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HPページ番号000018252
消防本部横手病院

横手市消防職員を募集します（平成29年４月１日採用）
HPページ番号000019250

市立横手病院の職員を募集します（平成29年４月１日採用）

◆免許要件、居住要件、身体要件については受験案内でご確認ください｡
◆受験案内(要項)の入手方法と問合せ・申込み先
   消防本部、消防署、各分署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：初級受験案内請求】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。
　〒013-0060 横手市条里一丁目１番１号 横手市 消防本部 総務課 ☎0182-32-1111

上　級

・教養試験
・適性試験
・面接試験

中　級

初　級

採用人員

３名
程度

６月６日(月)

～

６月27日(月)

７月15日(金)

～

８月15日(月)

７月30日(土)

要項配付
受付期間試験名 第１次試験

期日・会場

市役所
条里北庁舎

９月18日(日)
市役所
条里北庁舎

 ９月上旬
・作文･論文
・体力試験
・面接試験

 11月上旬
・作文･論文
・体力試験
・面接試験

第２次試験第１次試験
内　　　容 主な受験資格

昭和63年４月２日～平成７年４月１日までに生まれた方
で、大学卒業または卒業見込みの方（４年制大学での救
急救命士資格取得者または資格取得見込みの方を含む）

救急救命士専門学校卒業または卒業見込みの方（年齢制
限無し）※４年制大学での救急救命士資格取得者または
資格取得見込みの方は除く

平成８年４月２日～平成11年４月１日までに生まれた方
で、平成29年３月高等学校卒業見込みの方

◆試験案内(要項)の入手方法と問合せ・申込み
   市立横手病院で受付期間に配布します。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『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。詳細については試験案内、またはホームページでご確認ください。
　〒013-8602 横手市根岸町５番31号 市立横手病院 総務課 ☎0182-32-5001　http://www.yokote-mhp.jp/

看護師

助産師

薬剤師

臨床検査技師

採用人員 受付開始 受付終了 試験期日･会場 主な受験資格職　種

理学療法士

臨床工学技士

病院事務
(医事事務)

11名程度

６月２日(木)

７月22日(金)

７月８日(金)
７月24日(日)
市立横手病院

８月７日(日)
市立横手病院

看護師免許を有し、昭和51年４月２日以降に生ま
れた方（平成29年３月までに免許取得見込みの方
含む）

各職種に必要な免許を有し、昭和56年４月２日以
降に生まれた方（平成29年３月までに免許取得見
込みの方含む）

各職種に必要な免許を有し、昭和61年４月２日以
降に生まれた方（平成29年３月までに免許取得見
込みの方含む）

大卒程度の学力を有し、平成３年４月２日以降に
生まれた方

１名程度

１名程度

１名程度

１名程度

１名程度

２名程度

HPページ番号000020003HPページ番号000020003

　新規性の高い優れた新商品と、それを開発した市
内中小企業者を『新事業分野開拓者』として認定し､
市のホームページ等でのＰＲや、市がその新商品の
試験的な調達に努めるなど、広く普及拡大を支援す
る事業です。
◆募集期間／７月29日(金)まで
◆募集対象者／市内に実質的な事業所を有する中小
　企業者で、当該商品を市内で生産する者
◆対象商品／
　申請日において販売を開始してから５年以内、か
　つ、認定に係る商品が市の関係機関で使用してい
　る物品の範囲内（サービス提供等の役務・医薬品･
　食品は対象外）であるもの。

※認定審査会において、認定の可否を決定します。
　ただし、認定自体が新商品の購入をお約束するも
　のではありません。

◎詳細については、市ホームページをご確認いただ
　くか、お問い合わせください。また、事前相談も
　行っていますのでご活用ください。

【申込み・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

新商品生産による新事業分野開拓者
認定事業の応募受付中です！

商工労働課
HPページ番号000019871HPページ番号000019871

　平成28年度から保育料の算定方法が変わりました｡
主な変更点は次のとおりです。
●多子世帯の保育料負担軽減
　年収約360万円未満相当の世帯について、１号認定
の子どもについては小学校３年生まで、２・３号認
定の子どもについては小学校就学前までとしていた
多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第２子半額、第
３子以降無料になりました。
●ひとり親世帯等の保育料負担軽減
　年収約360万円未満相当のひとり親世帯および在宅
障がい児(者)のいる世帯について、優遇措置を拡充
し、第１子半額、第２子以降無料になりました。
●すこやか子育て支援事業保育料助成の拡充
　秋田県と横手市が保育料の２分の１を負担してい
る保育料助成制度が拡充され、平成28年４月２日以
降に出生した第３子以降と、同一戸籍の第２子以降
の保育料の全額が助成されます。
※所得要件あり。助成を受けるには申請が必要です｡
◎保育料基準額表や軽減措置等の具体的な内容は、
　市ホームページをご覧ください。

【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133

幼稚園･保育所･認定こども園の
保育料のお知らせ

子育て支援課

HPページ番号000020515HPページ番号000020515

　横手市の資源や特性を活用して６次産業化の推進
または特産品の開発に取り組む事業者等に対し、経
費の一部を補助します。事業の採択は、審査会を開
催し決定します。
◆対象者／
　市内の農業者、農業法人、農業団体、事業者等
◆補助要件／
　①６次産業化の推進または特産品開発を行う事業
　　であること
　②特産品開発の場合は、横手市産の原材料を使用
　　した商品開発や改良等であること
　③販路拡大や原材料の生産拡大が見込まれること
　④他の機関（国・県等）から補助を受けていない
　　こと
◆対象経費／
　①特産品とそのデザイン開発・改良経費
　②特産品の生産・流通・販路開拓の調査経費
　③特産品開発のための研修、その他人材育成経費
　④特産品製造に必要な機器等の購入・レンタル経費
　⑤地元農産物等の地域内流通の拡大に要する経費
◆補助率／対象経費（消費税を除く）の１／２以内
　　　　（上限50万円）
◆申込期限／７月８日(金)

【申込み・問合せ】市農林部農業ブランド創造課
（県平鹿地域振興局内）☎35-2267

市６次産業化・特産品開発支援事業
補助金募集のお知らせ

農業ブランド創造課
HPページ番号000001958HPページ番号000001958

　市が定める計画（農振計画）で農用地区域とされ
ている土地に、農地転用が必要な農業用施設（農作
業小屋、農機具格納庫など）を今年度中に建てよう
とする場合は、下記期限まで用途の変更（軽微変更）
の申し出をしてください。
◆申出期限／７月29日(金)まで
※詳細はお問い合わせください。
【問合せ】市農林部農業振興課
（県平鹿地域振興局内）☎32-2112

今年度中に農地に農作業小屋などを
建てる場合の手続きについて

農業振興課

HPページ番号000018447HPページ番号000018447

　６月は、秋田県のハーモニー条例で定められた男
女共同参画推進月間です。期間中の催しは、市のホ
ームページで紹介します。また、市内各図書館とY2

ぷらざに男女共同参画関連図書コーナーを設置して
います。
　性別や年代にかかわりなく、それぞれが個性と能
力を発揮し、様々な分野で活躍できるよう、今一度
考えてみましょう。
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
　　　（Y2ぷらざ内）☎35-2158

