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　４月26日に増田地域の真人公園で『たらいこぎ競争』が、
５月１日に平鹿地域の弁財天沼で『沼入りぼんでん』が開催
されました。どちらも冬に逆戻りしたかのような寒さの中、
参加者の熱気と周囲の声援で、会場は盛り上がりました。

沼が熱い！

『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。
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日時　　場所　　料金　　内容　　持ち物　　定員　　問い合わせ日 場 料 内 持 問定

第140回 南の館『月例市民将棋大会』
　６月５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～】
　６月９日(木)午後７時～　　1,000円
　あなた、雨 ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　６月19日(日)午後１時　　800円　
　『ごつごつだけど甘い、山内にんじ
ん』藤田ミキ子氏、『のぶさんライブ』
若狭信章氏
〈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

ほろっとキッズ主催
『秘密基地をつくって泊まろう』
　６月11日(土)午前10時～12日(日)午
前10時 ※１泊２日　　保呂羽山少年自
然の家　対象：小学生(保護者参加可)
　小学生2,500円、保護者2,900円(３食､
保険料、利用料込)　　着替え、洗面道
具、内履き、寝具(寝袋または毛布等)
　20人 ※申込期限：６月１日(水)
　高橋さん ☎22‒4511

オープンガーデンとハンドメイド展
　６月12日・19日(日)、午前10時～午
後３時　　サロン・ド・エムズ(大森町
字大森46)　　無料　　ローズガーデン
の見学とハンドメイド作品の展示
　松渕さん ☎26-3318

料理とレクリエーションのサークル
『虹の会』会員募集
　毎月第２・第４木曜日、午前10時～
午後１時　　女性センター　　１回600
円 ※見学・体験大歓迎　
　高嶋さん ☎090‒7520-9786

横手おやこ劇場 子どもの芸術体験
カッ跳び戦隊『縄★レンジャー』が
みんなの街にやってくる‼
　５月22日(日)午後１時30分～　　旭
公民館　　500円 ※要申込　　縄とび
ワークショップ、アクロバットパフォ
ーマンス　　150人　　　
　横手おやこ劇場 ☎33‒0812、齊藤さ
ん ☎090‒2848‒0573

真美会『春の美術展』
　５月27日(金)～30日(月)、午前９時
30分～午後６時 ※初日は正午から、最
終日は午後４時まで　　Ｙ2ぷらざ３階
　無料　　飯泉さん ☎32-3466

グループ木もれび『朗読会』
  ５月28日(土)午後１時～　　ルピナ
ス(十文字地域局斜め向かい)　　800円
(デザートセット付) 　　14人 ※要予約
　柴田さん ☎090‒9034-8912

とっぴんぱらりのプー
第155回『昔語りの会』
  ５月28日(土)午後１時30分～　　
　こうじ庵(鍛冶町)　　無料 　
　菅原さん ☎080‒5225-5903

平成28年『書心展』
  ６月３日(金)～５日(日)、午前９時
30分～午後５時 ※最終日は午後４時ま
で　　Ｙ2ぷらざ３階　　無料 　
　小林さん ☎32-2824

自然観察指導員雄平会主催
『春の自然観察会』
  ６月４日(土)午前８時30分〈湯沢市役
所駐車場集合〉～正午 ※少雨決行　
　川原毛地獄、大湯滝(湯沢市高松) 
　200円(保険料)　
　藤井さん ☎090‒3360-6636

横手ばら会『春のばら展』
  ６月５日(日)午前10時～午後５時
　Ｙ2ぷらざ　　無料　　
　藤本さん ☎32-6177

高橋せい子『趣味の手描友禅展』
　５月14日(土)～６月12日(日)、午前
９時30分～午後５時　　秋田ふるさと
村１階工芸展示館　　無料
　藤井さん ☎37‒2632

バスケットボール教室
『ディー・エキーポ横手校』生徒募集
　５月18日～平成29年３月29日の毎週
水曜日、午後６時30分～８時30分
　増田体育館　　１回1,250円 ※無料
体験受付中　対象：小学校３～６年生
　㈱Ｔ２Ｃ 半田さん
☎03‒6435-6223、080‒4182‒8886

