです。規定され
た墓石と花立は使用者に建てていただきます。）
●募集区画数／２区画 ●規格／間口２㍍×奥行２㍍
●永代使用料／230,000円 ●年間管理手数料／1,680円
《共通事項》
●申込開始日／12月１日（火）※定数に達し次第終了
【申込み・問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184

アビリティコース『公共職業訓練』
受講生募集

募集

ハローワークに求職申し込みをしている方で、新たな
技術を習得し、再就職を希望する方が対象です。
◎機械加工技術科 ◎電気設備科（定員各15人）
◎ビル管理技術科（定員18人）
《共通事項》
●訓練期間／平成28年１月５日（火）～６月30日（木）
●時間／午前９時20分～午後３時40分 ●受講料／無料
（テキスト代別） ●募集期間／11月26日（木）まで
【場所・問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

地域若者サポートステーション事業
『就労のための出張相談』

相談

●日時／11月24日（火）午前10時～午後３時 ●場所／ハ
ローワークよこて ●対象／15歳から39歳までの無職の
方で、働く意思はあるがなかなか仕事に就けないでいる方
【申込み・問合せ】秋田県南若者サポートステーションよ
こて☎23-5101
プ
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『2015 イルミネーション点灯式限定
スタンプラリー』開催

大雄・大森・雄物川・平鹿の４地
域のイルミネーション点灯式でス
タンプラリーを開催。スタンプを
２個以上集めた方に、抽選で各地
域の特産品をプレゼントします。
『点灯式』
◎大雄イルミネーション（ゆとりおん大雄前）
●日時／11月28日（土）午後５時～
◎おおもりケヤキ並木イルミネーション（大森地域局前）
●日時／12月５日（土）午後５時～
◎おものがわイルミネーション（雄物川地域局前）
●日時／12月12日（土）午後４時30分～
◎第28回槻の木光のファンタジー（平鹿地域局前）
●日時／12月19日（土）午後５時～
※イルミネーション点灯期間については、『市報よこて』
各号のイベントカレンダーでご確認ください。
『スタンプラリー応募』
●応募期間／12月５日（土）～25日（金） ●応募用紙／
平鹿を除く各点灯式会場、および４地域局の地域課に備
え付けております
【問合せ】大雄・大森・雄物川・平鹿の各地域局地域課
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講座

お勤めしている方対象
『大曲技術専門校スキルアップセミナー』

◎木工塗装技術講習
●日時／12月２日（水）
・３日（木）午前９時～午後４時
◎ＪＷ－ＣＡＤ操作講習（中級）
●日時／12月21日（月）
・22日（火）午前９時～午後４時
《共通事項》
●定員／各10人 ●受講料／無料（テキスト代別）
【場所・申込み】大曲技術専門校☎0187-62-6321

講座

第８回横手市育児講座
『イイところ探しで うまくいく♪』

秋田市で陽だまりサロンを運営している若松亜紀さん
を講師に迎え、子どもの自信、やる気を引き出す子育て
のコツを学びませんか？
●日時／12月８日（火）午前10時15分～11時30分※受付10
時～ ●場所／Ｙ2ぷらざ※参加無料 ●対象／未就園児
のお母さんやご家族 ●定員／30人 ●託児／あり（定
員20人※要申込み） ●募集開始日／11月17日（火）
【申込み・問合せ】市子育て支援センター☎32-2426

講座

赤ちゃんのお風呂の入れ方体験講座

生まれてくる赤ちゃんのための練習を行います。
●日時／12月８日（火）午前10時～11時 ●場所／横手保
健センター※受講無料 ●対象／妊婦さんとその家族
●定員／５組（予約制）
【問合せ】市健康推進部健康推進課☎33-9600

講座

『生産者スキルアップセミナー』を
開催します（全３回）

●日時／①12月17日（木）②平成28年２月18日（木）③３
月17日（木）午後６時～７時30分 ●場所／サンサン横手
※参加無料 ●対象／市内の農家で販路拡大をはかりた
い方 ●定員／各30人 ●内容／①キャッチコピー＆デ
ジカメ撮影講座②ＦＣＰシート作成／活用講座③飲食店
への販路拡大＆展示会成功のコツ！
【申込み】市商工観光部横手の魅力営業課☎32-2117