『一人ひとりが輝き、自分らしく
生きられるまち』をめざして

地域づくり支援課



　県では、一定の要件を満たす住宅の改修工事を行う方
に、対象となる工事の費用の一部を補助する『安全・安
心な雪下ろし支援事業』の受け付けをしています。
●対象工事／雪対策のための改修工事
【問合せ】秋田県地域活力創造課☎018-860-1238または､
市建設部建築住宅課(県平鹿振興局庁舎内)☎35-2224

安全･安心な雪下ろし支援事業のお知らせ
お知
らせ

お知
らせ

　エイズ検査と相談を行います｡事前に予約が必要です｡
●日時／６月７日(火)午前10時～11時30分※定例は毎月
第２火曜日の午前10時～11時30分、午後５時30分～７時
【場所･問合せ】横手保健所☎32-4006

６月７日まで『ＨＩＶ検査普及週間』です
匿名！無料！エイズ検査をしませんか？

お知
らせ

　各教科書会社から出版された教科書を実際にご覧いた
だけます。
●期間／６月17日(金)～７月３日(日)※６月20日(月)～
22日(水)は休館日　●時間／午前10時～午後６時30分
●場所／Ｙ²ぷらざ
【問合せ】秋田県教育庁南教育事務所☎32-1101

平成29年度に使用する教科書の
見本を展示します

お知
らせ

　市議会の傍聴を希望される方は、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／６月13日(月)～29日(水)の17日間
●日程／13日(月)本会議『開会、市長所信説明ほか』
　　　　20日(月)～22日(水)本会議『一般質問』
　　　　29日(水)本会議『各委員長報告ほか、閉会』　
●時間／午前10時～※29日は予算特別委員会終了後
●場所／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６階)☎32-2535

議会を傍聴しませんか
市議会６月定例会開催(予定)のお知らせ

お知
らせ

◎黒沢わらび園
●開園期間／６月下旬まで※午前９時～11時
【問合せ】黒沢わらび生産組合(森田さん)☎53-5128
◎三又わらび園
●開園期間／７月下旬まで※午前10時～正午
【問合せ】三又営農生産組合(石沢さん)☎090-7524-8247
《共通事項》●開園日／毎週水曜･日曜日営業(要予約）
●入園料／１人1,500円※生育状況により、入園制限が
ある場合がありますので､予約時に確認してください｡

山内のわらび園がオープンしました
お知
らせ

お知
らせ●受験資格／①高卒見込みの方、および高卒後３年を経
過していない方　②人事院が①に掲げる方と同等の資格
があると認める方　●受付期間／６月20日(月)～29日
(水)※原則インターネットによる申し込み。郵送、持参
の場合は22日(水)まで。受験申込書は、最寄りの税務署
か下記へ請求ください｡ ●第１次試験日／９月４日(日)
【問合せ】仙台国税局人事第二課☎022‒263‒1111または､
人事院東北事務局☎022‒221‒2022

平成28年度国家公務員『税務職員採用試験』
(高校卒業程度）のお知らせ

お知
らせ

　不法電波は人命にかかわる重要無線通信を妨害して、
私たちの生活を脅かします。電波はルールを守って正し
く使いましょう。
【問合せ】総務省東北総合通信局相談窓口☎022-221-0641

６月１日～10日は『電波利用環境保護周知
啓発強化期間』です

お知
らせ

　市では､町内会などでアメシロの共同防除をする場合､
費用の一部を助成しています。薬剤散布に当たっては、
近隣住民や関係者への事前周知を行い、トラブルのない
ようにご協力をお願いします。              
●交付対象／町内会などで防除を行った団体 ●補助額／
１戸につき100円(２回まで) ●申請期限／10月31日(月)
【問合せ】市農林整備課(県平鹿地域振興局内)☎32-2114
または、各地域局地域課

アメシロ防除に助成します
お知
らせ

　厚生労働省では、旧主要戦域等において戦没者を慰霊
するため、御遺族を対象とした海外慰霊巡拝を実施して
います。平成28年度は次の地域で実施予定ですので、参
加を希望される場合は、お問い合わせください。
●実施地域／旧ソ連、中国東北地方、東部ニューギニア､
硫黄島、ビスマーク･ソロモン諸島、マリアナ諸島、ミャ
ンマー、フィリピン
【問合せ】秋田県健康福祉部福祉政策課☎018-860-1318

平成28年度戦没者慰霊巡拝について
お知
らせ

　県内の伝統芸能、食文化等が集結したイベントが開催
されます。横手市も物産ＰＲに出展するほか、芸能パレ
ードには横手の梵天が参加予定です。
●日時／６月４日(土)午前10時～午後８時（パレードは
午後６時～８時)、５日(日)午前10時～午後５時(パレー
ドは午後３時～５時）
●場所／秋田市アゴラ広場・エリアなかいち・広小路
【問合せ】これが秋田だ！食と芸能大祭典実行委員会事
務局☎018-824-1211

これが秋田だ！ 2016
食と芸能大祭典が開催されます!!

催し

　市民を対象とした文化財探訪を開催します。マイクロ
バスで移動しますので、ぜひご参加ください。
●日時／６月15日(水)午前８時30分～正午※小雨決行　
●探訪場所／横手の寺院(九品寺・春光寺・光明寺)※都
合により変更になる場合もあります　●申込期間／６月
２日(木)～７日(火)※土日を除く　●定員／先着20人
【集合場所･申込み】あさくら館☎35-2138
【問合せ】横手文化財保護協会(半田さん)☎32-4772

『郷土の史跡・文化財探訪』を開催します催し
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HPページ番号000005797HPページ番号000005797
全国各地から横手市を応援していただいています！

『横手市ふるさと納税』
　横手市では平成27年９月から制度をリニューアルし、『横手市応援市民制度』の名称で全国から寄附を募って
います。市外の方が当市にふるさと納税をされた際に、返礼品（市の特産品など）を贈呈する取り組みをスタ
ートさせ、全国の皆さまから多くの寄附金をいただいています。ぜひ、横手市出身の方やご親戚、ご友人に横
手市ふるさと納税をご紹介ください。また、寄附されたの方へ返礼品として贈呈している特典（横手市内で栽
培、製造、加工、販売、サービス等がされていて、横手市のＰＲにつながる魅力的な商品やサービス）の拡充
もしていきますので、事業者の方々からの情報をお待ちしています。

●かまくらまつりに昨年伺いました。駅を降りたところに
　寒い中、女子学生の皆さんが甘酒をくださって、笑顔で
　迎えてくれました。大勢の皆さんで盛り上げていて、す
　ばらしいと感じ、良い思い出になりました。

●横手の友人から、りんごやスイカなどの農産品を送って
　もらっていますが、どれをとっても他県のものよりも味
　がいいです。これだけのものを作れる力をもっと引き出
　して、横手の発展につなげていただきたいと思います。

●子供たちが喜んで横手産のお米を食べています。

　このほかにもたくさんの温かいメッセージをお寄せいた
だいています。

寄附をいただいた方からの
　　　　　　　　　応援メッセージをご紹介します

【ふるさと納税の受付状況】

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

95件・464万円

67件・784万円

102件・816万円

2,538件・5,411万円

【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
　　　　☎35-2266

　ふるさとへの応援ありがとうございます。
　随時、申し込みを受け付けていますので、ご親
族などに横手市を応援してくださるようお声掛け
いただければ幸いです。

地域づくり支援課

　市では、医療費の自己負担分を助成する福祉医療制
度（通称『マル福』)について、８月から対象者を中学生
までに拡大します。
　中学生の方が８月から『マル福』を利用するには、
事前に申請書を提出する必要がありますので、まだ申
請書を提出していない方は、速やかに手続きをお願い
します。（他の制度により自己負担がない方は申請の必
要はありません）