太極拳教室に参加してみませんか
　５月19日・26日(木)、午後１時30分
～３時 ※毎週木曜日開催　 南部シル
バーエリア　　体験無料　　内履き
　瀬川さん ☎090-7667-6701

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　５月22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

ファイナンシャルプランナーによる
『節約座談会』
　５月22日(日)午後１時30分～３時30
分　　Ｙ2ぷらざ３階　　200円 ※要申
込　　10人　　
　藤澤さん ☎090-2148-7619

マムチャｄｅ『わんぱくｂａｂｙ～ベビ
ーマッサージ＆マタニティサロン～』
　５月25日(水)午前10時30分～正午
　わんぱく館内マムチャサロン　　
　200円(オイル代込)
　柴田さん ☎090-7007-4239

はじめてのベビーマッサージ講座
　５月26日(木)午前10時～　　サンサ
ン横手　　500円(オイル代) ※要申込
対象：月齢２～６か月のお子さん　
　黒丸さん ☎0187-62‒8787
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人事課税務課

　所得の申告はお済みですか？
　国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は、前年の
所得から算定されています。これらの保険に加入して
いる本人や世帯の方で、所得の申告が必要な方には、
申告の案内をお送りします。※勤務先から市に給与支
払報告書が提出されている方で他の所得がない方や、
収入が公的年金（障害者年金などの非課税年金を除く）
のみの方は申告の必要はありません。
もしも未申告のままでは…
◎世帯の所得金額が一定の基準以下である場合、国民

　軽自動車税の納税通知書がまだお手元に届いていな
い方や、車検等で納税証明書が必要な方は、税務課、
収納課、各地域局市民サービス課のいずれかまでご連
絡ください。
◎軽自動車税の納付期限は５月31日(火)です。
◎直接納付される方は、納付期限まで納付してくださ
　い。口座振替の方は、振替日までに通帳残高の確認
　をお願いします。

平成28年度横手市職員“人物重視”採用試験実施予定
～ガッツ宣言！ あなたのチカラ 横手のために！～

税務課からのお知らせ

◆すべての試験において併願はできませんのでご注意ください｡
◆受験案内(要項)の入手方法と問合せ・申込み
   市役所本庁舎、各地域局で受付期間に配布します。市ホームページからもダウンロードできます。郵送請求の場合は、封筒の表
に試験名【例：上級(特別枠)受験案内請求】を朱書きし、郵便番号・住所・氏名を記入し140円切手を貼った返信用封筒(角形２号)
を同封して、下記までお送りください。詳細については受験案内、または市ホームページでご確認ください。
　〒013-8601 横手市中央町８番２号 横手市 総務部 人事課 ☎0182-35-2163   0182-33-6061

上　級
・教養試験
・小論文
・面接試験

・小論文
・面接試験

・専門試験
・小論文
・面接試験

・専門試験
・小論文
・面接試験

・教養試験
・適性試験
・小論文
・面接試験

・社会人
　基礎試験
・小論文
・面接試験

上　級
（特別枠）

上　級
（建築・土木）

身体障が
い者対象

社会人
対　象

中　級
（建築・土木）

中　級

初　級

初　級
（建築・土木）

資格職
（保健師）

採用人員

８名
程度

３名
程度

１名
程度

５月16日(月)

～

６月16日(木)

７月30日(土)
31日(日)

９月18日(日)７月15日(金)

～

８月15日(月)

３名
程度

１名
程度

４名
程度

建築・土木
各１名
程度

建築
２名程度
土木
２名程度

要項配付
受付期間試験名 第１次試験

期日・会場

市役所
本庁舎

９月10日(土)
11日(日)

市役所本
庁舎ほか

第２次試験
期日・会場

第１次試験
内容(予定) 主な受験資格

■行政職

大卒程度の学力を有し、昭和63年４月２日から平成７年
４月１日までに生まれた方

大卒または平成29年３月までに大卒見込みの方で、昭和
63年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた方

昭和63年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた
方で、保健師資格取得済み、または平成29年３月までに
保健師資格取得見込みの方
短大卒程度の学力を有し、平成３年４月２日から平成９
年４月１日までに生まれた方　※大卒または平成29年３
月までに大卒見込みの方を除く