雪国よこて安全安心住宅改修
補助金について

お知
らせ

市が行っている住宅改修補助金の予算も残りわずかと
なりました。予算が無くなり次第、申請受付を終了いた
します。お早めにご相談ください。
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224

～奥羽南線の高速化について、
共に考えよう～

催し

●日時／11月28日（土）午後１時30分～ ●場所／湯沢グ
ランドホテル ●内容／講演『高速交通網の整備と地域
の観光』（講師：ＪＴＢ総研主席研究員・中根裕氏）
【問合せ】山形新幹線大曲延伸推進会議事務局（湯沢市
役所企画課内）☎0183-73-2113
ま

はや ち

宇宙一のほらふきを募集！
第 24 回銀河系宇宙ほらふき決勝大会

地域おこしのアイディアなどを明るいほら話にして、
夢と希望と笑いを振りまく出場者を募集します。
個人、団体、過去に出場したことのある方でも構いま
せんので、奮ってご応募ください。
●日時／平成28年１月16日（土）午後１時～５時 ●応募
期限／12月14日（月）※先着10組
【場所・申込み】雄物川コミュニティセンター☎22-5535
募集

横手市図書館協議会委員の
公募について

市の図書館運営について、館長からの諮問に応じたり、
図書館サービスについて意見を提示する『横手市図書館
協議会委員』を募集します。詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。（市ＨＰページ番号000016574）
●募集人員／２人以内 ●任期／平成28年４月１日～平
成30年３月31日（２年間） ●募集期限／12月18日（金）
【申込み】市教育総務部図書館課☎22-2300

ね

おおつぐないかぐら

国指定重要無形民俗文化財の岩手県早池峰・大償神楽
や由利本荘市の天神あやとり、増田地域の八木番楽など
８つの民俗芸能が披露されます。各地域に古くから伝わ
る民俗芸能を、この機会にお楽しみください。
●日時／11月29日（日）午後１時～５時 ●入場料／無料
【場所・問合せ】増田ふれあいプラザ☎45-5556

『第10回横手市民ステージ祭』・
『平成 27 年度横手市交流美術展』

催し

さまざまな芸術分野において、市内で活躍されている
方々のステージ発表や作品の展示を行います。ぜひご覧
ください。
●日時／12月５日（土）
・６日（日）午前10時～午後４時30
分 ●入場料／無料 ●内容／ステージ発表（40団体）、
美術展（約150点）
【場所・問合せ】横手市民会館☎32-3136
がいこく じん む

せい ど
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外国人向け『マイナンバー制度』のお話し

講座

せい

ど

にち

きん
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か

わ

はな

マイナンバー制度について、分かりやすくお話ししま
す。外国人だけでなく、だれでも参加できます。
●日時／11月27日(金)午前10時30分～ ●場所／Ｙ2ぷら
ざ研修室３ ●参加費／無料
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2158
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東部環境保全センターからのお知らせ

ごみの直接搬入が、東部環境保全センターのみの受け
入れになったために大変混雑し、皆さんにはご迷惑をお
かけしております。これを解消するため、通常受入日以
外に、下記期日も追加で受け入れます。なお、普段の生
ごみや、衣類・ビン・缶などの資源ごみは、定められた
集積所をご利用ください。
●通常受入日／月曜日～金曜日※午前８時30分～午後４
時30分 ●追加受入日／11月21日（土）
・28日（土）
【場所・問合せ】東部環境保全センター☎33-3996

全国一斉『女性の人権ホットライン』
強化週間実施

●内容／相談電話開設☎0570-070-810 ●期間／11月16
日(月)～22日（日）午前８時30分～午後７時※21日（土）
・
22日（日）は午前10時～午後５時
【問合せ】秋田地方法務局人権擁護課☎018-862-1443
お知
らせ

