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携帯電話等で左のＱＲコードを読み
取ると、市のホームページサイトを
ご覧いただけます。

『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』
【伊藤正一『クラフトかご・割り箸
工作』作品展】
　１月９日(土)～31日(日)、午前
９時～午後５時　　無料
【料理教室～茶碗蒸し・きのこスパ
ゲティ・白菜を使った料理～】
　１月23日(土)午前10時～
　1,000円　講師：遠藤光智子氏
　エプロン、三角巾、筆記用具
【陶芸教室～さくら模様の皿～】
　１月24日(日)午前10時～
　600円　　エプロン
〈共通事項〉
　南部シルバーエリア☎26‒3880

ね・ま～れ『イベント案内』
【横手凧の会主催『横手かまくら凧
展示～手書きのすす竹使用の武者
絵凧～』】　
　１月17日(日)～２月４日(木)､
午前10時～午後４時 ※初日は午後
１時から、最終日は午後３時まで
【十文字地域づくり協議会主催『健
康サロンコーナー』】
　１月27日(水)午前10時30分～午
後３時 
〈共通事項〉　無料　　ね・ま～れ
(十文字)※火曜休館 ☎42‒5320

気功愛好会
『みんなの無料気功教室』
　１月23日・30日(土)、午後２時
～４時　　浅舞公民館　　
　柿崎さん ☎090-8460-5859

とっぴんぱらりのプー
『イベント案内』
【第152回『昔語りの会』】
　１月23日(土)午後１時30分～　
　女性センター　　
【かまくら冬語り】
　２月14日(日)・15日(月)、午後
２時～４時　　かまくら館　　
※当日は、午前10時から横手駅で
『駅語り』も行います。おそろいで
お越しください。
〈共通事項〉　無料
　菅原さん ☎080-5225-5903　
　
日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』
　１月24日(日)午前10時～　　女
性センター　　一般1,000円、学生
700円(昼食、５位まで賞品、参加
賞付)　　中田さん ☎32-2479

よこて農家塾２月例会
　２月６日(土)午前10時～午後２
時　　グリンポート杉沢　　500円
(昼食代) 　『菅江真澄と雄物川町』
講演：佐藤直紀氏
　小田嶋さん ☎32-9747

第136回 南の館
『月例市民将棋大会』
　２月７日(日)午前10時～　　十
文字Ｂ＆Ｇ海洋センター　　一般
1,200円、高校生以下800円(昼食､
賞品、参加賞付)
　佐藤さん ☎090‒3365-2720

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～】
　２月11日(木･祝)午後７時～
　1,000円　　早春賦、トロイカ 
ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　２月21日(日)午後１時～　 800
円　　『ドローンて何？』講演：柿
崎隆雄氏、『私の中国の楽器コレク
ション』出演：ウォ ジィン ジュエン氏
〈共通事項〉要予約、飲み物・洋菓
子付　　煉瓦屋(寿町)　　ＮＰＯヒ
ューマニティコミュニケーション 
☎33-2811

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』
【規矩術講習】　
　２月３日(水)・４日(木)、午前
９時～午後４時
【車体塗装基礎講習】
　２月４日(木)・５日(金)、午前
９時～午後４時
【イチから学ぶイラストレーターと
フォトショップ講習】 
　２月８日(月)・９日(火)、午前
９時～午後４時
【木造建築物の組立て等作業主任者
技能講習】 
　２月18日(木)・19日(金)、午前
９時～午後５時　
※申込期限：１月29日(金)
〈共通事項〉　無料(別途テキスト代)
定員：10人　　大曲技術専門校
☎0187‒62-6321
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市報市報

　平成28年の年明けを祝う新春賀詞交歓会が
１月４日､浅舞公民館で行われ､約300人が参
加しました。
　会場では、市内５蔵元の酒樽での鏡開きや
餅つきなどが行われたほか、大森地域の八沢
木獅子舞が披露されました。舞には、豊作や
健康への願いがこめられています。皆さまに
とって幸ある年でありますように！

無病息災を願いガブリ！
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※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