大卒程度の学力を有し、昭和63年４月２日から平成７年
４月１日までに生まれた方で、建築・土木（農業土木等
を含む）のいずれかの専門課程修了または平成29年３月
修了見込みの方

高卒程度の学力を有し、平成８年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた方（平成29年３月高校卒業見込
みの方含む）※短大卒、高等専門学校卒または平成29年
３月までに卒業見込みの方を除く
高卒程度の学力を有し、平成８年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた方（平成29年３月高校卒業見込
みの方含む）※短大卒、高等専門学校卒または平成29年
３月までに卒業見込みの方を除く

短大または高専卒程度の学力を有し、平成３年４月２日
から平成９年４月１日までに生まれた方で、建築・土木
（農業土木等を含む）のいずれかの専門課程修了または
平成29年３月修了見込みの方　※大卒または平成29年３
月までに大卒見込みの方を除く

高卒程度の学力を有し、昭和51年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた方で、以下に該当する方
○身体障害者手帳（１～６級）をお持ちの方
○自力移動・介護者なしでの受験が可能な方で、筆記試
　験、口述試験に対応可能な方
大卒程度の学力を有し、昭和51年４月２日から平成４年
４月１日までに生まれた方で、概ね３年以上の職務経験
を有し、その分野で優れた知識や技能を持ち、即戦力と
なり得るコミュニケーション能力の高い方
※Ｉターン、Ｕターン歓迎

・専門試験
・小論文
・面接試験
・教養試験
・小論文
・面接試験

・教養試験
・小論文
・面接試験

・教養試験
・専門試験
・小論文
・面接試験

市役所
本庁舎

10月30日(日)

市役所
本庁舎

　健康保険税や後期高齢者医療保険料を軽減する制度
　があります。未申告の場合は所得金額が分からず、
　適正な軽減を受けられません。
◎１カ月の医療費が高額になった場合、高額療養費等
　に該当し、医療費の払い戻しを受ける際や、自己負
　担額の上限を定める限度額認定証、入院時食事代の
　減額認定証の交付を受ける際に、世帯に未申告の方
　がいると適正な認定証の交付が受けられないことが
　あります。

『軽自動車の納税通知書』を発送しました

平成28年度分の課税証明書等の発行は６月13日(月)からの予定です

◎税率変更のお知らせを同封しています。
◎軽自動車税の減免申請期限は５月24日(火)です。
　※障がいがある方などの減免は、毎年申請が必要で
　　す。該当する方やご家族の方は、申請書類等を準
　　備の上、最寄りの地域局市民サービス課、または
　　税務課までお越しください。詳しくは市ホームペ
　　ージをご覧ください。

スポーツ振興課

　今回の対戦相手は鹿児島県霧島市です。チャレンジ
デー当日は市内各地域でたくさんのスポーツイベント
を開催します。ぜひご参加を！
◆どんなことをすればいいの？／スポーツはもちろん､
　15分以上の運動であればどんな種目でもＯＫ！
◆運動したらどうするの？／
　①各家庭に配布済の参加報告用紙に記入し、最寄り 

　の地域局や公民館・体育館等の回収箱へ投函
②各地域局やチャレンジデー実行委員会へ電話または
　FAXで報告
③市ホームページの応募フォームで報告
◆報告受付時間／午前８時30分～午後９時まで
【問合せ】チャレンジデー実行委員会事務局・市まちづ
　　　  くり推進部スポーツ振興課☎35-2173　32-6120

大森病院

●職種・採用予定人数／
　◎看護師３名程度　◎介護士２名程度
　◎薬剤師１名程度
●受験資格／
　【共通事項】◎通勤に支障のない範囲に居住できる
　方◎各職種に必要な免許を有する方、または平成
　29年３月までに免許取得見込の方
【看護師・介護士】
　◎昭和61年４月２日以降に生まれた方
【薬剤師】
　◎昭和56年４月２日以降に生まれた方
●受付期間／５月16日(月)～６月20日(月)
●試験日／後日連絡(６月下旬予定)
●試験場所／大森病院内
●試験案内等の入手方法と問合せ・申込み／
　大森病院で配布します。大森病院のホームページ
　からもダウンロードできます。郵便請求の場合は
　封筒の表に【職員採用試験申込用紙請求】と朱書き
　し、郵便番号･住所･氏名を記入し120円切手を貼っ
　た返信用封筒(角形２号)を同封して、下記までお
　送りください。
　〒013-0525 横手市大森町字菅生田245-205
　　　　　 　市立大森病院 総務課 ☎0182-26-2141
　　　 （ＨＰアドレス http://www.oomorihp.jp/)