県税のお知らせ『個人事業税（第２期）の
納期限は11月30日（月）です』

忘れずに最寄りの金融機関で期限内に納めましょう。
県内の金融機関（ゆうちょ銀行除く）に預金口座がある
方は、便利で安全、確実な口座振替にしませんか。すで
に口座振替の方は、預金残高の確認をお願いします。
【問合せ】県総合県税事務所収納管理課☎018-860-3331
お知
らせ

雪下ろし安全用具を無償で貸出します

横手市民または市内に勤務している方を対象に、ヘル
メットやロープなど、安全に雪下ろしをするための用具
を無償で貸し出しします。お気軽にご利用ください。
●貸出期間／12月１日（火）～平成28年３月20日（日）
●貸出用具／ヘルメット、安全帯、ロープ、カラビナなど
【申込み・問合せ】
（一社）
平鹿建設業協会事務局☎32-5245
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目守りたい伝統芸能
横手市増田民俗芸能フェスティバル

催し

にち じ

募集

インフォメーション

インフォメーション

前郷墓園の使用者を再募集します

募集

えん か

ひとり親の方対象『パソコン講習会』
（横手会場・秋田会場）

◎横手会場（ステップアップ編）
●日時／12月２日（水）～平成28年１月25日（月）午後６時
30分～８時30分※週３回（月・水・金）15回 ●場所／Ｙ2
ぷらざ ●受講料／1,200円（テキスト代）●申込期限／
11月24日（火）
◎秋田会場（実践編）
●日時／12月５日（土）～平成28年１月23日（土）午前９時
30分～午後３時30分※毎週土曜日全７回 ●場所／秋田
県社会福祉会館（秋田市）●受講料／2,000円（テキスト
代） ●申込期限／11月26日（木）
《共通事項》
●定員／10人 ●受講内容／ワード・エクセル2013の操作
【申込み】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133

お知
らせ

ウッドファーストあきた
木材利用ポイント事業

県産材を利用した方に、木材利用ポイントを発行しま
す。ポイントは最大20万円相当の県産品と交換できます。
●対象／住宅への県産材利用、木材燃料ストーブや県産
木製品などを購入した方 ●期間／12月31日(木)まで
【問合せ】県林業木材産業課☎018-860-1915
お知
らせ

新たに交通信号機が設置されます

三本柳字寺田地内、主要地方道横手大森大内線と市道
静町赤坂線の交差点に『押しボタン式歩車分離式信号』
が設置されます。この信号機は歩行者
が押しボタンを押した際、双方向とも
車両用信号機が赤信号となり、歩行者
のみが通行可能となるものです。車で
通行する際は、十分にご注意ください｡
【問合せ】横手警察署☎32-2250
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真っ赤に実った秋の味覚
子育てについて学び、考える
健康チェックを気軽に
市報よこて
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横手産トマトがハンバーガーに

ニュース＆トピックス
07

色鮮やかな菊の競演
■第47回よこて菊まつり

10月31日から11月９日までの10日間、秋田ふるさと
村で、よこて菊まつりが開催されました。期間中は、
愛好家らによって育てられた、約３千点の作品展示や
イベントが行われ、訪れた見物客を楽しませました。
10月29日、モスバーガー秋田横手インタ
ー店で、増田高校生８人が調理・販売を行
いました。同校卒業生のトマト農家・片倉
雅也さんの協力の下、自分たちで収穫した
トマトを使用。目標200食を完売した生徒た
ちは、農業の魅力を体感していました｡

閉 校への思いをこめて

ありがとう黒川小

11月３日、ときめき交流センター『ゆっぷ
る』で、平鹿りんご味覚まつりが開催されま
した。醍醐保育園の園児による太鼓の演奏
で開会。恒例のりんご皮むき競争や、りん
ご風呂など、りんごに関連したイベントに
訪れた人たちは実りの秋を満喫しました。

好天に恵まれた秋の健康まつり
■おおもり健康まつり＆エリア秋の祭典
研究大会の様子と記念講演の
講師を務めた横田晋務氏（円内）

『子どもたちの笑顔あふれる ふるさと秋
田』と題して、10月24日・25日、秋田ふるさと
村などを会場に、第41回秋田県ＰＴＡ研究
大会横手大会が開催されました。県内から
約400人が参加。研修会や講演を通して、子
育てについて学んだ一日となりました。