詳しい内容は、お問い合わせください。
◆申請に必要なもの／印鑑、お子さまの保険証（写し
　でも可）※父母の住所が平成28年１月１日に横手市
　にない場合は、所得等の証明書が必要です。

【問合せ・申請先】
　市市民生活部国保年金課☎35-2186、
　または各地域局市民サービス課

『マル福』が中学生まで拡大します！
国保年金課

HPページ番号000021175

HPページ番号000018270HPページ番号000018270

　５月末に農業者年金基金から受給者へ送付された
『現況届』用紙は、引き続き年金を受給する資格が
あるか確認をするための大切な書類ですので、忘れ
ずに提出をお願いします。
　期限まで提出されない場合、支給が一時差し止め
られることがありますので、ご注意ください。
◆提出期限／６月30日(木)
【問合せ・提出先】農業委員会事務局☎35-2172、　
　または各地域局地域課農業委員会担当（横手地域
　は農業委員会事務局）

農業者年金『現況届』の提出を
お願いします

農業委員会事務局

　飲用井戸等を使用している場合は、衛生管理のた
め１年に１回、水質検査を受けましょう。
　※検査は有料になります。
◆飲用井戸等とは
　上水道、簡易水道、専用水道および簡易専用水道､
小規模水道に属さない30人未満の少人数に供給して
いる水道および井戸等
【飲用井戸等の相談先・水質検査受付場所】
　〒013-0044　横手市横山町１番１号
　市健康福祉部健康推進課（横手保健センター内）
　☎33-9600

飲用井戸等の水質検査を受けましょう

健康推進課
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●期日／６月26日(日)、７月２日(土)、７月３日(日)
●時間／(各日)午前10時～午後３時　●場所／浅舞公園
●出店料／無料(一区画２㍍×３㍍）
●申込期限／６月17日（金）
【申込み･問合せ】平鹿地域局平鹿地域課☎24-1118

第35回あやめまつりフリーマーケット
出店者募集

募集

　おもフェスが生まれ変わります｡今年はスカ(ジャマイ
カ発祥のポピュラー音楽）に特化したコンサートを開催
します｡スカの音楽イベントを一緒に盛り上げませんか?
●日時／７月18日(月･祝)午前10時30分～午後５時30分
●場所／雄物川中央公園
●出店料／一区画2,000円（2.7㍍×1.8㍍）
●申込期限／６月13日(月)午後５時必着
●その他／６月22日(水)出店者説明会を開催予定です
【申込み･問合せ】おもしぇす実行委員会事務局（雄物川
地域局雄物川地域課）☎22-2187

おもフェス･おもしぇす2016出店者募集！
ジャマイカミュージックフェス　　

募集

　カヌーの上から爽やかな夏の風を感じてみませんか。
●日時／６月26日(日)午前10時～午後３時
●参加費／1,200円(活動費、食費、保険料等)
●対象／幼児～大人　●申込期限／６月６日(月)
●定員／40人※申込多数の場合は抽選　
【場所･申込み】県立保呂羽山少年自然の家☎26-6011

保呂羽山少年自然の家主催事業
『エンジョイ！カヌー』

催し

　横手川漁業協同組合と横手南ロータリークラブとの共
催でサクラマスの稚魚放流会を開催します。
●日時／６月５日(日)午前９時放流※小雨決行　●場所
／新旭川橋(横手清陵学院近く)　●参加費／無料※申込
不要　●持ち物／バケツ、長靴　
【問合せ】横手地域局横手地域課☎32‒2725

水辺のふれあいフェスタ
『サクラマスの稚魚放流会』

催し

　横手へら鮒釣研究会では、へら鮒釣愛好者の要望に応
えて大会を開催します。
●日時／６月19日(日)午前４時15分～正午　●場所／横
手公園牛沼　●参加費／１人1,500円　●申込方法／６月
15日(水)まで『横手釣具センター』備え付けの名簿に記入
【問合せ】市商工観光部観光おもてなし課☎32‒2118

へら鮒釣大会催し

　市民ひとりひとりがつながり、安心して暮らし続ける
ことのできる地域づくりのために、さまざまな支えあい
活動が行われています。その活動をより活発にしていく
とともに、その活動がつながりさらに大きな地域支えあ
いの力となるよう、『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。
　第１部では、地域助け合いについて各地で講演活動を
されている池田昌弘氏による講演会を、第２部では、市
内でさまざまな立場から活動を実践している方をお迎え
してのパネルディスカッションを行います。
　地域のつながりについて考える機会として、多くの皆
様のご参加をお待ちしています。参加無料です。
●日時／６月25日(土)午後１時30分～５時※受付１時～
●場所／浅舞公民館(平鹿生涯学習センター) 
●参加費／無料　●定員／先着300人
【申込み】市健康福祉部高齢ふれあい課☎35-2134

『横手市地域支えあいネットワーク
市民集会』にご参加を！

催し

●日時／７月３日(日)　●参加費／中学生以上700円・
小学生以下300円　●対象／４歳～中学２年生のお子さ
んのいる家庭で、ひとり親家庭、親か子に障がいがある
家庭、交通遺族の家庭のいずれかに該当する親子
●申込期限／６月17日(金)　●定員／先着15組　
【申込み】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133

ひとり親家庭等の方対象
『いわて子どもの森』へ行こう

催し

　寄せ植えを体験しながら、玄関の素敵な演出や環境づ
くりなどを学びます。         
●日時／６月14日(火)午前10時～正午 ●参加費／2,000
円程度　●募集期限／６月７日(火)※平日の午前９時～
午後５時　●定員／20人程度※申込多数の場合は抽選
●託児／あり※要事前申込
【場所･申込み】市女性センター☎33-3995

おしゃれに寄せ植え『ガーデン講座』講座

　夏野菜の代表である『ナス』､『ミニトマト』､『キュウ
リ』の栽培講習会を次のとおり開催します。テーマは、
『定植後の管理と収穫始めまでにやること』。栽培に関す
る不安やわからないことを『よこて農業創生大学』講師
陣がお教えします。      
●日時／６月16日(木)午前10時～11時30分頃※小雨決行
●参加費／無料　●募集開始／６月６日(月)午前９時～
●対象／市内在住またはお勤めの方　●定員／先着30人
●持ち物／手袋、帽子、雨合羽、筆記用具など
【場所･申込み】市実験農場☎52-2532

『夏野菜の栽培講習会』を開催します講座

　飼い犬と参加する方は、事前の申し込みが必要です。
●日時／６月11日(土)午前10時30分～正午
●場所／県平鹿地域振興局車庫内※参加無料・見学自由
【申込み･問合せ】横手保健所☎45-6139

