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　十文字さくらんぼまつり恒例の『さくらん
ぼタネ飛ばし大会』が７月３日、十文字陸上
競技場で行われました。時折雨が降るあいに
くの天気でしたが、子どもから大人まで約70
人が大奮闘！遠くまでタネを飛ばそうと、思
い思いのフォームで競技に臨んでいました。

飛ばせ! 遠くへ!!飛ばせ! 遠くへ!!

『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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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

　　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８回巡彩展
　７月28日(木)まで、午前10時～午後
４時 ※最終日は午後３時まで
　無料　　ね･ま～れ
　ね･ま～れ(十文字)※火曜休館
☎42‒5320

みんなで歌おう 夏の歌 十文字スワンコ
ーラス『道の駅サマーコンサート2016』
　７月17日(日)午前10時30分～
　長崎の鐘、ハレルヤ･コーラスほか
　道の駅十文字　　無料
　遠藤さん ☎42-2044

『レイン･メーカー』ライブコンサート
　７月17日(日)午後４時30分～
　旬菜みそ茶屋くらを(増田字中町64)
　2,000円 ※１ドリンク付き
ゲストミュージシャン：松山隆宏氏
　田中さん ☎090-9038-0037

アルコール依存症の回復を目指す家族
の会主催『しゃるWeだん酒の会in横手』
　７月20日(水)午前10時～正午
　サンサン横手　　無料
　ながのさん ☎080-3272-3233

マムチャくらぶ主催『わんぱくbaby～ベ
ビーマッサージ＆マタニティサロン～』
　７月20日(水)午前10時30分～正午
　わんぱく館　　200円(オイル代込)
　柴田さん ☎090-7007-4239

第17回横手地域写真クラブ合同展
　７月22日(金)正午～24日(日)午後４
時20分　　Y2ぷらざ　　無料 
　北村さん ☎33‒2042

ドイツ語翻訳講座 リヒャルト・ヴァー
グナー『ヴァルキューレ』を読む
　７月22日･８月５日･26日(金)午後７
時30分～　　Y2ぷらざ３階
　各回先着12人　　500円
　小田嶋さん ☎080‒1807‒1846

あきたエコマイスター『自然観察会』
　７月23日(土)午前９時20分～ ※Y2ぷ
らざに午前８時30分までに集合
　大仙市の姫神公園や秀よし(鈴木酒造)
を巡ります ※小雨決行、昼食持参　　
申込締切:７月21日(木)
　100円(会員は無料)
　戸嶋さん ☎080‒4515‒9558

パパ'Sサークル『ピーターパン』
参加メンバー大募集!!
　７月23日(土)･８月21日(日)午前10時
～正午　　秋田県南部男女共同参画セ
ンター　　無料 ※当日参加大歓迎
　長谷川さん ☎090-2955-8246

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　７月24日(日)午前10時～
　横手女性センター　　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

『はじめてのベビーマッサージ講座』
　７月27日(水)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

リンパケア体験と講座(女性限定)
　７月30日(土)【体験会】午前10時～正午
 【資格取得講座説明会】午後１時～３時
※昼食持参   旭ふれあい館   500円  
　大久保さん ☎090-7325-0212

司法書士による『相続登記相談会』
　７月30日(土)・31日(日)午前10時～
午後３時　　山内公民館(30日)・大森
コミュニティセンター(31日)
　無料 ※要予約
　司法書士 長島さん ☎38-8804

第２回掛唄実演会
　７月31日(日)午前10時～正午
　金沢公民館講堂　　無料
　石川さん ☎37-3244

第11回朗読劇『あの夏』
ー1945・ヒロシマ ナガサキー
　７月31日(日)午後１時30分～２時50分
　かまくら館   500円 ※小学生以上対
象 出演:朗読グループあおぞら(市内の
小･中学生、高校生も出演します)
　小松さん ☎080-1836-1810

よこて農家塾８月例会
　８月５日(金)午前10時～
　グリーンポート杉沢   500円(昼食代)
  『うどん屋 人生』 講師:眞壁明吉良氏
　小田嶋さん ☎32-9747

ほろっとキッズ
『わくわく!昆虫採集キャンプ』
　８月６日(土)午後１時～７日(日)午
前10時　　保呂羽山少年自然の家　   
対象:小学生(保護者参加可)　　20人
　小学生2,000円･保護者2,400円(２食、
保険料、利用料込み) 申込期限:７月26
日(火)　　高橋さん ☎22-4511