10月20日、平鹿町ゆとり館で福祉健康ま
つりが開催されました。会場では、保健師
によるタッチパネルを使用した物忘れ相談
や血圧測定などを実施。来場者は、歌謡シ
ョーや浴場の無料開放を満喫し、健康意識
の向上にもつながる一日となりました。

2015.11.15

11月１日、南部シルバーエリアを会場に健康まつり
などが開催されました。ロサンゼルスオリンピックの
鉄棒金メダリスト・森末慎二さんの講演や民謡ショー
など、さまざまな催しが来場者を楽しませました｡
おう う

じ

寒空の中、奥羽路を力走！！
■第55回奥羽横断駅伝競走大会

岩手県北上市と由利本荘市をたすきでつなぐ、奥羽
横断駅伝競走大会が、10月31日・11月１日に開催され
ました。国道107号で発生した土砂災害の影響で、今年
はコースを変更し岩手県西和賀町沢内庁舎前からスタ
ート。肌寒い天候の中、参加32チームのランナーに沿
道からは温かい声援が送られました。

あまだまりゅうおう

黒川小学校 全校ミュージカル「雨玉龍王の伝説」
来春閉校の黒川小学校で、11月１日、閉校記念事業の一
つとして、全校児童48人がミュージカルを披露しました。
プロの劇団から指導を受け、一生懸命に稽古に励んだ児童
たち。地域の皆さんに感謝の気持ちを込めて、地元の伝説
を熱演するその姿に、観客からは盛大な拍手が送られ、黒
川小141年の歴史に新たな思い出が刻まれました。

矢口高雄 氏 全ての原画を市に寄贈
■増田まんが美術館開館20周年式典

10月24日、横手市増田まんが美術館の開館20周年式
典が同館で行われました。式典に先立ち、名誉館長の
矢口高雄氏から、全作品の原画寄贈目録が市長へ手渡
されました。市長は「先生の人生の結晶ともいえる貴
重な作品を、市を信頼して託していただいた｡この重責
を深く受け止め、しっかりと後世へ伝えていきたい」
と感謝の言葉を述べました。
開館20年を契機に、今後も、まんが美術館が市の貴重
な観光資源として発展していくことが期待されます。
市報よこて
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平成27年度全国小学生
ソフトテニス大会秋田県予選会

（増田Ｊｒソフトテニススポーツ少年団）

阿部彩羽さん・高橋ひなたさんペア
（横手ソフトテニススポーツ少年団）

【男子６年生の部】
第３位 渡部航希さん
（横手ソフトテニススポーツ少年団）

各分野での功績が認められ受章された市内の皆さんをご紹介します。

瑞宝双光章

旭日双光章

【更生保護功労】

旭日双光章

【土地改良事業功労】

横手地区保護司会長

第48回全国優良読書グループ表彰
今年で10年目を迎え、現
在15人のメンバーで活動す
る『横手輪読会』が全国優
良読書グループ表彰を受賞
しました。これは、公益社
団法人読書推進運動協議会
が『読書週間』事業の一つ
として行っているものです｡

県南旭川水系土地改良区 元 横手市議会議員
理事長
佐藤 功氏（横手・73 歳）
藤井 弘道氏（横手・70歳）

瑞宝双光章

元 横手市消防団分団長

元 増田町消防団副団長

元 秋田労働基準監督署長

小野寺 金十郎氏

瑞宝単光章

瑞宝単光章
【消防功労】

元 法務事務官

元 横手市消防司令

小場 隆三氏（平鹿・84歳） 小野寺 忠氏（増田・77歳）

瑞宝双光章
【警察功労】

元 警部

横手舞組

仙台市で10月10日・11日の２日間に渡って開催さ
れた全国大会『第18回みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり』
で、横手市のよさこいキッズチーム『横手舞組』が､
ジュニア部門の大賞を受賞しました。秋田県勢では
初となる快挙で、76団体が出場した一般部門でも３
位の成績を収めました。