応援ありがとうございます！
｢ふるさと納税」寄附金の受付状況
　　　　　　　　　　ＨＰページ番号／000005797

応援ありがとうございます！
｢ふるさと納税」寄附金の受付状況
　　　　　　　　　　ＨＰページ番号／000005797

地域づくり支援課

　今年度９月１日からふるさと納税制度をリニュー
アルしました。たくさんの方々から温かいご寄附を
いただいております。
■寄附件数と金額
　・９月　件数：316件　寄附金額：4,773,000円
　・10月　件数：317件　寄附金額：5,951,000円
　・11月　件数：616件　寄附金額：9,225,800円
　・12月　件数：977件　寄附金額：22,992,300円
　いただいたご寄附は、ご希望された使い道のため
に、有効に活用させていただきます。
　また、ふるさと納税の受付状況については、『市
報よこて』で、随時お知らせします。
　市民のみなさまからも、市外に住む友人、知人、
ご親戚の方に、『横手市ふるさと納税』をご紹介く
ださい。
【問合せ】
 市まちづくり推進部
 地域づくり支援課
（本庁舎内）
 ☎35-2266
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『平成28年度交通・不慮災害共済』
　２月１日から加入受付開始！
　　　　　　　　　ＨＰページ番号／000019692

『平成28年度交通・不慮災害共済』
　２月１日から加入受付開始！
　　　　　　　　　ＨＰページ番号／000019692

地域づくり支援課

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種費用の助成について
高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種費用の助成について

　平成26年10月１日から高齢者用肺炎球菌ワクチン
が定期予防接種の対象になりました。
　今年度対象の方（65歳・70歳・75歳・80歳・85歳
・90歳・95歳・100歳)には、４月上旬に予診票を送
付しています。
　接種を希望される方は、送付されている予診票を
ご持参のうえ、協力医療機関で接種してください。
◎助成期限／３月31日まで
◎助成額／3,000円(１人１回のみ）
【問合せ】市健康福祉部健康推進課
        (横手保健センター内)
　　　　☎33-9600

健康推進課

障がいのある方のNHK放送受信料の減免障がいのある方のNHK放送受信料の減免
社会福祉課

◆全額免除対象者／
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、世帯
全員が市民税非課税の方
◆半額免除対象者／
※受信契約者が世帯主であって、視覚障がいまたは
聴覚障がいに係る身体障害者手帳をお持ちの方

※受信契約者が世帯主であって、身体障害者手帳(１
級または２級)、療育手帳（Ａ判定)、精神障害者
保健福祉手帳（１級）のいずれかをお持ちの方
◆申込方法／対象となる手帳と印鑑を持参して、地
　域包括支援センター(本庁舎１階)、各地域局市民
　サービス課までお越し下さい。
【問合せ】市健康福祉部社会福祉課（本庁舎内）
　　　　　☎35-2132

各種計画に対する意見を募集しています
　　　　　　　　　　ＨＰページ番号／000019549
各種計画に対する意見を募集しています
　　　　　　　　　　ＨＰページ番号／000019549

経営企画課

　次の各計画について、意見募集を行っています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。　
・第２次横手市総合計画・前期基本計画【平成28年 
　度～32年度】(案)
・横手市過疎地域自立促進計画【平成28年度～32年
　度】(案) 
【問合せ】市総合政策部経営企画課（本庁舎内）
　　　　☎35-2164または、各地域局地域課

災害時にお年寄りや体の不自由な方を
助けるために、名簿を作成しています

　　ＨＰページ番号／000020111

災害時にお年寄りや体の不自由な方を
助けるために、名簿を作成しています

　　ＨＰページ番号／000020111

　横手市では、災害時に自ら避
難することが困難と思われる方
の名簿を作成しています。
　対象と思われる方には、すで
に同意書類等をお届けしていま
すので、２月末日まで同封の返
信用封筒にて提出ください。
※災害対策基本法が改正され、災害時に避難支援を
　必要とする方々の命を守るため、『避難行動要支
　援者名簿』の作成と提供が義務づけられました。
【問合せ】市健康福祉部社会福祉課（本庁舎内）
　　　　☎35-2132