犬のしつけ方教室を開催します講座

　子どもが快適に過ごすために必要なケアと環境づくり
について学びます。受講料は無料です。
●日時／６月29日(水)午前10時～正午※受付９時45分～
●場所／たいゆう保育園※託児あり(要申込)　●対象／
託児援助を行いたい方　●申込期限／６月22日(水)
【申込み】市ファミリー･サポート･センター☎35‒7211

市ファミリー･サポート･センター講習会講座

　桜の模様を付けた皿とご飯茶碗を制作し､『郷土の味』
を味わいます。ぜひご参加ください。
●日時／①練り込み体験（陶芸):６月28日(火)午後１時
～４時　②いものこ汁･豆腐カステラ作り:10月26日(水)
午前10時～午後１時30分　●定員／先着15人　●参加費
／①2,500円、②1,000円　●申込期間／６月２日(木)～
17日(金)※平日の午前９時～午後５時　　
【場所･申込み】あさくら館(朝倉公民館）☎35-2138

朝倉公民館主催講座
『造-つくり-』(全２回）

講座

　クラフトテープでオリジナルの小物入れを作ります。
●日時／６月17日(金)午前10時～11時30分　●場所／十
文字町西地区館※参加無料　●対象／未就園児の保護者
●申込期限／６月10日(金)　●定員／先着20人程度※託
児あり(要申込)　●持ち物／はさみ、洗濯バサミ15個
【申込み･問合せ】十文字子育て支援センター☎55-2255

横手市育児講座『クラフトテープで作る
スタッキングバスケット』

講座

　マタニティヨガでリフレッシュしませんか。
●日時／６月30日(木)午前10時15分～11時45分※受付10
時～　●場所／Ｙ2ぷらざ２階※託児あり(要申込)　●参
加料／500円　●対象／妊婦さん　●申込期限／６月24日
(金)　●定員／先着10人程度　●持ち物／ヨガマットま
たは大判のバスタオル､汗拭きタオル､飲み物､ひざ掛け
【申込み】市子育て支援センター☎32-2426

妊婦さん集まれ～！プレママデー講座

●日時／７月３日(日)午前９時30分～　●場所／亀田地
域センター(旧亀田小) ●参加料／１組5,000円　●申込
期限／６月20日(月)※申込多数の場合は、初参加の方お
よび幼児・小学生のいる申込者を優先します。
【申込み】よこて発酵文化研究所事務局(市農林部農業ブ
ランド創造課内）☎35-2267

『う～my味噌をつくってみそ』
手前味噌作り教室

講座

　地産地消料理と夏の器を使ったテーブルコーディネー
ト講座です。両日とも同じ内容です。
●日時／７月６日(水)・７日(木)午前10時～午後１時
●場所／旭ふれあい館　●参加料／1,000円　●内容／
タイ料理と光とテーブルセッティング　●定員／両日と
も先着15人(初めての方優先)　●受付開始日／６月６日
(月)午前９時～　【申込み･問合せ】旭公民館☎36-1100

旭公民館主催『おもてなし料理と
テーブルコーディネート講座』

講座

　県内在住の55歳以上の方で、ハローワークに求職申し
込みをしている方を対象に開催します。
●期間／７月13日(水)～22日(金)※土・日除く
●場所／オアシス館（黒川公民館）※受講無料
●定員／15人(選考により決定)　
【申込み･問合せ】秋田県シルバー人材センター連合会
☎018-888-4680

シニアワークプログラム地域事業
『緑地保全管理講習(刈払機・剪定)』

講座

◎エクセル基礎講習(Excel 2013)【定員10人】
●日時／７月７日（木）・８日（金）午前９時～午後４時 
◎第二種電気工事士技能試験(上期)準備講習【定員20人】
●日時／７月６日（水）～８日（金）午前９時～午後５時
≪共通事項≫●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

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』

講座

◎新規講習
●期日／７月14日(木)・15日(金)　●受講料／4,500円
◎再講習　●期日／７月14日(木)　●受講料／2,500円
≪共通事項≫●場所／大仙市仙北ふれあい文化センター
●申込期限／６月10日(金)　●申込先／市消防本部※申
込書の配布については、各分署でも行っています。　
【問合せ】市消防本部予防課☎32-1218

甲種防火管理講習講座

秋田県司法書士会主催
『司法書士無料相談会』

　登記や多重債務、成年後見などの相談に応じます。
●日時／６月８日(水)午後１時30分～３時30分
●場所／横手商工会館　●定員／先着４人※要予約
【申込み】秋田県司法書士会☎018-824-0055

相談

調停無料相談会

　土地の境界や、夫婦間、借金などさまざまな心配事に
ついて、裁判所調停委員が相談に応じます。
●期日／６月17日(金)午前10時～午後３時
●場所／秋田地方・家庭裁判所横手支部（城南町）
【問合せ】横手調停協会☎32-4130

相談

　よこてイーストでは、年間を通してたくさんの皆さん
に楽しんでいただけるイベントを実施しています。
◎６月の『よこいち｡』
・フリーマーケットを開催します
●日時／６月19日(日)午前10時～午後４時
・学研たいよう教室がやってくる!!『いま必要な学びだ
　けでなく、ずっと役立つ学びを』
●日時／６月19日(日)午前10時～午後１時
≪共通事項≫●場所／Ｙ2ぷらざ
【問合せ】よこてイースト管理事務所☎38-8851

よこてイーストイベント情報催し

　８月に予定している、横手公園展望台50周年記念展に
展示する写真を下記のとおり募集します。
●募集期限／６月30日(木)　●募集内容／横手公園展望
台に関係する昔の写真　●募集方法／郵便またはメール
※郵送いただいた写真は後日お返しします。
【応募先･問合せ】〒013-0036　横手市駅前町１-10
(よこてイースト内）市商工観光部観光おもてなし課
☎32-2118　 kanko＠city.yokote.lg.jp

横手公園展望台の昔の写真を
募集します！

募集
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平成28年春の叙勲、第26回危険業務従事者叙勲
市内から７人が晴れの栄誉に

平成28年春の叙勲、第26回危険業務従事者叙勲
市内から７人が晴れの栄誉に

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

春
の
叙
勲

春
の
叙
勲

元十文字町議会議員
熊谷一郎氏

　　　　　（十文字・72 歳）

元大雄村村長
佐々木 義廣氏

（大雄 ･ 70 歳）

旭日双光章
【地方自治功労】

旭日双光章
【地方自治功労】

元横手市横手消防団団長
泉信一氏（横手・69 歳）

瑞宝双光章
【教育功労】

元鳳中学校校長
佐藤實氏（横手 ･ 79 歳）

元横手市消防司令長
杉村稔氏（横手・68 歳）

瑞宝双光章
【消防功労】

元横手市消防団分団長
落合猛氏（横手・77 歳）

元横手市消防司令長
東海林 隆氏

（横手・68 歳）

瑞宝双光章
【消防功労】

瑞宝単光章
【消防功労】

瑞宝単光章
【消防功労】

危
険
業
務
従
事
者
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勲

危
険
業
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従
事
者
叙
勲

グランプリ作品 近野薫さん
【撮影場所】真人公園

特別賞 高橋良幸さん
【撮影場所】梨木公園

特別賞 ＪＩＮさん
【撮影場所】大鳥公園裏

特別賞 高橋耕平さん
【撮影場所】梨木公園

　市内で撮影された定番のお花見名所や、知る人ぞ知る隠れたお花見
スポットの写真を募集し、応募いただいた59点の中からグランプリ作
品などが決定しました。受賞作品は、市ホームページからご覧いただ
けます。(ページ番号000021187)