十文字歩道の環境美化を考える会の皆さん
～上位入賞団体～
◆秋田県造園協会会長賞／山内大松川区
◆秋田県花いっぱい運動の会会長賞／三重保育所・新関青年部
◆優秀賞／山内軽井沢区・ＪＲ十文字駅花クラブ・仁井田地域資源
保全推進集団
【モデル花壇の部】◆花のまちづくり賞／増田町婦人会・道の駅十文字

【業務精励】

阿櫻酒造 杜氏

照井 俊男氏（山内・68歳）

法務大臣表彰
永年にわたり積極的な人権擁
護活動に尽くされ、職務上の功
績が顕著であったと認められ、
法務大臣から表彰されました。

市報よこて

人権擁護委員

2015.11.15

【ジュニア部門】大賞

黄綬褒章

松井敏博 氏（横手）

９月27日・28日に開催された、第70回国民体育大
会『2015紀の国わかやま国体』の相撲競技に出場し
た齊藤匡平さん(平成高校２年)が、少年男子団体で
第４位になりました。齊藤さんは、強豪ぞろいの秋
田県代表で大将を務め、巧みな技と持ち前の力で予
選、決勝トーナメントを勝ち進み、チームの勝利に
貢献しました。今後ますますの活躍が期待されます。

【地域の部】
◆秋田県知事賞／
十文字歩道の環境美化を
考える会
※２年連続での受賞とな
ります。

元 増田町教育長

秋の褒章

（増田・73 歳）

【教育功労】

危険業務従事者叙勲

（横手・74 歳）

松井 公男氏（横手・63歳） 阿部 良一氏（増田・69歳） 鈴木 英昭氏（横手・71歳）

齊藤匡平さん

瑞宝双光章

【労働行政事務功労】

本庁舎向かいのモニュメント

髙橋市長へ報告する齊藤さん

米沢谷 幸一氏

（横手・72 歳）

【消防功労】

【矯正業務功労】

第18回みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり

元 湯沢商工高校長

瑞宝単光章

第51回全県花だんコンクール入賞

市報よこて

【教育功労】

瑞宝単光章

中川原 誠策氏

◆最優秀賞 熊谷清加さん(横手北中)『守りつぐ 平和のバトンを 未来へと』
◆優 秀 賞 中嶋夢菜さん(横手南中)、大友麻衣さん(横手南中)
髙橋奈菜さん(十文字中)、泉谷歩花さん(栄小)
◆佳
作 髙橋妙仁さん(横手南中)、高橋佑奈さん(横手北中)、清水脩羽さん(浅舞小)
柴田藍さん(浅舞小)、佐々木円さん(雄物川小)、佐々木伸太朗さん(大森小)

第70回国民体育大会
2015紀の国わかやま国体(相撲競技)

磯部 知世氏（横手・73歳）
【消防功労】

平和に対する意識向上を目的に、市内の小学５・６年生と中学生を対象に非
核平和標語コンテストを開催しました。応募総数1,734点の中から審査の結果､
入賞作品が決まりました。
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瑞宝小綬章

【地方自治功労】

横手市選抜【男子】第１位 【女子】第３位

平成27年度非核平和標語コンテスト

【少年男子(団体)】第４位

秋の叙勲

【男子４年生以下の部】第１位

（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３位 髙 鈴さん・髙橋紗羽さんペア

市内から12人が晴れの栄誉に

第13回秋田県中学校
郡市選抜バスケットボール大会

【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）

ニュース ＆トピックス

平成27年秋の叙勲・褒章、第25回危険業務従事者叙勲

～各分野で活躍された皆さんをご紹介します～

鶴田歩夢 さん・佐藤仁 さんペア

ニュース ＆トピックス

受賞をたたえて

2015.11.15
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金

土

★大雄・大森地域のイルミネーションの点灯期間について
大雄イルミネーション 場所／ゆとりおん大雄前
期間／11月28日(土)～12月25日(金)、
17：00～23：00
※12月24日(木)は翌午前2時まで点灯
問合せ／市大雄地域課☎52-3907
おおもりケヤキ並木イルミネーション 場所／大森地域局前
期間／12月5日(土)～1月11日(月・祝)、
17：00～23：00
※12月24日(木)･31日(木)は翌午前2時まで点灯
問合せ／市大森地域課☎26-2116
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▼