イオ平和＆ピーターパン夏祭りだよ!2016
～Let's enjoy summer～
　８月７日(日)午前９時30分～
　さかえ館　　100円(子どものみ)
　巨大ペインティング、お宝発掘ゲーム
　タオル　　石田さん ☎23-6585

夏休みディンプルアート教室
～オリジナル小物製作～
　８月７日(日)午前９時～正午、午後１
時～４時　　アルハード(四日町5-20)
　午前、午後とも各5人 ※要予約
　600～1,000円(材料費)
　佐々木さん ☎090-2368-2029

第142回 南の館『月例市民将棋大会』
　８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

『弓道体験教室』
～初心者はもちろん経験者も歓迎！～
　８月７日(日)午後１時30分～４時30分
　横手武道館　　無料　　動きやすい
服装、靴下　※７月31日までに武道館
(☎33‒7307)に申込み
　照井さん ☎090‒9634-2114

『武術太極拳教室』に参加してみませんか
　８月10日･17日･24日･31日(水)午後７
時30分～　　大雄交流研修館　　無料
　内ばき、動きやすい服装
　三浦さん ☎090-3369-3817

横手ばら会 栽培技術講習会
『秋に花を咲かせるための夏の手入れ』
　８月11日(木)午前９時30分～
　照井ばら園(安本字北野添46)
　無料　　剪定はさみ、軍手
　藤本さん ☎32-6177

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～】
　８月11日(木)午後７時～　　1,000円
　海、夏の思い出 ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　８月21日(日)午後１時～　　800円　
　『墨絵を楽しむ』渡部清氏、『歌と踊り
で夏をエンジョイ！』花陽会踊りのライブ
〈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

フラダンスサークル『マハロ』
Hulaでリフレッシュしましょう！
　毎月第１・３月曜、午前10時30分～
　Y2ぷらざ３階
　小西さん ☎090‒7662‒5166
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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

税　務　課

平成28年度の国民健康保険税について
～税率、軽減・減免制度など～

■平成28年度国民健康保険税の税率　
　平成28年度の国民健康保険税率（医療給付費分・後期高齢者
支援金分・介護納付金分）は、据え置きとなります。
　所得割は国民健康保険加入者の所得金額に対する割合、均
等割は加入者の人数に応じた金額、平等割は１世帯当たりの
金額です。
　なお、課税限度額は医療給付費分と後期高齢者支援金分が
それぞれ２万円増、介護納付金分は昨年度と変更がなく、合
計89万円となります。

■均等割・平等割の軽減適用
　世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が
軽減されます。平成28年度も一部の軽減適用範囲が拡大され
ました。

実験農場

横手産野菜の魅力を体感！
『2016実験農場フィールドデー』
横手産野菜の魅力を体感！
『2016実験農場フィールドデー』

　横手の安心・安全な野菜を農家と消費者に伝え、『食と農
からのまちづくり』を広げよう！をテーマにフィールドデー
を開催します。
　畑の土層調査研究発表や売れ筋野菜づくりの講演会、農
場産野菜の収穫体験や試食会など、横手の野菜の魅力がギ
ュッと詰まっています。また、園芸栽培や６次産業化につ
いての相談コーナーもあります。ぜひお越しください。
◆開催日／８月４日（木）午前９時～午後４時ごろ
◆会　場／第１会場：実験農場（午前メイン）
　　　　　第２会場：大雄交流研修館『ふれあいホール』
　　　　　　　　　　（午後メイン）
※お客様駐車場が無く、実験農場へのお車での乗り入れが
　できません。ふれあいホール駐車場から実験農場までバ
　ス送迎をしますのでご利用ください。