市立大森病院の職員を募集します
（平成29年４月１日採用）

生活環境課

人権・困りごと特設相談所開設(無料)人権・困りごと特設相談所開設(無料)
　６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です｡
　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、この日に合わせ特設人権相談所を開設しま
す。夫婦関係や近隣トラブルなど、さまざまな困り
ごとを受け付けます。この機会にご相談ください。
◆開設場所および地域担当人権擁護員

◆相談時間／午前10時～午後３時
【問合せ】秋田地方法務局大曲支局☎0187-63-2100

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
佐野　洋子　神　　英夫　
照井　静信　森屋　輝夫
佐々木栄一　上法　快晴
狩野　和枝
朝川　順子　伊藤眞輝子 
菊地　　均
髙橋　純一　土谷　昭市
奥州　文子　柴田　　薫　

髙橋　典雄　菅原　美子

向川　善雄　高橋　栄子　

内藤新左衛門   
石川　冴子　織田智　子

地 域 期 日 場 所 人権擁護委員名

平　鹿

横　手

大　森

大　雄

山　内

増　田

雄物川

十文字

６/１
（水）

６/１
（水）
６/１
（水）
６/１
（水）
６/１
（水）
６/２
（木）
６/３
（金）
６/６
（月）

Y２ぷらざ

浅舞公民館

十文字
　文化センター
大雄地域
　福祉センター

増田地区多目的
　研修センター

山内公民館

雄物川コミュニ
ティセンター

大森コミュニティ
センター

HPページ番号000021116HPページ番号000021116

HPページ番号000012180HPページ番号000012180

5月25日はチャレンジデー！5月25日はチャレンジデー！

【問合せ】市市民生活部税務課☎32-2510、または各地域局市民サービス課
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　観光庁が、東北でしか得られない多くの感動を世界へ
向けて発信するために募集した、東北六県 見るもの・
食べ物・買い物100選に、応募数1,264件の中から『かま
くら』と『横手やきそば』が選ばれました。詳しくは、東
北六県デジタルパンフレットをご覧ください。
(http://www.tohoku-100selection.jp/#page=1）
【問合せ】市商工観光部観光おもてなし課☎32-2118

東北六県 見るもの･食べ物･買い物100選に
かまくらと横手やきそばが選ばれました!

お知
らせ

横手読書会５月例会催し

●日時／５月26日(木)午後２時～
●場所／市女性センター
●内容／講師：髙橋宏司氏（元市建設部建築住宅課長）
演題：東日本大震災における派遣先釜石市の復興事業に
従事して‒行政と民間､建築･まちづくりの仕事を通して‒
【問合せ】横手図書館☎32-2662

催し

南部シルバーエリア『イベント案内』
陶芸教室・料理教室・作品展

講座

◎陶芸教室『麺皿と薬味皿』
●日時／５月28日(土)午前10時～　●参加費／600円
●定員／先着10人　●持ち物／エプロン
◎料理教室『韓国料理』～プルコギなどを作ります～
●日時／５月29日(日)午前10時～　●参加費／1,000円
●定員／先着20人　●講師／小坂侑子氏(大仙市）
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
◎作品展『佐藤雅昭氏(大仙市)･防災記録写真展』
●期日／５月29日(日)まで ●時間／午前９時～午後５時
●入場料／無料
≪共通事項≫
【場所･申込み】南部シルバーエリア☎26‒3880