社会福祉課

かんじきウォーキングかんじきウォーキング
　『雪と親しむ』こ
とを目的に開催する
かんじきウォーキン
グ。かんじきを履い
て、秋田ふるさと村
周辺の約２㌔の雪上
コースを散策します｡
温かい飲み物と豚汁
を準備していますので、ぜひご参加ください。
　また、午後１時30分からは、どなたでも参加でき
る『あまえっこかき氷早食い大会』や、雪中宝探し、
ミニかまくら作りを行います。お楽しみください。
◆日時／１月31日(日)10:00～
◆集合場所／秋田ふるさと村・第２駐車場レストハ
　　　　　　ウス前
◆定員／60人（小学生以下は保護者同伴）
◆参加費／１人200円
◆持ち物／ストック、飲み物、おわん、おはし
◆申込方法／１月26日(火)まで、住所・氏名・年齢・
　　　　　　電話番号を電話でお知らせください。
【申込み・問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支
　　　　　　　   援課（本庁舎内）☎35-2266

地域づくり支援課『横手市入学おめでとう大会』を開催します『横手市入学おめでとう大会』を開催します
　市教育委員会と秋田魁
新報社では、この春、小
学校に入学する皆さんを
お祝いするため、『横手
市入学おめでとう大会』
を開催します。さまざま
なアトラクションを用意
していますので、ご家族そろってご参加ください。
◆日時／２月６日(土)午後１時30分～３時30分
         　※午後１時開場
◆場所／横手市民会館　◆参加費／無料
◆対象／平成28年度に小学校入学予定の市内の児童
            とその保護者
※市民会館駐車場には限りがあります。車でお越し
の際は乗り合わせによるご来場にご協力ください｡

【問合せ】市教育指導部学校教育課(条里南庁舎内）
　　　　☎32-2414

学校教育課

よこて安全・安心メールにご登録ください
ＨＰページ番号／000001724

よこて安全・安心メールにご登録ください
ＨＰページ番号／000001724

　市では、よこて安全・安心メールの配信を行って
います。防犯情報や災害情報などを配信しています
ので、ぜひご利用ください。
◆情報配信／通常の配信は月曜日から金曜日に行い
　ますが、災害等の発生など緊急時は、随時情報を
　配信します。
◆利用に要する費用／登録、利用ともに無料です。
　ただし、携帯電話の契約内容によりメールの受信
　時に通信料がかかる場合がありますので、通信会
　社へご確認ください。
◆利用手続き／
　携帯電話やパソコンからyokote@mpx.wagmap.jp
　に空メールを送って登録してください。携帯電話
　でパソコンからのメール配信を拒否している方は
　拒否設定を解除してから送信してください。
※二次元バーコード対応の携帯電話で
　右のＱＲコードを読み取ると、登録
　先が表示されます。
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
　　　　(本庁舎内)☎35-2266

地域づくり支援課

横手市議会

　12月19日、横手市議会議
員の佐藤德雄氏（平鹿・67
歳）が逝去されました。
　佐藤氏は、平成13年９月に、旧平鹿町議会議員とし
て初当選され、平成17年10月の市町村合併を経て今日
まで、14年３カ月にわたり議員として市政の発展にご
尽力されました。
　佐藤氏の長年のご功績に対し、心から感謝を申し上
げますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