【問合せ】市市民生活部税務課（本庁舎内）☎32-2510、または各地域局市民サービス課

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医
　療の被保険者に移行した方です。
◎軽減判定のための所得には青色事業専従者給与、および事
　業専従者控除・土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用さ
　れません。
■国民健康保険税の納税相談と減免制度
　国民健康保険税は、前年（今年度の場合は平成27年中）の所
得をもとに税額を決定します。
　失業や経営不振、病気療養等の理由で、前年の収入に比べ
て今年の世帯の収入が大幅に減るなど、分割納付等の徴収猶
予を行っても納付が困難と認められる場合には、保険税の減
免の申請を行うことができます。減免の申請には、各納期限
（年金からの特別徴収の場合は年金支給日）の７日前までに、
申請書と必要書類の提出が必要です。また、申請前にはもれ
なく納税相談を受けていただきます。
　市では、申請に基づき収入や資産等の調査を行い、総合的
に判断した上で、減免の可否を決定します。まずは、納税相
談にお越しください。

【問合せ】市農林部実験農場☎52-2532

HPページ番号／000001289､000001290､000001291HPページ番号／000001289､000001290､000001291

HPページ番号／000018733HPページ番号／000018733
スポーツ振興課

『バドミントンクイーンズサーキット
2016横手大会』を開催します

『バドミントンクイーンズサーキット
2016横手大会』を開催します

　横手市で４回目の開催となるこの大会は、企業チームの
若手強化、育成を目的に30年以上前に創設されました。近
年は、高校・大学のトップ選手も参加しての大会となり、
次世代のナショナルチーム、オリンピックのメダリストが
輩出されています。入場は無料です。どなたでも観戦して
いただけますので、ぜひ熱いプレーをご覧ください。
◆開催日／平成28年７月16日（土）～ 18日（月）
◆場　所／横手体育館　※内履きをご持参ください
◆種　目／女子シングルス・女子ダブルス

【問合せ】市まちづくり推進部スポーツ振興課
　　　　（横手就業改善センター内）☎35-2173

HPページ番号／000021350HPページ番号／000021350

人事課・消防本部

横手市職員採用試験受付開始横手市職員採用試験受付開始
■行政職　
　資格職（保健師）、中級、初級、初級（建築・土木）、
　身体障がい者対象、社会人対象（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）
■消防職
　中級、初級
◆受付期間／８月15日（月）まで
※試験の詳細については、市ホームページまたは市報（行政
　職は５月15日号、消防職は６月１日号）をご覧ください。

【申込み・問合せ】
〈行政職〉 市総務部人事課（本庁舎内）☎35-2163
〈消防職〉 市消防本部総務課（条里北庁舎内）☎32-1111

HPページ番号／行政職:000018251､消防職:000018252HPページ番号／行政職:000018251､消防職:000018252

経営企画課

４月１日以降ご結婚された方へ
『幸せブーケトス事業』を始めました
４月１日以降ご結婚された方へ

『幸せブーケトス事業』を始めました
●結婚生活応援報奨金
　新たに結婚した夫婦に結婚生活応援金として５万円分の
商品券を差し上げます。
●結婚仲介加算報奨金
　結婚後２年以内に、横手市内にカップルを誕生させ結婚
に至った場合、さらに５万円の商品券を差し上げます。
　※申し込みには仲介した成婚者の戸籍謄本が必要になり
　　ます。また、仲介加算は１組に限ります。　
◆対象者／平成28年４月１日以降に婚姻届を提出した夫婦
◆申込要件
　・婚姻届が受理された日から起算して２か月の間までに、
　　夫婦双方が横手市に住所を有すること。
　・夫婦が引き続き３年以上市内に住所を有する旨の意思
　　を書面で提出すること。
※商品券のお渡しは10月からとなります。詳しくは、市ホ
　ームページをご覧ください。

【申込み･問合せ】市総合政策部経営企画課（本庁舎内）
　　　　　　　 ☎35-2164

HPページ番号／000021199HPページ番号／000021199

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割
均等割
平等割
所得割
均等割
平等割
所得割
均等割
平等割

9.67％
24,100円
20,800円
2.61％
6,500円
5,500円
2.42％
7,500円
4,200円

54万円

19万円

16万円

区　　　　分 税率等 賦課限度額

基準となる所得金額（世帯主、被保険者および特
定同一世帯所属者（※）の所得合計額）

世帯の合計所得金額が【33万円＋26.5万円×被保
険者および特定同一世帯所属者の数】以下
世帯の合計所得金額が【33万円＋48万円×被保険
者および特定同一世帯所属者の数】以下