ひとり親の方対象
パソコン講習会・介護講習会

講座

◎パソコン講習会
　文書や表計算作成の基本操作を学びます。
●内容／①エクセル操作　②ワード操作　●受講期間／
①６月６日(月)～10日(金)午前９時～午後４時　②８月
22日(月)～９月26日(月)毎週月･水･金曜日の午後６時30
分～８時30分　●場所／秋田市社会福祉会館　●受講料
／無料(テキスト代別)　●定員／各10人程度　●申込期
限／①５月25日(水) ②８月10日(水)　
◎介護講習会
 介護職員として就労するために必要な知識と技術を学
びます。
●受講期間／平成29年２月までの間で４カ月間
●場所／ニチイ学館大曲教室(大仙市朝日町)ほか
●受講料／テキスト代12,000円(その他研修実費あり)　
●対象／全日程受講でき、介護職に就く意欲のある方　
●定員／10人程度　●申込期間／９月までの間で随時
≪共通事項≫
【申込み･問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35‒2133

平成28年度秋田県警察官A（大卒）
採用試験のお知らせ

募集

【警察官AⅠ(男性)】(平成28年10月採用）
・昭和56年４月２日以降に生まれた男性で、大学を卒業
　または９月30日までに卒業見込みの方
【警察官AⅡ(男性)･女性警察官A】(平成29年４月採用)
・昭和56年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業ま
　たは平成29年３月までに卒業見込みの方
●申込期限／６月８日(水)
●第一次試験日／７月９日(土)・10日(日)
【問合せ】横手警察署☎32‒2250

市の非常勤職員を募集しています！募集

●募集人員／※免許等の条件は､お問い合わせください｡
①児童館の児童厚生員（または児童厚生補助員）１人　
　勤務先：わんぱく館（南町）
②子育て支援センターの指導員(または指導補助員)１人
　勤務先：市子育て支援センター（Y²ぷらざ内）
③学童保育の児童支援員(または児童支援補助員)若干名
　勤務先：横手地域内学童保育施設
●勤務期間／平成29年３月31日まで※更新の可能性あり
●応募方法／ハローワークよこて(☎32-1165)へ申し込
みください。※５月26日(木)午前10時30分～ハローワー
クよこてで業務内容に関する説明会を開催します。
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎32-2426

市ファミリー・サポート・センター
講習会

講座

　子どもの健康状態の観察方法や子どもがかかりやすい
疾患・看護方法について学びます。
●日時／６月７日(火)午前10時～正午※受付９時45分～
●場所／Y²ぷらざ　●対象／託児援助を行いたい方　
●受講料／無料（託児あり※申込必要）　
●申込期限／５月31日(火）
【申込み】市ファミリー･サポート･センター☎35‒7211

横手市障害者スポーツ教室を開催します講座

●日時／６月15日(水)午前10時～11時30分
●場所／横手体育館　
●対象／市内に住む身体・知的・精神障がい者等で、会
　場まで各自で来場できる方(付き添いの方も入場可）
●参加費／無料(保険は県障害者スポーツ協会で加入）
●競技／フライングディスク、ボッチャ
●申込期限／６月８日(水）
【申込み・問合せ】市健康福祉部社会福祉課☎35‒2132、
または市社会福祉協議会☎36‒5377

女性センター主催講座
『リフレッシュ講座』

講座

　ヨガを通して心身のバランスを整え、日常のストレス
を解消しましょう。参加無料です。
●期日／①５月27日(金)　②６月３日(金)
●時間／午後６時30分～８時　
●定員／15人程度（応募者多数の場合は抽選）
●募集期間／５月16日(月)～20日(金)午前９時～午後５時
●託児／あり※申込必要　
【場所･申込み】市女性センター☎33‒3995

高齢者活躍人材育成事業
『りんご栽培補助員講習（摘果）』

講座

　県内在住の60歳以上の方で、シルバー人材センターで
の就業を希望する方を対象に開催します。
●期日／６月２日(木)･３日(金)　●場所／秋田県果樹
試験場(平鹿町醍醐)　●定員／15人(選考により決定）
【申込み】横手市シルバー人材センター☎33‒6840

●日時／５月25日(水)午後１時30分～
●集合場所／条里南庁舎向かい防雪センター前駐車場　
●コース／【大雄コース】耳取合戦古戦場跡､伝馬役所跡､
田村神社､方向碑､田村港跡､重福寺､ケダニ地蔵､鹿島様
など　●参加費／200円（資料代等)　●定員／先着20人
【申込み】(一社)横手市観光協会☎33-7111