　横手の夏の風景写真をお寄せください。自然、お祭りなど何でも結
構です。また､撮影年度も問いません。９月15日(木)まで募集中です｡
　詳しくは市のホームページをご覧ください｡(ページ番号000021186)

『いいね！』‶撮っておき‼"な、よこてフォトコンテスト
よこてのお花見処編2016

『いいね！』‶撮っておき‼"な、よこてフォトコンテスト
よこてのお花見処編2016

『いいね！』‶撮っておき‼"な、よこてフォトコンテスト
～横手の風景(夏色)編～募集中！

『いいね！』‶撮っておき‼"な、よこてフォトコンテスト
～横手の風景(夏色)編～募集中！
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　５月３日、今年で25回を迎えた熱気球の祭典『2016秋田
スカイフェスタ』が、浅舞公民館蛭野分館広場で開催され､
全国各地から27チームが集結。色鮮やかな気球が、次々に
横手の空へ舞い上がると、来場者からは「夢の世界にいる
みたい」など驚きの声が上がっていました。

　５月３日、今年で25回を迎えた熱気球の祭典『2016秋田
スカイフェスタ』が、浅舞公民館蛭野分館広場で開催され､
全国各地から27チームが集結。色鮮やかな気球が、次々に
横手の空へ舞い上がると、来場者からは「夢の世界にいる
みたい」など驚きの声が上がっていました。

プロ野球選手とふれあう
■2016プロ野球イースタン･リーグ公式戦
　４月30日、グリーンスタジアムよこてで、東北楽天
ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ戦が行われ
多くの野球ファンでにぎわいました。
　選手たちは試合前、ウェルカムハイタッチでお客さ
んを迎え、終了後にはキャッチボールやバッティング
指導などを行って交流を深めました。

　４月30日、グリーンスタジアムよこてで、東北楽天
ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ戦が行われ
多くの野球ファンでにぎわいました。
　選手たちは試合前、ウェルカムハイタッチでお客さ
んを迎え、終了後にはキャッチボールやバッティング
指導などを行って交流を深めました。

　４月24日、浅舞公園を会場に一夜限りの
桜ライトアップショーが行われ、家族連れ
など約450人でにぎわいました。特設ステ
ージでは、新町創友会によるお囃子や清原
紅蓮隊による殺陣パフォーマンスなどが披
露され、一夜の桜を引き立てました。

一
夜
の
桜
に
酔
い
し
れ
る

笑顔で夢いっぱいの学校に
■横手北小学校開校式典■横手北小学校開校式典
　境町、黒川、金沢の３つの小学校が統合してこの春
スタートした横手北小学校の開校式典が4月23日、同
校体育館で行われました。児童や保護者ら約450人が
出席する中、髙橋大市長から石川淳校長へ校旗が授与
されました。最後に校歌が斉唱され、児童の元気な歌
声が会場に響き渡りました。

　境町、黒川、金沢の３つの小学校が統合してこの春
スタートした横手北小学校の開校式典が4月23日、同
校体育館で行われました。児童や保護者ら約450人が
出席する中、髙橋大市長から石川淳校長へ校旗が授与
されました。最後に校歌が斉唱され、児童の元気な歌
声が会場に響き渡りました。

　５月７日から15日にかけて、大森リゾート村を会場
に芝桜フェスタが開催されました。訪れた観光客は遊
歩道をゆっくりと歩きながら色鮮やかな芝桜を眺めた
り、期間中に行われた大森太鼓やＹＯＳＡＫＯＩ、ポニ
ー馬車などのイベントを楽しんだりと、真っ青な空の
下、新緑の季節を堪能していました。

敷き詰められた春の色
■2016大森リゾート村芝桜フェスタ

■武将隊フェスティバルよこて　
夢の競演に拍手喝采

　後三年合戦をモチーフにした武将隊『清原紅蓮隊』
が、東北各地と新潟県の武将隊へ呼びかけて実現した
『第１回武将隊フェスティバルよこて端午の陣2016』
が、５月22日に秋田ふるさと村ドーム劇場にて開催さ
れました。絢爛豪華かつ息の合った舞台に、多くの来
場者から拍手喝采を受けていました。

　後三年合戦をモチーフにした武将隊『清原紅蓮隊』
が、東北各地と新潟県の武将隊へ呼びかけて実現した
『第１回武将隊フェスティバルよこて端午の陣2016』
が、５月22日に秋田ふるさと村ドーム劇場にて開催さ
れました。絢爛豪華かつ息の合った舞台に、多くの来
場者から拍手喝采を受けていました。

春
を
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喫
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　４月23日に、今年最初の『よこてウオー
キングデー』が開催されました。市役所市
民広場からスタートし、見ごろを迎えた桜
などを楽しみながら、参加した80人は心地
よい汗を流しました。『よこてウオーキン
グデー』は12月まで毎月開催されます。

　代表作『ストップ!!ひばりくん！』の著
者である漫画家、江口寿史さんの原画を集
めた大展覧会が、５月29日までまんが美術
館で開催されました。期間中の５月４日に
は、江口さんのサイン会も行われ、多くの
来場者で賑わいました。

人
気
漫
画
家
の
サ
イ
ン
会

地
域
が
育
く
ん
で
き
た
芝
桜

　5月14日・15日、さんない芝桜まつりが
大松川ダム公園で開催されました。会場で
は、好天に恵まれ見頃を迎えた芝桜と、『山
内よさこいキッズ』の元気な踊りなどのス
テージイベントが、訪れた多くの家族連れ
を楽しませました。

ニ
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＆
ト
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ッ
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ニ
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十文字保育所（十文字）ばら組

【番組名】横手のおいしいみっけ
【放送日】毎月第２･４木曜日､午前11時５分～
　『食と農』チーム･プラスＹは､“地産地消”を市民みん
なで広めることにより、横手をもっと元気にする市民参
加型のプロジェクトです。横手かまくらＦＭでは、チー
ム・プラスＹの取り組みや、横手市内の直売所の紹介、
横手の旬の農産物のおいしい情報など、楽しい内容でお
届けしています。なお、再放送は午後５時からです。

『食と農』チーム・プラスＹの
取り組みをＦＭで発信中！

たいきょくかん

横手市長◆髙橋　大

※徳川家茂
　弘化3年（1846年）5月に、紀州藩第11代藩主の徳川斉順の次男として江戸の紀州藩邸で生まれました。第13代藩主を
4歳で継ぎ、安政5年（1858年）に第13代将軍である徳川家定が死去したため、まだ13歳という若さで第14代将軍となり
ました。文久2年（1862年）に和宮と結婚し、慶応２年（1866年）に第2次長州征伐の途上で大坂城で病に倒れ７月20日
に薨去（こうきょ）しました。その後、徳川慶喜が第15代将軍となっています。

第９回

　４月14日から発生しました熊本地震により、今も
なお多くの被害がでています。多大な被害を受けら
れました被災者の方々に、心からお見舞い申し上げ
ます。東日本大震災や今回の地震からあらためて不
測事態への準備の大切さを感じさせられました。市
報７月１日号では災害への備えなどについてお知ら
せする予定です。また、横手市では、４月下旬から
熊本県へ復旧協力のため職員を派遣しています。今
後も可能なかぎり復興への支援をしていきます。