17

20

世界陸上選手権大会日本代表選手・
コーチによる講演会
14：30～､平成高校体育館

日

15

地域支えあいネットワーク市民集会
13：30～､かまくら館

▼

16

34,480世帯 （ 15）
※10月末現在（先月末比)

測定場所
横手南中学校
十文字中学校
横手明峰中学校

測定値
0.06
0.05
0.06

いずれも秋田県の通常レベルの範囲
内(0.022～0.086)です。

11月15日(日)

11月22日(日)
11月23日(月)
11月29日(日)

◎市税等の納期限です
固定資産税4期 介護保険料5期
国民健康保険税5期
後期高齢者医療保険料5期
市税等の納付は、便利・安心・
確実な口座振替で！
問合せ／市収納課☎32-2518

休日救急当番医(9:00～12:00)

12/1

4

健康の駅よこて10周年『健康の駅ま
つり』 10：00～､詳細は3ページ

◎人権・困りごと相談所を開設します
12月1日(火)から12月9日(水)にかけて、
各地域で無料の特設相談所を
開設します。詳細は3ページをご確認ください。
電話番号

平鹿総合病院(鈴木医師)

32-5124

高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック(横手)※１

32-2275

小田嶋まさる内科(横手)

38-8951

市立横手病院(磯部医師)

32-5001

横手胃腸科クリニック(横手)

35-2222

下田内科消化器科医院(増田)

45-5800

市立大森病院

26-2141

山﨑医院(平鹿)

24-1009

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

相談

救急医療

月 日

30

◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です

電話番号

平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124

平鹿総合病院(佐藤医師)

32-5124

平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124

11月16日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
11月17日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
11月27日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)

伊藤 忠彦

横手市医師会ＨＰ http://yokote-ishikai.sakura.ne.jp/

今シーズンのインフルエンザワクチンは、従来の３価から４価(Ａ型・Ｂ型ともに２種)に変
わりました。今まで効果がなかった１種類のＢ型にも有効となります。近年、Ａ型に加え、Ｂ型
２種の混合感染が流行しており、ＷＨＯも４価を推奨しているためです。これに伴い、ワクチン
製造のコスト増のため、接種料金が値上げされました。４価になり、副反応が増えたという報
告はありません。ワクチン接種は発病予防だけでなく、特に高齢者や小児では肺炎・脳炎等の重
症化防止に有用ですので、料金値上げについてご理解の上、流行前の接種をお願いいたします｡
市報よこて

2015.11.1５

医師

▼

★イベントカレンダーの使い方
壁に貼るなどして利用すること
もできます。イベントの確認だけ
でなく、ぜひ日常生活の中でもお
役立てください。

11月25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）
11月17日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
11月17日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
11月18日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）
11月25日(水)／雄物川コミュニティセンター
12月３日(木)／市役所本庁舎
12月４日(金)／十文字町幸福会館
◎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☎32-2221(内線8528)

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
11月18･25日、12月２日
／14：00～15：30
大沢診療所（内科）
11月24日／13：30～15：00

献血

伊藤小児科・内科医院

◎横手市へ
㈱いいつか、羽後ガス㈱、㈱テラセキ、タプロス㈱
◎横手市サンハイムへ
㈱サンベンディング横手
コンサート響き実行委員会
よこて父ちゃんの楽校
八塩恭治さん、栄子さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
㈱サンベンディング横手
ガイア横手店
髙橋絹子さん
高山利勝さん
◎養護老人ホームひらか荘へ
傾聴ボランティアあすなろ
樽見内地域資源保全委員会、樽見内保育園
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
扇好会
中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
川西保育所
◎居宅支援センター森の家へ
市立大森病院院内保育所「森の子ハウス」
歌子会
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◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）