市内名所を巡る半日観光に
参加してみませんか

催し

　山菜流しそばや山菜汁の振る舞い、ＹＯＳＡＫＯＩ演
舞、瑞乃詩織トークライブショーなど、楽しいイベント
が盛りだくさんです。また、県南の‶道の駅"が集合し、
自慢の特産品を販売する『じまんこ市場』も同時開催。
●日時／５月21日(土)・22日(日)午前10時～午後３時
【場所･問合せ】道の駅さんない☎56-1600

道の駅さんない『山菜まつり2016』催し

　祝い餅つきや山菜汁の振る舞い､お菓子まきをします｡
ジャンケン大会では、プレゼントも用意しています。
●日時／５月22日(日)午前10時30分～午後３時
【場所･問合せ】山菜恵ちゃん☎53-2710

あいのの温泉直売所　山菜恵ちゃん
『山菜まつり』

催し

地中熱利用設備を導入する際に
補助金を交付します

　市では、地球温暖化防止対策の推進および雪国の快適
な暮らしの推進を目的とし、自宅や事業所に地中熱利用
設備を導入する方へ補助金を交付しています。
●補助金額／補助対象経費の1／2（上限50万円)※詳細
は、市ホームページ(ページ番号000014032)をご覧にな
るか、お問い合わせください。
●補助対象者／市内に住所または事業所を有する方
【問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184

　屋根および天井改修工事に伴い、下記の期間を長期休
業いたします。なお､お食事処『樹苑』は通常営業(午前11
時～午後２時)します。ご宴会等は､営業時間に関係なく
予約を承りますので、ご利用ください。
●休業予定期間／６月１日(水)～７月31日(日)
【問合せ】ゆっぷる☎25-3801

ときめき交流センター『ゆっぷる』
長期休業のお知らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

　平成28年『経済センサス-活動調査』が、６月１日(水)
を基準日に実施されます。市内の企業・事業所を対象に
行う大規模な調査で、売上・費用、設備投資など企業・
事業所の経済活動に重点を置いて実施するものです。
　対象となる企業・事業所には、５月下旬から統計調査
員がうかがいますので、調査票の記入をお願いします。
　なお､パソコンからオンラインでご回答いただけます｡
【問合せ】市総務部総務課☎35-2161

　市では、少子化や地域活性化対策の一環として、独身
男女が気軽に楽しむことができるイベントの事業費を一
部助成します｡※市ホームページ(ページ番号000014427)
●補助金額／一団体あたり、50万円以内　●企画内容／
独身男女(20歳以上)の出会いのきっかけを創出する企画
●企画条件／20名以上の参加を対象とし、特定の構成員
(会員)限定の事業でないこと　●応募資格／市内で活動
する団体(ＮＰＯ、会社等)　●応募期限／５月31日(火)
【応募先･問合せ】市総合政策部経営企画課☎35-2164
　　　　　　　　　kikaku＠city.yokote.lg.jp

独身男女の出会いイベントを
プロデュースしませんか？

お知
らせ

羽後カントリー倶楽部の優待券を
市民の皆さんに無料配布します

　羽後カントリー㈱から、市に対し同社ゴルフ場の優待
券を提供していただきました。抽選で無料配布します。
●優待券／①株主優待券100枚 ②会員同伴券５枚 ③レ
ストラン優待券１枚　④平日限定サービスカード１枚　
●応募資格／市内在住の方　●申込方法／はがき､また
はメールで、住所・氏名・希望する優待券を記入してお
申し込みください。(一人１口まで)　●応募期限／５月
31日(火)必着※当選者に、優待券を直接発送します。
【応募先】〒013-8601　横手市条里一丁目１番１号
　　　　 市総合政策部財産経営課☎35-2168
　　　　　 kanzai＠city.yokote.lg.jp

お知
らせ

『経済センサス-活動調査』のお願い
～日本経済の未来は､あなたの調査票から～

　９月に行われる『横手やきそば四天王決定戦』に進出
する店舗を決める、覆麺(覆面)審査員を募集中です。
　審査員には３～４店舗を食べ歩き、各店舗の評価をし
ていただきます。審査を達成した方には､お食事代1,500
円をキャッシュバックします。
●審査期間／５月20日(金)～７月10日(日）
【申込み･問合せ】横手やきそば四天王決定戦実行委員会
事務局☎33-7111