　毎年、６月４日から10日は、歯と口の健康に関す
る正しい知識を知り、歯の寿命を延ばすため『歯と
口の健康週間』が実施されます。江戸幕府の第14代
征夷大将軍だった徳川家茂※は、甘いものが好きで
虫歯が多くあったため体力を弱めてしまったといわ
れています。また、口腔内は細菌が多く生息してお
り、予防を怠ると様々な病気の原因となってしまい
ます。妊婦の方はも
ちろん、虫歯がない
から大丈夫と思って
る方も、この機会に
歯と口の健康を改め
て考えていただきた
いと思います。 熊本県で被害調査に協力する横手市職員

むつみ保育園（横手）年長児

■首都圏十文字会
　◎日　時／７月２日(土)午前11時50分～
　◎会　場／浅草ビューホテル(台東区西浅草)
　◎連絡先／三輪優子会長 ☎03-3440-0550

首都圏横手市ふるさと会連絡協議会通信首都圏横手市ふるさと会連絡協議会通信

〝ふるさと会総会〟のご案内

前略ふるさと様・・・前略ふるさと様・・・

※ぜひ､首都圏在住のご親戚や知人の方にお知らせください。

　夜の増田町亀田地域センターに響き渡る音色と歌声。30～50代のメンバー５人で構成される
レイン･メーカーは、リーダーの國安雅也さんが作詞、作曲をすべて手掛けているバンドサーク
ルです。もともと國安さんを中心に『オフィス Ｎ･Ｆ･Ｖ（新･フォーク･村）』として活動していまし
たが、２年前の増田バンドフェスへの参加をきっかけに、若手メンバーを集めてバンドを結成し
ました。照明や音響など約15人のスタッフとともに、これまでに４回のライブ演奏を行っており、
７月には増田の蔵での単独ライブを予定しています。
　「自分で作った曲に、メンバー全員でアイデアを出し合いながらアレンジを加えていくことが
オリジナルバンドの魅力。フォークソングがロック調に仕上がることもありますが、それも面白
さの一つです」
　メンバーの皆さんは、みんなで良い曲を作り上げていく喜びと熱意で溢れていました。

レイン・メーカー

◆問合せ　國安さん ☎45‐2077

リーダーの國安雅也さん（右から２人目）とメンバーの皆さんリーダーの國安雅也さん（右から２人目）とメンバーの皆さん

昨年の増田バンドフェスで
演奏する様子

サークルメンバーからのイチオシ
　今年１月から収録を進めていたファーストア
ルバムがまもなく完成します。歌詞カードも自
分たちで製作していて、オリジナルの10曲を収
録予定です。

◀試作段階の歌詞カード バンド結成のきっかけとなった2年前の増田
バンドフェス
バンド結成のきっかけとなった2年前の増田
バンドフェス

バンドサークル



読者同士の交流や情報交換に、
いろいろな声をお寄せください。

●市報よこてをいつも楽しみに待っています。入
院時の食事の負担額や無料法律相談、また横手市
の公共温泉施設についてのこと、ドラム式洗濯乾
燥機の使用する際の注意を教えていただきありが
とうございます。今月の一品の小松菜とツナのま
ぜごはんをさっそく作ってみました。大変おいし
く大うけです。今後また良いお知らせを待ってい
ます。　　　　　　　　　　　　　　  　　　　
　　　　　　　　　　　　 （Ｋ．Ｈさん・平鹿）

※４/16～５/15到着分掲載

県立近代美術館　特別展
ホキ美術館展
－これが写実だ！驚きと感動の絵画－

ご招待券

読者プレゼント
今月の

市へのご意見や市報の感想など、200文字以内で、はがきや封書、ファクスで下記
のあて先までお送りください。必ず住所、氏名、年齢、連絡先をご記入ください。
（市報に掲載する際にペンネームかイニシャルを希望する方は、氏名の後に記入）

〒013‐8601 横手市中央町８番２号　横手市役所
　　　　　 秘書広報課　広報係あて　　　３5‐2221

※紙面の都合上、お寄せいた
だいた内容は割愛する場合
がありますのでご了承くだ
さい。
※ご記入いただいた個人情報は
記載内容の確認および賞品の
発送の目的に使用し、この目
的以外には使用しません。

おたよりの
あて先

おたよりをお寄せいただいた方の中から抽選で
ペア５組10名様にプレゼント!

◎提供・問合せ
　秋田県立近代美術館　☎33-8855
  ◆開催期間：７月２日(土)～９月11日(日)

◎しめきり
　６月25日（当日消印有効）
◎賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

　今年も山菜の季節に
なりました。朝早く

主人とわらびを採る季
節です。我が家では、

アク抜きをして生姜醤
油でいただきます。

採りたては新鮮そのも
の！その味は絶品で

す。横手に嫁いで５年
目、素敵な環境で、

おいしい物が食べられ
ることに感謝の毎日

です。

　　　　　　  （ふー
ちゃんさん・雄物川）

　今年は、桜の開花が例年よりも１週間程
早く、４月中旬頃に近くの真人公園に行っ
たところ、多くの観光客がいました。そし
て、今まで以上に県外ナンバーが多いのに
驚きました。もっとアピールをして観光客
を呼び、活性化に期待したいです。

（アップルババアさん・増田）

●平鹿町の会社への通勤途中、道路の両端の季節
の花々（桜、スイセン、チューリップ…）に、出
勤時は“今日も頑張ろう”、帰宅時は“一日、お疲
れさま”と、前向きな気持ちになれます。これも
手入れしてくれている方々がいるからこそ、あり
がとうございます。
    　　　　　　　　（高橋えつ子さん・十文字）

　３月に退職して１カ月過ぎました。お世
話になった方々に、市報よこてＰＲ絵ハガ
キでお礼を出しました。まだまだ人のお役
に立ちたい気持ちです。これからは市報よ
こてを愛読書の１冊に加え、興味あること
を始めていきたいと思っています♪今は町
のスポーツセンターで楽しい汗を流してい
ます。まずはピアスをあけて、フォークダ
ンス等踊ってみたい‼日々『元気に明るく
楽しく』
　　　　　　  　　　（ｋａｚｕさん・横手）

　雄物川さくら祭り『ライトアップ』表紙の写真、とってもすてきでした。うっとりしてしまいます。近場でこんなにステキなところがあるとは…。来年はきっと足を運びたいと思っています。
　　　　　　  　（岩ちゃんさん・十文字）

　『地元のキラリ企業』のコーナーを毎回
楽しみにしています。地元の頑張っている
企業を知れますし、社長さんや先輩のひと
ことを読むのも面白いです。次回も楽しみ
にしています‼
　　　　　　  　　　（Ａ．Ｍさん・増田）

大橋鉄工㈱取締役社長

大橋 雅史さん

　大橋鉄工㈱は、トヨタ自動車㈱に直接納
入する“一次サプライヤー”として、丸棒
材やパイプ材を用いた自動車部品の開発・
設計・製造・販売を行っています｡
　オートマチックトランスミッションの構
成部品をはじめ、エンジンオイルを確認す
るためのレベルゲージ、ボンネットを支え
るためのフードサポート、自動車を走らせ
るためのアクセルペダルなど、普段私たち
が目にする部品も多く生産しています。