世帯の合計所得金額が33万円以下７割軽減

５割軽減

２割軽減

軽減割合

国保年金課

【問合せ】市市民生活部国保年金課（本庁舎内）☎35-2186、または各地域局市民サービス課

後期高齢者医療の被保険者証・福祉医療費（マル福）受給者証の更新､
国民年金保険料免除・猶予制度について

　新しい後期高齢者医療の被保険者証(保険証)を、７月下
旬に加入者に送付します。
　８月１日以降は、新しい保険証を医療機関に提示してく
ださい。
　※新しい保険証の色は紫色になります。

■限度額適用・標準負担額減額認定証について
　入院時の食事代と医療費の自己負担限度額が減額となる
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けている
方で、引き続き世帯員全員が住民税非課税の場合は、保険
証と一緒に新しい認定証を送付します。今年度、新たに世
帯員全員が住民税非課税になった方は、申請が必要です。

HPページ番号／000018765HPページ番号／000018765
【後期高齢者医療】
●８月１日から後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります

　福祉医療費受給者証の有効期限は、一部の方を除いて毎
年７月31日です。継続して福祉医療費を受給するためには
更新の手続きが必要です。対象者には通知しますので忘れ
ずに手続きをしてください。
※乳幼児および小学生の区分に該当している方は更新手続

きの必要はありません。７月中に受給者証を郵送します。
ただし、所得の確認ができなかった方（未申告等）や、世帯
状況・保険証等の内容に変更がある方は手続きが必要です。
※現在、所得制限等で非該当の方でも前年の所得によって
　は該当となる場合があります。

HPページ番号／000001304HPページ番号／000001304●福祉医療費受給者証の更新手続きをお忘れなく

　すでに申請書を提出済みの方には、7月中に受給者証を
郵送します。ただし、所得の確認ができなかった方（未申
告等）や、世帯状況・保険証等の内容に変更がある方は手

続きが必要です。申請書の提出がお済みでない方は、お子
さんの健康保険証、印鑑等をご持参の上、手続きをお願い
します。

HPページ番号／000021175HPページ番号／000021175
【福祉医療】
●８月１日からマル福の対象を中学生まで拡大します

　所得が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方を
対象に、本人の申請により納付を免除・猶予する制度が
あります。保険料未納期間がある場合、将来、老齢基礎
年金や障害基礎年金、遺族基礎年金などを受け取ること

ができない場合があります。未納のままにせず、制度をご
利用ください。
※平成28年７月１日から、納付猶予制度の対象年齢が30歳
　未満から50歳未満までに拡大されました。

HPページ番号／000007696HPページ番号／000007696
【国民年金】
●国民年金保険料免除・猶予制度～７月１日から平成28年度受付開始～

経営企画課

新たに三世代同居・近居を開始するための
住宅取得等に最大80万円を補助します
新たに三世代同居・近居を開始するための
住宅取得等に最大80万円を補助します

◆主な対象要件
・三世代同居または近居のために住宅を取得、増改築、リ
　フォームのいずれかをすること。（中古住宅も可）
・親世帯もしくは子育て（子・孫）世帯のどちらかが、市内
　に１年以上継続して住んでいること。
・親・子・孫が三世代で新たに同居または近居すること。
・中学生以下の子供がいる子育て世帯であること。（出産予
　定も含む）
※この他にも細かな要件がありますので、詳しくは市ホー
　ムページをご覧いただくか、お問い合わせください。
◆補助金額／住宅取得・改修費用の３分の１※上限額あり
　①新築・全部改築・住宅購入：同居80万円、近居40万円まで
　②増築等の一部改築・リフォーム：同居30万円、近居15万
　　円まで
◆支給方法／補助金は商品券での支給(36万円を限度)とし､
　　　　　　限度額を超えた分は現金での支給となります｡
【申込み･問合せ】市総合政策部経営企画課（本庁舎内）
　　　　　　　 ☎35-2164

HPページ番号／000021201HPページ番号／000021201

商工労働課

特定計量器の定期検査を実施します特定計量器の定期検査を実施します
　商店や直売所、学校、病院などで使われる計量器の定期
検査を行います。取引や証明に使用される計量器は、正確
性を維持するため２年に１度、定期検査を受けることが義
務づけられています。検査合格後は、検定証印や基準適合
証印が付されます。対象者には事前に、市から通知をお送
りしていますが、検査の対象となる計量器をお持ちで、通
知を受けていない場合はご連絡ください。