募集 横手やきそば食べ歩き（覆麺）審査員を
大募集！

きれいなバラを見て回りませんか？

◎横手ばら会『オープンローズガーデン』
　横手ばら会員の庭を公開する『オープン
ローズガーデン』を開催します｡この機会に
会員が丹精込めて栽培したバラをお楽しみください。
●日時／６月３日(金)･４日(土)午前９時～午後５時　
●場所／糸井健二氏宅(上内町)、西野邦夫氏宅(条里)、
　照井誠一氏宅(安本)、戸田頼章氏宅(大雄)※公開場所
　の案内図は､市本庁舎１階総合窓口、大雄地域局、Y²
　ぷらざ総合窓口、県南部男女共同参画センターにあり
　ます。
◎ローズガーデンツアー
　上記公開場所と大森地域にある松渕氏宅のオープンガ
ーデンを巡るツアーを実施します。さまざまな種類のバ
ラや素敵なお庭を一度に見ることができます。
●日時／６月３日(金)午前９時～正午※小雨決行
●集合場所／市本庁舎向い『市役所駐車場』※参加無料
●移動方法／マイクロバスで移動　●定員／先着20人 
【申込み･問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184
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◎法律相談※事前の予約が必要です
　５月16日(月)／増田地区多目的研修センター(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎45-4848(社会福祉協議会)
　５月18日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)
　５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)
　５月27日(金)／雄物川在宅介護支援センター(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
　６月１日(水)／Ｙ２ぷらざ３階相談室(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎33-8668(社会福祉協議会)
◎人権相談（問合せ／市くらしの相談係☎35-4099）
　５月25日(水)／条里南庁舎(9：00～12：00／13：00～16：00）
◎行政相談（問合せ／市くらしの相談係☎35-4099）
　５月16日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　５月17日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　５月25日(水)／Ｙ２ぷらざ１階(13：00～15：00)
◎くらしの相談（経済的な問題や就労など）
　５月17日(水)／大雄地域福祉センター(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎52-3311(社会福祉協議会)
　５月25日(水)／ゆとり館(平鹿）(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
◎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)
◎消費生活相談（問合せ／市消費生活センター☎32-2919)
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口(9:00～17:00)

相
談

市内の空間放射線量
（４月１日～４月30日測定）

単位：マイクロシーベルト毎時

測定値は秋田県の通常レベルの範囲
内(0.022～0.086)です。

測定場所

横手消防署

測定値

0.05～0.07

診
療
日

善
意

◎横手市へ
　協同組合横手環境協議会
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／ＮＰＯフードバンクあきた
　利周一郎さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／髙山利勝さん
　㈱ツルタック／ハートアライズ
　スタジオ美枝／東北電力横手営業所青年部
　秋田ふるさと村／㈱渡敬
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　中安甲吉さん
◎居宅支援センター森の家へ　
　伊藤裕美子さん

献
血

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

横手図書館……５月18･25日､６月１日
増田図書館……５月16･23･30日､６月１日
平鹿図書館……５月17･24･31日､６月１日
雄物川図書館…５月18･25日､６月１日
大森図書館……５月17･24･31日､６月１日
十文字図書館…５月18･25日､６月１日
山内図書室……５月15･21･22･28･29日､
　　　　　　　６月４･５日
大雄図書室……５月15日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………５月17･24･31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
　…………………………５月16･23･30日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………５月18日
ゆとり館…………………５月17･24･31日
えがおの丘………………５月16･23･30日

大森健康温泉…………５月16･23･30日
ゆとりおん大雄………５月26日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………５月18･25日､６月１日
　西･南部 ……５月15･21･22･28･29日､
　　　　　　　６月４･５日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………５月16･23･30日
南部シルバーエリア…５月16･23･30日

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　５月18･25日､６月１日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　５月23日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　５月17･24･31日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　５月19･26日､６月２日
　　吉 谷 地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

５月22日(日)「ベイマックス」
６月５日(日)「耳をすませば」

【102分】
【111分】
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よこいち。

▼10：00～､よこてイースト
東北バレーボール大学男女リーグ戦
横手大会

▼～15日､横手体育館ほか
さんない芝桜まつり

▼～15日､10：00～16：00､大松川ダ
ム公園

先勝 11友引 先負 13仏滅 14大安赤口
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仏滅24先負