　今回の地元のキラリ企業は『特別編』。愛知県
北名古屋市にある大橋鉄工㈱にお伺いして
取締役社長の大橋さん、横手で操業する
大橋鉄工秋田㈱の市川さん、横手市出身
で、地元での仕事に向けて研修中の
早山さんにインタビューしました。
　同社は、昨年11月に大橋鉄工秋田㈱を
設立し、秋田県、横手市と立地協定を締結｡
現在、横手第二工業団地に新工場を建設中で､
平成29年２月の操業開始を予定しています。

　横手に立地を決めた理由の一つに、第
一印象が本社工場の周辺と雰囲気が似て
いて、非常に親しみやすい地域というこ
とがありました。また、農業が盛んな地
域には『つくる』というＤＮＡを持った
人が多く集まっており、これからの日本
の“ものづくり”を継続発展させていけ
る可能性を感じました。
　当社は、高品質・低コストの商品をつ
くる努力を続け、おかげさまで来年、創
業100年を迎えます。セールスポイントは､
トヨタ自動車㈱様やアイシン・エィ・ダ
ブリュ㈱様など日本を代表するものづくり企業様と、また優れた
技術をもった中小の加工メーカーさんと一緒になって“良品廉価
のものづくり”に取り組めていることです。
　自動車は世界中を走り回って人の役に立っています。横手での
“ものづくり”が世界中の人の役に立てるよう社員の皆さんと一
緒に夢の実現を目指していきたいです。

大橋鉄工株式会社

　大橋鉄工秋田㈱では、オートマ
チックトランスミッションの構成
部品であるパーキングロッドとい
う商品を生産します。この商品は
自動車の『止まる』に関わる重要
保安部品であり、特に厳しい品質
基準が設けられています。
　当社に入社する方は、初めての
仕事に不安もあると思いますが、
横手の皆さんが私たちをサポート
してくれたように、私たちも全力
で皆さんをサポートしていきます
ので安心してほしいと思います。
　横手は初めての
土地でしたが、人
柄や町に魅力を感
じました。これか
ら皆さんと交流を
深め、お祭りなど
にも参加してみた
いです。

大橋鉄工秋田㈱

早山 裕之さん
       (横手市出身)

大橋鉄工秋田㈱
執行役員

市川 力さん

特別編

　都内の大学を卒業後、横手
市内の企業で働きたくて入社
を志願しました。
　大橋鉄工秋田㈱では、オー
ルトヨタの一員としての誇り
を持って働くことができます｡
世界中の車に供給される商品
をつくるので責任とやりがい
を感じます。
　私と一緒にものづくり文化
の伝承者を目指しませんか？

■所在地　　愛知県北名古屋市徳重北出52-2
■創　業　　大正６年３月
■従業員　　310人(平成28年４月現在)

パーキングロッド(右下)と
Ａ／Ｔ内部の取り付け位置
パーキングロッド(右下)と
Ａ／Ｔ内部の取り付け位置
パーキングロッド(右下)と
Ａ／Ｔ内部の取り付け位置
パーキングロッド(右下)と
Ａ／Ｔ内部の取り付け位置
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月 火 水 木 金 土 日

◎防災ラジオ試験放送日
　毎月第二水曜、11:45頃から防
災ラジオの試験放送を行います｡
問合せ／市危機管理課☎35-2195

◎『みどりの朝市』がはじまります！
　初日の4日は商品購入者を対象として､先着で花の苗などをプレゼ
ントします。
日時／6月4日(土)～11月12日(土)
　　　毎週水・土曜日、5：30～(10月以降は6:00～)
場所／市役所本庁舎駐車場(秋田銀行横手支店側)

◎十文字さくらんぼまつり
期間／6月15日(水)～7月10日(日) 場所／十文字さくらんぼ樹園地
問合せ／十文字町観光協会☎42-0406
　　　　十文字町桜桃生産者協議会☎42-0770
※期間中は『道の駅十文字』内の掲示板で、さくらんぼ狩りができる
農園をご案内します｡

◎Ｙ2ぷらざ臨時休館のお知らせ
　施設メンテナンスのため、下記期間は休館します。
期間／6月20日(月)～22日(水)
※施設の予約・問合せについては、午前9時から午後4時まで受け付け
　します。☎32-2418

◎かまくら館臨時休館のお知らせ
　6月11日(土)は設備点検のため､
終日休館します。☎33-7111

横手市水防訓練

▼9：00～､雄平橋上流河川敷運動
広場
東北植木盆栽市

▼～12日､9：00～18：30､道の駅十
文字中庭

ウオーキングデー

▼9：00～､かまくら館前集合
横手市地域支えあいネットワーク
市民集会

▼13：30～、詳細は10ページ

水辺のふれあいフェスタ
『サクラマスの稚魚放流会』

▼9：00～､詳細は10ページ
厄神立て

▼19：00～､大雄･藤巻地区

よこいち。

▼10：00～､詳細は10ページ
ひとみ座公演 乙女文楽

▼13：30～､横手市民会館､詳細は
　市報4月15日号9ページ

江戸の遊び絵づくし展
～おもしろ浮世絵ご覧あれ！～ 

▼～26日､9：30～､秋田県立近代美
術館

横手公園展望台企画展
『秋田県立博物館出張展』

▼～12日､9：00～

6/  1
▶▶▶20
2016.Jun

市民のうごき

※４月末現在（先月末比)

人口　93,794人   （-22）
男　44,397人   （-1）
女　49,397人  （-21）

世帯　34,482世帯 （ 88）

月 火 水 木 金 土 日

◎法律相談　※事前の予約が必要です

  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)

  ６月15日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）

　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)

  ６月17日(金)／大森コミュニティセンター(10：00～12：00）

　　　　　　　　☎26-3274(社会福祉協議会)

◎行政相談（問合せ／市くらしの相談係☎35-4099）

　６月９日(木)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00)

　６月10日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)

  ６月14日(火)／増田地区多目的センター(9：30～12：00)

　６月20日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)

◎くらしの相談（経済的な問題や就労など）

　６月13日(月)／山内福祉センター(ゆうらく館)(9:30～12：00)

　　　　　　　　☎53-3009(社会福祉協議会)

◎人権相談（問合せ／市くらしの相談係☎35-4099）

　６月８日(水)／条里南庁舎(9：00～12：00／13：00～16：00)

◎税務相談（問合せ／横手福祉センター☎33-8668）

　６月９日(木)／Y2ぷらざ３階相談室(9:30～12:00)

◎社会保険年金相談（問合せ／☎32-2111 内線8528)

　毎週月曜～木曜／本庁舎１階相談窓口

　　　　　　　　（9：30～12：00／13：00～15：30）

◎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)