※検定証印や基準適合証印がない家庭用はかり等を取引や
　証明のために用いることは禁止されています。

【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

HPページ番号／000002099HPページ番号／000002099

生涯学習課

平成28年度横手市成人式を開催します平成28年度横手市成人式を開催します
　新成人を祝福する成人式を開催します。対象者には７月
上旬までに案内状をお送りしますので、同封の返信用はが
きで出欠をお知らせください。なお、案内状が届かない場
合はお問い合わせください。
◆日　時／８月15日（月）午前11時～ ※受付10時30分～
◆会　場／横手市民会館
◆対象者／平成７年４月２日から平成８年４月１日に生まれた方
【問合せ】市まちづくり推進部生涯学習課（本庁舎内）
　　　　☎35-2254

HPページ番号／000015096HPページ番号／000015096

◆定期検査の実施日時・場所

平鹿就業改善センター
大森コミュニティセンター
雄物川就業改善センター
十文字文化センター
増田体育館
山内体育館
大雄地域福祉センター

サンサン横手

時　間
10:00~15:30
10:00~11:30
13:30~15:30
 9:30~12:00
13:30~16:00
10:00~15:00
13:30~15:00
10:00~16:00
10:00~16:00
10:00~15:00

地　域
平　鹿
大　森
雄物川 
十文字
増　田
山　内
大　雄

横　手

期　日
7/26（火）

7/27（水）

7/28（木）

8/1（月）
8/2（火）
8/3（水）
8/4（木）
8/5（金）

場　　所
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第13回よこての全国線香花火大会Pick
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貝殻・木の実で小物作り in 農業科学館催し

　貝殻や木の実などの自然素材を使った、親子工作体験
を開催します。
●日時／７月23日(土)午前の部・午前10時～正午、午後
の部・午後１時～３時　●会場／県立農業科学館 ●対
象／小・中学生を含む親子、家族　●定員／先着各30組
●費用／一人100円　●申込方法／ファクスや電子メー
ル、または電話※①参加代表者の氏名、②参加人数、③
午前・午後の希望、④電話番号をお知らせください。
【問合せ･申込み】秋田県立岩城少年自然の家
☎0184-74-2011　 0184-74-2012
　Iwaki-c＠mail2.pref.akita.jp

　県内のさまざまな表具(掛け軸等)を展示します。職人
の技をこの機会にぜひご覧ください。
●期間／７月20日(水)～８月８日(月)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

横手公園展望台企画展　表装展
お知
らせ

　平成28年度受験対象者等に対し、自衛隊の概要を説明
します。
●日時／７月31日(日)午前10時～正午
●場所／ふれあいセンターかまくら館
【問合せ】自衛隊横手地域事務所☎32-3920

自衛官等採用地域説明会
お知
らせ

　屋内プール屋根の破損により、今年度は、屋根を開い
た状態での営業となりますので、夜間の営業は中止しま
す。ご理解のほどよろしくお願いします。
●営業期間／７月16日(土)～８月24日(水) ●営業時間
／午前10時～午後０時30分・午後１時30分～４時30分
●料金／子ども100円　大人210円
【問合せ】大森地域局大森地域課☎26-4073

平成28年度大森プールの営業について
お知
らせ

　８月１日から通常営業を予定しています｡これに伴い､
浴場リニューアルオープンイベントを実施します。
◎入館料半額【大人の方対象】
●期間／８月１日(月)～７日(日)※現金支払いのみ
◎21周年記念イベント
【飯塚雅幸サックス With 小西光雄ギターの共演】
●日時／８月７日(日)午後１時30分～２時30分※懐かし
の歌謡曲・ポップスなどをお楽しみいただけます
【場所･問合せ】ゆっぷる☎25-3801

『ゆっぷる』通常営業再開のお知らせ
お知
らせ

　熊本地震では住宅の倒壊による被害が大きく報道され
ました。特に、昭和56年以前に建築された建物の耐震診
断・改修が急務とされています。
 地震時の安全確保には、現在お住まいの住宅の耐震性
能を知ることが第一歩です。横手市では木造住宅の耐震
診断の費用へ支援を行っています。お気軽にご相談くだ
さい。
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224