診療日

『インフルエンザワクチンの接種料金値上げについて』

大森健康温泉……11月24･30日
ゆとりおん大雄…11月19日、12月３日
健康の駅トレーニングセンター
東部………11月18･25日、12月２日
西部…11月15･21･22･28･29日､12月５日
南部…11月15･21･22･28･29日､12月２日･５日
子どもと老人のふれあいセンター
……………11月16･24･30日
南部シルバーエリア
……………11月16･24･30日

善意

休館日

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…11月17･24日、12月１日
釣りキチ三平の里体験学習館
………………11月16･24･30日
ゆっぷる………11月18日
ゆとり館………11月17･24日、12月１日
えがおの丘……11月16･24･30日、12月７日

横手市医師会だより

11月16日(月)／増田多目的研修センター
☎45-4848(社会福祉協議会)
11月18日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
☎35-4099(市くらしの相談係)
11月25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)
11月27日(金)／雄物川福祉センター ☎56-2072(社会福祉協議会)
12月２日(水)／市役所本庁舎 ☎33-8668(社会福祉協議会)

◎行政相談

※１…耳鼻科の診察です

横手図書館……11月18･25日、12月１･２日
増田図書館……11月16･24･30日、12月１日
平鹿図書館……11月17･24日、12月１日
雄物川図書館…11月18･25日、12月１･２日
大森図書館……11月17･24日、12月１日
十文字図書館…11月18･25日、12月１･２日
山内図書室……11月15･21～23･28･29日､12月５日
大雄図書室……11月15･23日
石坂洋次郎文学記念館
………………年末まで休館予定なし
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横手市民ステージ祭・交流美術展
～6日、10：00～､詳細は4ページ
ね・ま～れまつり
10：00～､ね・ま～れ(十文字）
境町小学校閉校式典
13：30～､境町小学校体育館
おおもりケヤキ並木イルミネーショ
ン点灯式 17：00～､詳細は5ページ
▼

単位：マイクロシーベルト毎時

▼

市内の空間放射線量（10月16日測定)

▼

（-40）
（-17）

27

外国人向け『マイナンバー制度のお よこてウオーキングデー
峯田敏郎彫刻展
9：00～､グリーンスタジアム集合 ～2月7日、9：30～､県立近代美術館
話』 10：30～､詳細は4ページ
『横手わか杉カップ』東日本中学バ 横手市増田民俗芸能フェスティバル
レーボール大会 ～29日、9：00～､
13：00～､詳細は4ページ
雄物川体育館・横手体育館
大雄イルミネーション点灯式
17：00～､詳細は5ページ
▼

◎Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練
午前11時頃､訓練として横手か
まくらＦＭから｢これはテストで
す」という音声が３回流れます｡
防災ラジオも自動的にスイッチが
入り、大音量で流れます。
問合せ／市危機管理課☎35-2195

▼

24

▼

世帯

44,820人
49,919人

勤労感謝の日

▼

男
女

23

（-57）

▼

94,739人

▼

人口

▼

市民のうごき

11

木

▼

2015

▼

滝平二郎の世界展 ～23日、
9：30～、秋田県立近代美術館
石坂洋次郎文学記念館特別展『山と川
のある町』 29日、9：00～
横手ゆかりの文人展
～12月23日、雄物川郷土資料館
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水

▼

9

火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

11/15
▶▶12/5

月

三又へき地診療所（内科）
11月17･24日、12月１日
／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
11月19･26日、12月３日
吉 谷 地／13：00～15：00
山内武道／15：10～17：00

月 日

場 所

11月19日(木)
横手

横手市役所本庁舎
（原則400ml献血のみ受付）

12月4日(金)
横手

日発精密工業㈱横手工場
秋田渥美工業㈱

受付時間
9:30～11:45
13:00～16:00
10:00～11:15
12:15～13:00

介護老人保健施設やすらぎの苑 14:45～16:00

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
11月22日(日)「怪盗グルーの月泥棒」
12月６日(日)「塔の上のラプンツェル」
12月13日(日)「トイストーリー」

【95分】
【101分】
【81分】
市報よこて

2015.11.１５
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