増田町診療所（耳鼻咽喉科）

　　６月８･15日／13:30～15：30

大沢診療所（内科）

　　６月13日／13：30～15：00

三又へき地診療所（内科）

　　６月７･14日／13：30～16：30

上平野沢へき地診療所(内科）

　　６月２･９･16日

　　　吉 谷 地／13：00～15：00

　　　山内武道／15：10～17：00

休館日

診 日療

血献

相談休日当番医

石坂洋次郎文学記念館 …………………… 休館予定なし
雄物川郷土資料館 ………………………… 休館予定なし
後三年合戦金沢資料館 …………………… 休館予定なし
横手市民会館 ……………………………… ６月７･14日
釣りキチ三平の里体験学習館 …………… ６月６･13･20日
ゆっぷる …………………………………… ６月は工事のため休業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※食堂部門は営業
ゆとり館 …………………………………… ６月７･14日
えがおの丘 ………………………………… ６月６･13･20日

大森健康温泉 ………………………………… ６月６･13･20日
ゆとりおん大雄 ……………………………… ６月２･16日
健康の駅トレーニングセンター
　　　東部 …………………………………… ６月１･８･15日
　　　西･南部 ………………………………  ６月４･５･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11･12･18･19日
南部シルバーエリア ………………………… ６月６･13･20日
子どもと老人のふれあいセンター ………… ６月６･13･20日
※図書館･図書室の休館日は22ページをご確認ください。

月 日 休日救急当番医(9:00～12:00) 電話番号 電話番号

32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)
平鹿総合病院(西成医師) 32-5124

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

6月5日(日)

高橋医院(十文字) 42-0421

32-5124平鹿総合病院(岡田医師)
市立横手病院(高橋医師) 32-5001

6月12日(日)

雄物川クリニック(雄物川) 22-5511

32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)
平鹿総合病院(渡邊医師・渡部医師)※1 32-5124

6月19日(日)

小田嶋まさる内科(横手) 38-8951

※１…整形外科の医師も診察します

受付時間場 所月 日

13:30～14:15６月９日(木)
横手

６月21日(火)
大雄

奥山ボーリング㈱

 9:30～10:00大和更生園

11:00～11:30睦合成工業㈱秋田工場

12:30～13:00㈱宮腰デジタルシステムズ

14:30～16:00横手市役所大雄庁舎

15:15～16:00創和建設㈱
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　私の中で、春の山菜といえばワラビ。皆さん大好きだと勝
手に思っていますが、このワラビ、どうやって食べています
か？おひたし一つとっても、醤油派、醤油と生姜派、はては
マヨネーズ派まで…ところで私は『たたきが一番派』。春の朝
ごはんは毎日ほっかほかの白いご飯にわらびたたきです。幸
せ♪皆さんもわらびライフ、楽しんでくださいね！

今月の特集

　取材の帰りに寄った大森町板井田にあ
る『杉ノ沢池』の写真です。緑が水面に
写ってすごくきれいでした。
　今から30年前、沼や池にはヌマエビや
イモリなどがたくさんいたのを思い出し
ます。体育座りをしながらボ～っと景色
を見ていると、最近はタガメやゲンゴロ
ウにお目にかかっていないな～と少年
時代を思い出しちゃいました。(Ｈ.Ｔ)

広報マン
のつぶや

き
最近、
タガメを
見ましたか？

学　校　橋（横手地域）

　上の写真は、昭和57年４月14日に行われ
た『学校橋開通式』の様子です。後ろに見
える建物は横手南小学校です。
　開通式には、当時の秋田県知事や横手市
長、多くの市民が参加し大変なにぎわいと
なりました。
　この学校橋は全国でも珍しい橋上公園で
流れる池や童女の像などがあります。
　昭和62年には当時の建設省主催『手づく
りふるさと賞』
を見事に受賞し
ました。
　近くには羽黒
の柳や桜などが
あり、訪れる方
々を楽しませて
くれます。

Vol.9

昭和57年

除幕式の様子

［休館日］

今月のおすすめ図書

新着図書の紹介
・日本懐かしガチャガチャ大全／ワッキー貝山
・工学部ヒラノ教授の介護日誌／今野浩
・幻像のアオサギが飛ぶよ 日本人・西欧人と鷺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／佐原雄二
・読むオイル事典／ＹＵＫＩＥ
・幸せになる勇気 自己啓発の源流『アドラー』の教えⅡ
　　　　　　　　　　　　　　　／岸見一郎、古賀史健
・なぞなぞ学 起源から世界のなぞなぞ・
　　　　　　　　　　　　　　なぞかけのつくり方まで
　  ／稲葉茂勝 著　ウノカマキリ 絵　こどもくらぶ 編
・荻野公介 日本の誇る天才スイマー／本郷陽二
・たんぼレストラン／はやしますみ
・妖怪バス旅行／広瀬克也
・えぞふくろう ふぶきをのりこえる／手島圭三郎

　あの『孫子の兵法』をわかりやすく
やさしい言葉で訳した“こども訳”版｡
人間関係の悩みや夢を叶えるためには
…など、生きていく中で起こる様々な
問題とどう向き合うべきかのヒントを
くれる１冊です。

こども向け
強くしなやかなこころを育てる！
こども孫子の兵法
 齋藤孝 監修　日本図書センター

　東日本大震災がおきたあの日、
小学生だった語り部たちの声。５
年前の体験と思い、そして16歳に
なった今の気持ちが、感じたまま
に綴られています。子どもの視点
で語る震災体験から多くの教訓が
得られます。

大人向け
16歳の語り部
雁部那由多、津田穂乃香、
相澤朱音 語り部
佐藤敏郎 案内役　ポプラ社

最寄りの図書館で全ての館の蔵書を借りることができます。
◆問合せ／お近くの図書館または図書館課へ ☎22-2300 蔵書検索

・６月11日(土)午前10時30分／十文字
・６月12日(日)午前10時30分／横手
・６月18日(土)午前10時30分／増田・平鹿
・６月19日(日)午前10時30分／大森・雄物川

時間：30～60分程度

６月のおはなし会

横手図書館 ……………… ６月１･８･15日
増田図書館　※移転のため６月１日～７月19日まで休館します｡
平鹿図書館 ……………… ６月１･７･14日
雄物川図書館 …………… ６月１･８･13～17日
大森図書館 ……………… ６月１･７･14日
十文字図書館 …………… ６月１･８･15日
山内図書室 ……………… ６月４・５・11・12・18・19日
大雄図書室 ……………… ６月19日

※６月１日～20日

◆借りるとき
・借りたい資料を図書館利用カードと一緒にカウンター
　にお持ちください
・図書や雑誌は10冊まで２週間借りられます
・ＤＶＤ､ビデオ､ＣＤは２点まで１週間借りられます
・返却予定日から２週間、１回のみ延長することがで
　きます
・延長はお電話でも承りますが、予約が入っている資
　料の延長はできません

◆返すとき
・図書や雑誌は市内のすべての図書館どこにでも返却
　することができます
・ＤＶＤ、ビデオ、ＣＤは借りた図書館のカウンター
　へ返却してください
・閉館時はブックポストに返却することができます

図書館取扱説明書（Ｎｏ．２）

図書予約オンラインサービスを
ご利用ください

　横手市立図書館ホームページでは、市内の図書館
が所蔵する本や資料を検索できるほか、予約をして
お近くの図書館や図書室、またはＹ2ぷらざで受け取
ることができます。予約する場合はパスワードの発行
が必要になりますので、図書館員にお尋ねください｡
※予約資料の預かり期間は、図書館からの連絡後１
　週間です。１週間を過ぎるとキャンセル扱いにな
　りますので、早めにお受け取りください。

　横手市立図書館ホームページ
https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
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