ご冥福をお祈りいたします
横手市議会議員
佐藤  德雄 氏

逝去

　交通災害共済・不慮の災害共済制度は、県内市町
村(秋田市を除く)の住民がお互いの助け合いによっ
て、災害に遭った方々を救済するものです。万が一
に備え、ご家族そろってのご加入をお勧めします。
●交通災害共済掛金　　１人  300円
●不慮の災害共済掛金　１人  700円
※市政協力員が、加入受付や掛け金の集金を行うこ
とはありません。
◆共済期間／４月１日（途中加入の場合は加入日の
翌日）から平成29年３月31日
◆加入資格／秋田県内（秋田市を除く）にお住まい
で、住民登録をされている方
◆申込み／加入申込書（市報よこて２月１日号と同
時に配布予定）に必要事項を記入し、掛金を添え
て下記取扱窓口へお申し込みください。
◆取扱窓口／市本庁舎総合窓口、各地域局窓口、秋
田銀行・北都銀行・羽後信用金庫・ゆうちょ銀行・
郵便局・秋田ふるさと農業協同組合（県内の店舗
に限る）※金融機関での取り扱いは７月31日まで
◆問合せ／市まちづくり推進部
　地域づくり支援課
　(本庁舎内）☎35-2266
　または各地域局地域課
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　秋田県とコンビニエンスストアが協働し、対象店舗で
雪下ろしの安全対策用具を次のとおり、無償で貸し出し
ていますので、事故等に注意して、ご活用ください。
●貸出店舗
　◆ローソン
　　横手八幡石町店・横手上境店・横手旭川一丁目店
      横手平鹿町下鍋倉店
　◆セブン-イレブン
　　横手平和町店・横手八幡店・横手条里１丁目店
      横手三ノ口店・横手浅舞店
●貸出時期／３月13日(日)まで
●貸出期間／最長１週間
●貸出用具／ヘルメット、メインロープ、アンカーロー
プ（２本)、カラビナ（２個)、安全帯等

【問合せ】秋田県地域活力創造課☎018‒860‒1238

コンビニエンスストアで『雪下ろし
安全対策用具』を貸し出します

お知
らせ

　高年齢者雇用安定法（平成25年４月改正）により、高
年齢者が雇用を希望する場合は、希望者全員の65歳まで
の雇用が事業主に義務づけられています。
　このため、定年制や定年後の雇用確保措置について、
65歳までの雇用を就業規則に規定することが必要です。
高年齢者の65歳までの雇用を確保するためには、次の３
つの確保措置があります。
　①　定年制の廃止
　②　65歳以上の定年制
　③　再雇用や勤務延長等による希望者全員65歳までの

　雇用確保措置
　高年齢者雇用確保措置に係るご相談は、最寄りのハロ
ーワークまでお願いします。

高年齢者雇用に係る就業規則の
改正はお済みですか？

お知
らせ

　横手市日本語学習会の講師が夕方に行う日本語教室の
受講生を募集します。興味のある方は見学することもで
きます。
●開催日／１月15日(金)～２月15日(月)の月曜日、金曜
日午後５時～７時　●場所／十文字文化センター　●受
講料／月500円
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課(Ｙ2ぷ
らざ)☎35-2158

じゅ

きん よう

かいさい

外国人向け『日本語教室』を夕方に開催します講座
がいこく じん  む に  ほん  ご きょうしつ

よこ　て　 し　 に　ほん　ご  がくしゅうかい

じゅ こう せい ぼ しゅう

かい さい　び

とい あわ し　えん　かし ち　いきすい しん　ぶ

じゅうもん じ　ぶん　か

つきこうりょう えん

げつ よう　びげつきんにち にちがつ がつ

ば　しょご　ご じ じび

かた けんがくきょう み

に　ほん  ご きょうしつこう  し ゆうがた おこな

ゆうがた

　平成27年度入賞作品を、ぜひご鑑賞ください。
・１月23日(土)～31日(日)雄物川図書館※27日(水)休館
・２月６日(土)～14日(日)増田図書館※８日(月)休館
・２月20日(土)～28日(日)平鹿図書館※23日(火)休館
・３月３日(木)～８日(火)十文字図書館
・３月12日(土)・13日(日)Y2ぷらざ

【問合せ】市教育総務部図書館課☎22‒2300

第10回読書に関する作品コンクール
『入賞作品展』を開催します

お知
らせ

お知
らせ

『かまくら』作りが始まります
ご理解ご協力をお願い致します

　雪まつりを目前に控え、
市内各所でかまくら職人に
よる『かまくら作り』が、
１月20日(水)から始まりま
す。作業時間は午前８時30
分から午後５時までで、一
部重機を使います。
●作業場所／横手公園、本庁舎前道路公園、羽黒町武家
屋敷通り、二葉町かまくら通りほか
【問合せ】(一社)横手市観光協会☎33‒7111

　昨年大好評だった『寒鱈祭りin雄物川』を今年も開催し
ます。この事業は雄物川地域でにかほ市の海産物を､に
かほ市で雄物川地域の農産物を販売するものです｡今回
も旬の象潟産の寒鱈汁（限定300食）やダダミ、鍋セッ
ト、生タラコ等を販売します。
●日時／１月31日(日)午前10時～
　午後２時※売り切れ次第終了
●場所／ほほえみ直売所（雄川荘内）