友引先勝

赤口 4 友引大安仏滅先負

友引

月 日 休日救急当番医(9:00～12:00) 電話番号 電話番号日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

５月15日(日)
32-5124平鹿総合病院(福嶋医師・阿部医師※1)

38-8951小田嶋まさる内科(横手)
32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)

５月22日(日)
32-5001市立横手病院(齊藤医師)

35-2222横手胃腸科クリニック(横手)
32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

５月29日(日)
26-2141市立大森病院

32-9461針生皮膚科内科医院(横手)
32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

６月５日(日)
32-5124平鹿総合病院(西成医師)

42-0421高橋医院(十文字)
32-5124平鹿総合病院

※１…耳鼻科の医師も診察します

2016大森リゾート村芝桜フェスタ

▼～15日､9：00～17：00
江口寿史原画展 ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＯＰ

▼～29日､9：30～､増田まんが美術
館

江戸の遊び絵づくし展
～おもしろ浮世絵ご覧あれ！～ 

▼～６月26日､9：30～､秋田県立近
代美術館

あいのの温泉直売所 山菜恵ちゃん
『山菜まつり』

▼10：30～､詳細は4ページ
武将隊フェスティバルよこて
端午の陣2016

▼詳細は市報5月1日号13ページ

道の駅さんない『山菜まつり2016』

▼～22日､10：00～､詳細は4ページ

ウオーキングデー

▼9：00～､あさくら館前集合

横手市水防訓練

▼9：00～､雄平橋上流河川敷運動広
場

チャレンジデー2016 in 横手

▼9：00～、詳細は2ページ

横手市子育て支援センター主催
春夏物リサイクル市

▼～22日､詳細は市報4月15日号9ペ
ージ

横手市役所増田庁舎
㈱クツザワ

５月17日(火)
横手

５月15日(日)
大森

月 日 場 所 受付時間

 9:45～10:15

横手市役所本庁舎
（原則400ml献血のみ受付）

14:30～16:00

 9:30～11:45
13:00～16:00

10:00～11:45
13:00～16:00

芝桜フェスタ会場〈大森リゾート村〉
（原則400ml献血のみ受付）

５月26日(木)
増田

横手市医師会だより横手市医師会だより ツインクリニック内科・整形外科　齊藤 公基 医師ツインクリニック内科・整形外科　齊藤 公基 医師
『さあ、山登りのシーズンが始まりました』『さあ、山登りのシーズンが始まりました』
　先日、横手山岳協会主催の『第22回山の写真展』(於：Y²ぷらざ)を見てきました。
素晴らしい景色や皆様の笑顔に心が洗われました。登山は有酸素運動により基礎代
謝を高めて疲れにくい体を作ってくれますし、景色や自然からのさまざまな音、草
木の匂いは体に癒やしを与えてくれます。良いこと尽くしの登山ですが、普段の生
活よりも多くの運動量が必要です。狭心症や糖尿病などの持病をお持ちの方は、お
薬手帳を携行し、そのことをリーダーさんに一言伝えておくと安心でしょう。

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

寄附件数／85件
寄附額／1,617,000円
問合せ／市地域づくり支援課　
　　　　☎35-2266

『ふるさと納税』
寄附金の受付状況

4月分
応援ありがとうございます！！

◎市税等の納期限です　
固定資産税1期
軽自動車税
問合せ／市収納課☎32-2518

◎横手公園展望台企画展
　『秋田県立博物館出張展』
　オーストラリアの風変わりな哺乳類
たちをテーマに剥製を展示します｡
期間／５月17日(火)～６月12日(日)
問合せ／市観光おもてなし課
　　　　☎32-2118

23 友引23 友引 26 大安26 大安

3 先勝3 先勝

◎『第45回雄物川駅伝競走大会』参加チームを募集します
大会開催日／６月26日(日)
出場資格／市内にお住まいの方、または市内に勤務している方
チーム編成／監督１人、選手５人、補欠４人まで
申込期限／６月６日(月)※申込書は下記の申込み先に設置するほか､
　　　　　市ホームページからダウンロードできます
申込み・問合せ／雄物川コミュニティセンター☎22-5535