【問合せ】雄物川地域局雄物川地域課
☎22-2187

雄物川町・にかほ陣屋
『海と山の直売所交流事業』

催し

『大森スキークラブ・ジュニア・
アルペン大会』参加者募集

催し

●日時／１月31日(日)午前９時30分～　●場所／大森ス
キー場　●競技種目／大回転２本　●参加資格／保護者
の承諾を得た小学生で、監督または保護者が引率できる
ものとします　●参加料／無料　※定員になり次第締め
切ります　●申込締切／１月23日(土）
【申込・問合せ】大森スキークラブ事務局（吉田）
☎090-6456-0936　　26-4210

マタニティヨガを開催します！講座

●日時／１月27日(水)午前10時15分～11時30分※受付10
時　●場所／Y²ぷらざ　●対象／妊婦さん　●参加費
／500円　●定員／10人　●託児／10人程度(要申込)　
●持ち物／ヨガマットまたは大判タオルケット、ひざか
け、汗拭きタオル、飲み物 ●服装／動きやすい服装(タ
イツは不可)　●申込締切／１月25日(月）
【申込み】市子育て支援センター☎32-2426

●日時／１月30日(土)午前10時～正午　●場所／Ｙ²ぷ
らざ３階研修室１　●対象／子育て中のご家族と子育て
に関わる地域の方々 ●参加費／無料 ●定員／15人程度
●申込期限／１月22日(金)　●託児／あり ●講師／い
かり屋広恵氏（心屋認定心理カウンセラー・子どものこ
ころコーチング認定子育てアドバイザー）
【申込み】市健康福祉部子育て支援課☎32-2426

子育て講座『どんなパパ・ママでも大丈夫！
～もっとラクに楽しく信じる子育てを～』

講座

多文化共生についての講演会
『このままで大丈夫？私の老後と介護』

講座

　『外国人とともに高齢化社会を考える』をテーマに開催
します。外国人支援に携わる方、ほかどなたでも参加で
き、新たな視点を得ることができる内容です。
●開催日／２月７日(日)午後１時～３時 ●場所／Ｙ２ぷ
らざ３階研修室３　●参加費／無料　●講師／堀永乃氏
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2158

市営住宅の入居者を募集します募集

●募集住宅／市報２月１日号、横手かまくらＦＭおよび
市ホームページ等でお知らせします　●申込期間／２月
１日(月)～10日(水)※土日除く　●申込方法／申込者と
面談を行います※申込多数の場合は抽選
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224または、各地域
局地域課

自衛官募集（急募）募集

●募集種目／自衛官候補生(男子） ●対象／18歳～27歳
未満の男子　●申込先／自衛隊横手地域事務所　●試験
日／２月７日(日)※詳細は、お問い合わせください
【申込み・問合せ】自衛隊横手地域事務所☎32‒3920

お気軽にご相談ください
『多重債務（無料）相談窓口』

相談

借金を抱えお悩みの方からの相談に応じます。
●相談日／月曜～金曜日※午前８時30分～午後４時30分
【場所･問合せ】東北財務局秋田財務事務所理財課(秋田
第二合同庁舎３階）☎018-862‒4196(専用)

秋田大学『お酒と上手につきあう講座』講座

　｢本当は、体のためにお酒を減らしたい。でも、自信
がない…」そんなあなたをお待ちしております！
●開講日時／第１コース(１月27日･２月４・17日)、ま
たは第２コース(２月18日･３月２・16日)午後１時30分
～３時30分　●対象／できるだけ１コース３日間参加で
きる方※参加無料　●内容／ミニ講話と語らい
【場所・申込み・問合せ】秋田大学大学院医学系研究科
附属地域包括ケア･介護予防研修センター(秋田市本道１
丁目１‒１）☎･　018‒884‒6508(担当 熊澤）

・ご家族に、肺がんや中皮腫などで亡くなられた方はい
ませんか？

・息切れ、胸が苦しいなどの症状が出ていませんか？
　石綿による疾病と認定された場合、各種給付を受ける
ことができます。お心当たりのある方は、秋田労働局労
災補償課（☎018-883-4275）またはお近くの労働基準監
督署にご相談下さい。

その病気、その症状は石綿(アスベスト）
が原因かもしれません

お知
らせ

冬はやっぱり！クリスマスローズ寄せ植え講座

　人気のクリスマスローズをメインに、他の植物と一緒
に寄せ植えを作ってみよう！
●日時／１月24日(日)　●参加費／2,000円　●定員／
一般20人※Ｗｅｂサイトにも情報を掲載しております
農業研修センター http://www.pref.akita.lg.jp/atkikaku/ 
生態系公園　http://www.seitaikeipark.jp/
【場所･申込み】指定管理者むつみ造園生態系公園管理事
務所☎0185-45-3106　　0185-27-8474

お知
らせ 財務省東北財務局『講師を派遣いたします』

　財政・経済・金融・国有財産などのテーマで、職場研
修や町内会などの地域グループの勉強会に、講師を派遣
いたします。講演料、交通費等の費用は一切不要です。
〈テーマ例〉
・考えてみよう日本の財政
・社会保障と税の一体改革
・秋田県の経済について
・金融犯罪被害にあわないために
・私たちの街の身近な国有財産など
【問合せ】東北財務局秋田財務事務所総務課
☎018-862-4191

チョコ＆チーズフォンデュで hot な
出会い 『の～コン！』 参加者募集

●日時／２月21日(日)午後２時30分
　～４時30分※受付２時
●場所／横手セントラルホテル
●参加費／男性4,500円･女性1,500円
●対象／20代から40代までの未婚の
　男女　●定員／各15人　
●申込期限／２月10日(水)
●申込方法／右のＱＲコードを読み
　取り、参加フォームから申し込み
　ください
【問合せ】婚活実行委員会事務局
(ＪＡ秋田ふるさと営農企画課内)
☎23-6552

催し『雪の芸術』出展作品募集

　横手の雪まつりに彩りを添える『雪の芸術』を作成して
みませんか。
◎大型雪像の部（縦、横、高さが２㍍以上のもの）
　グループ等で制作する大型雪像※制作助成金があります
●申込期限／２月１日(月)　●審査日／２月12日(金)　
◎ミニ雪像の部（高さが50㌢～１㍍程度のもの）
　個人または家族で制作する雪像※上位５人に賞品進呈
●申込期間／２月13日(土)～２月17日(水)　
●申込方法／雪像写真をメールで市観光協会へ送信する
　か、かまくら館へ送付ください。
　詳細は市観光協会ホームページをご覧ください。
【申込み・問合せ】(一社)横手市観光協会☎33-7111、
　33-7113　　yokote@yokotekamakura.com

Pick up!!

Pick up!!
ピックアップ

ピックアップ

秋田県育英会から『学生寮入寮生』
募集のお知らせ

◎女子寮『ビューリー千秋』（神奈川県川崎市中原区）
●募集人員／40人程度（前期・後期募集各20人、在学募
集若干名）
◎男子寮『東京寮』（東京都世田谷区）
●募集人員／50人程度(前期・後期募集各25人、在学募
集若干名）
《共通事項》●応募資格／前期･後期募集：申請時点で､
学生寮から通学できる大学等に合格している方※後期募
集は、現在受験または志願している方も可　在学募集：
学生寮から通学できる大学等に在学している方
●募集期間／前期募集：１月29日(金)まで、後期･在学
募集：２月12日(金)～29日(月）
【問合せ】(公財)秋田県育英会☎018‒860‒3552

募集
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無料映写会無料映写会 ～南部シルバーエリア（大森町）～南部シルバーエリア（大森町）
◆上映時間／13：00～◆上映時間／13：00～ ◆問合せ／☎26-3880◆問合せ／☎26-3880

１月17日(日) 「クレヨンしんちゃん バカうまっ！Ｂ級グルメサバイバル!!｣
１月24日(日)「もののけ姫」
２月７日(日) 「ポケットモンスターＸＹ破壊の繭とディアンシー」
２月14日(日)「モンスターズ・インク」

１月17日(日) 「クレヨンしんちゃん バカうまっ！Ｂ級グルメサバイバル!!｣
１月24日(日)「もののけ姫」
２月７日(日) 「ポケットモンスターＸＹ破壊の繭とディアンシー」
２月14日(日)「モンスターズ・インク」

【103分】
【133分】
【76分】
【92分】

【103分】
【133分】
【76分】
【92分】

月 火 水 木 金 土 日

休
日
当
番
医

月 日 休日救急当番医(9:00～12:00) 電話番号

休
館
日

◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です
  １月18日(月)／十文字福祉センター
　　　　　　　　☎42-5858(社会福祉協議会)
　１月20日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)
　１月22日(金)／山内福祉センター
　　　　　　　　☎53-3009(社会福祉協議会)
　１月25日(月)／大雄福祉センター
　　　　　　　　☎52-3311(社会福祉協議会)
　１月27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)
　２月３日(水)／市役所本庁舎(10：00～12：00／13：00～15：00)
　　　　　　　　☎33-8668(社会福祉協議会)
◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）
　１月27日(水)／条里南庁舎
◎行政相談
  １月18日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　１月19日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　１月22日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
◎心配ごと相談（9：30～12：00 問合せ／各地域社協･福祉センター）
　１月19日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
　１月19日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
　１月20日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）
　１月27日(水)／雄物川コミュニティセンター
　２月４日(木)／市役所本庁舎
　２月５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１階相談窓口　☎32-2111(内線8528)

相
談

市民のうごき

※12月末現在（先月末比)

人口　94,552人　（-104）

男　44,736人　（-45）
女　49,816人　（-59）

世帯　34,466世帯 （-11）

市内の空間放射線量（12月18日測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

いずれも秋田県の通常レベルの範囲
内(0.022～0.086)です。

測定場所
山内中学校
平鹿中学校

横手明峰中学校

測定値
0.04
0.06
0.05

診
療
日

善
意

◎横手市へ　応護寺女性の会／木村絹子さん
◎横手市サンハイムへ
　ＮＰＯフードバンクあきた／㈱サンベンディング横手／よこて
　父ちゃんの楽校
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱アイ・クリエイト／㈱ＮＴＴドコモ東北支社／イオンリテー
　ル横手店／ささき歯科医院／㈱サンベンディング横手／よこて
　父ちゃんの楽校／日本鏡餅協会／ネクスコグループ／ハートア
　ライズ／フィリップモリス／フヨウサキナよこて／毎日新聞東
　京社会事業団／松與会館／Ｙパル利用団体連絡協議会／㈲横手
　環境管理サービス／横手地区更生保護女性会／横手南ロータリ
　ークラブ／川村菊治さん／齊藤正七郎さん／齋藤吉明さん／髙
　橋絹子さん／髙山利勝さん／福田耕二さん／星野守さん
◎養護老人ホームひらか荘へ
　浅舞感恩講保育園・家族会／玉扇津久美会／傾聴ボランティア
　あすなろ／㈱中嶋禎助商店
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　舞踊同好会
◎居宅支援センター森の家へ
　白山保育所職員／盆踊り愛好会／よこて市商工会大森支所

献
血

電話番号日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

1月17日(日)
小田嶋まさる内科(横手) 38-8951

32-5124平鹿総合病院(福嶋医師・杉医師※１)

1月24日(日)

1月31日(日)

横手図書館……１月20･27日、２月１･３日
増田図書館……１月18･25～29日、２月１日
平鹿図書館……１月19･26日、２月１～５日
雄物川図書館…１月20･27日、２月１･３日
大森図書館……１月19･26日、２月１･２日
十文字図書館…１月20･27日、２月１･３日
山内図書室……１月16･17･23･24･30･31日
大雄図書室……１月17日
石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし

横手市民会館…１月19･26日、２月２日
後三年合戦金沢資料館…休館予定なし
釣りキチ三平の里体験学習館
　………………１月18･25日、２月１日
雄物川郷土資料館…休館予定なし
ゆっぷる………１月20日
ゆとり館………１月19･26日、２月２･９日
えがおの丘……１月18･25日、２月１日
大森健康温泉…１月18･25日、２月１日

ゆとりおん大雄…１月28日、２月４日
健康の駅トレーニングセンター
　東部………１月20･27日、２月３日
　西･南部 …１月16･17･23･24･30･31日
子どもと老人のふれあいセンター
　……………１月18･25日、２月１日
南部シルバーエリア
　……………１月18･25日、２月１日

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　１月20･27日、２月3日
　／14：00～15：30
大沢診療所（内科）
　１月25日／13：30～15：00

三又へき地診療所（内科）
　１月19･26日、２月2日
　／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　１月21･28日、２月4日
　　吉 谷 地／13：00～15：00
　　山内武道／15：10～17：00

奥山ボーリング㈱
秋田いすゞ自動車㈱横手営業所
西東北日野自動車㈱横手支店

１月19日(火)
横手

月 日 場 所 受付時間
10:00～10:45

14:00～15:00

㈱マルシメスーパーモールラッキー店
（原則400ml献血のみ受付）

１月24日(日)
十文字

10:00～11:30
13:00～16:00

12:15～13:00

創和建設㈱ 15:45～16:30
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佐々木医院分院(雄物川) 22-5557

市立横手病院(曽根医師) 32-5001

沢口内科医院(横手) 56-6060

市立大森病院 26-2141

寒鱈祭りin雄物川

▼10：00～､詳細は4ページ
かんじきウオーキング

▼10：00～､詳細は2ページ
大森スキークラブ･ジュニア･アルペ
ン大会

▼受付9：30～､詳細は4ページ

清原時代のほとけたち～黒仏と観
音寺十二神将～

▼～3月13日、9：00～､後三年合戦
金沢資料館

よこいち。

▼10：00～､Ｙ2ぷらざ

第65回横手地域市民スキー大会

▼7：50～､横手公園スキー場

多文化共生事業講演会

▼13：00～､詳細は5ページ

ひな人形展～明治の押絵とつるし飾り～

▼～4月17日、9：00～､雄物川郷土
資料館
歩くスキーの集い inおおもり2016

▼8：30受付､大森多目的運動広場･
羽後カントリー倶楽部特設会場

第３回なすの花ずしコンテスト

▼13：30～､さくら荘

峯田敏郎彫刻展

▼～2月7日、9：30～､秋田県立近代
　美術館
第28回槻の木光のファンタジー

▼～17日、17：00～､平鹿地域局そば

横手市入学おめでとう大会

▼13：30～､横手市民会館

第24回銀河系宇宙ほらふき決勝大会

▼13：00～､雄物川コミュニティセ
ンター

就職面接会・企業説明会

▼13：30～､横手セントラルホテル
ラ・ポート

外国人向け『日本語教室』

▼17：00～､詳細は5ページ
たいまつ焼き

▼18：00～､平鹿町上醍醐･金屋地区

◎市税等の納期限です　
固定資産税5期　介護保険料7期
国民健康保険税7期
後期高齢者医療保険料7期
問合せ／市収納課☎32-2518

◎雄川荘臨時休館日
　設備点検等のため、臨時休館い
たします。
問合せ／雄川荘☎38-6530

32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

※１…眼科の医師も診察します

横手市医師会だより横手市医師会だより 条里コスモス眼科　高橋 佳奈 医師条里コスモス眼科　高橋 佳奈 医師

『私の健康法 ～水分補給で心地よい目覚め～』『私の健康法 ～水分補給で心地よい目覚め～』
　夜間や明け方、目が覚めてもまぶたが重苦しくて目が開けられないというような経験はあり
ませんか。考えられる原因は一つではありませんが、最も多いのは『ドライアイ』です。誰で
も夜間は涙の分泌量が減少する上、冬場は部屋の湿度も低くなりがちです。そのため、寝起き
直後の目は、口や鼻と同様にとても乾燥しています。私は毎朝、まず枕元においたドライアイ
の目薬を点眼し、目が開いたらキッチンへ行って、コップ一杯の水を飲みます。どちらも体に
染み込む水分が、心地よい目覚めをもたらしてくれます。皆さんもいかがですか。

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

雁(かりがね)橋

滝ノ沢

ホンモロコ