地震に対する住宅の備えは十分ですか？
耐震診断をしましょう！

お知
らせ

　企業との面談及び企業説明の他、各種相談コーナーを
準備しておりますので、就職をご希望の方はぜひご参加
ください。また参加を希望される企業は、市ホームペー
ジ(ページ番号000008465)の『参加申込書』でお申し込み
ください。
●日時／８月24日(水)午後１時30分～３時30分　●場所
／横手セントラルホテル※参加無料　●実施内容／企業
との面接(企業説明のみでもOK)、ハローワーク相談、
職業適性診断、起業創業相談などの各コーナー　●持ち
物／面接をご希望の方は履歴書をご持参ください
【問合せ】市商工観光部商工労働課☎32-2115

横手市就職面接会・企業説明会開催
参加事業所を募集しています

お知
らせ

　厚生労働省では、常用労働者１～４人の事業所を対象
に毎月勤労統計調査特別調査を実施します。調査対象と
なる事業所には、８月から９月にかけて調査員が訪問し
て調査をさせていただきます。ご多忙のこととは存じま
すが、調査へのご理解とご回答をお願いします。
【問合せ】県調査統計課☎018-860-1256

毎月勤労統計調査特別調査を実施します
お知
らせ

　社会保険労務士が､労務や経営などの相談に応じます｡
●期日／①７月24日(日)　②８月７日(日)
●時間／午前９時～午後５時※原則１時間
●会場／Ｙ²ぷらざ３階　●対象／中小企業の事業主等
【問合せ】秋田県最低賃金総合相談支援センター
(秋田県社会保険労務士会内）☎0120-695-783、または
018-865-5335　 akita2＠akita-sr.or.jp

秋田県最低賃金総合相談支援センター
『社会保険労務士無料相談会』

相談

　障がいのある方やそのご家族の、悩みごとや困りごと
の相談に応じます。秘密は厳守されますので、相談員に
相談してみませんか。相談者の希望に応じて相談場所を
決定しますので、必ず事前にご連絡ください。
●日時／７月21日（木）午前10時～午後３時の間
【申込み】横手市自立支援協議会(市健康福祉部社会福祉
課内)☎35-2132　 32-9709

障がい者総合相談会相談

おもフェス・おもしぇす2016
ジャマイカンミュージックフェスティバルPick
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　会場内にはジャマイカンフードの
屋台もあり、音楽とおいしい食べ物
で一日中楽しめます。また、小学生
以下を対象にした『あゆのつかみ取
り』もあります。子どもから大人ま
で楽しめるイベントに、ぜひお越し
ください。
●日時／７月18日(月･祝)
　午前10時30分～午後６時
●場所／雄物川中央公園(小雨決行)
　雨天時は雄物川体育館
【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内)☎22‒2187

2016大雄サマーフェスティバルPick
 up
!!

Pick
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　今年30回目を迎える『2016大雄
サマーフェスティバル』は、会場
を楽天イーグルススタジアム大雄
球場内に移し、内容も盛り沢山に
開催します。
　メインイベントとなる演歌歌手
ショーには、鳥羽一郎さんが登場
します。その他、竿燈や盛岡さん
さ踊りなど東北の夏祭りを先取り
して披露します。
●日時／７月30日(土)午後４時～９時30分
●場所／楽天イーグルススタジアム大雄　球場内
【問合せ】大雄地域局大雄地域課☎52-2111

横手読書会7月例会講座

●日時／７月21日(木)午後２時　●場所／女性センター
●演題／古道　秀衡街道沿いの民話あれこれ　●講師／
昔話の語り手　黒沢精子さん(元栄公民館長)
【問合せ】横手図書館☎32‒2662

手打ちうどん教室講座

　手打ちうどんを作ってみませんか。そばより簡単、ま
ずはうどんから始めましょう。　
●日時／８月３日(水)午前10時～正午　●場所／旭ふれ
あい館　●内容／手打ちうどん作り　●定員／先着８人
●参加費／500円 ●受付開始／７月19日(火)午前９時～
【申込み】旭公民館☎36‒1100

マタニティクラス参加者募集
(２日間受講）

講座

●対象／11月～平成29年１月に出産予定の妊婦さんとそ
のご家族　●期日･内容／①８月５日(金)・いのちの話､
赤ちゃんのむし歯予防､沐浴体験､パパの妊婦体験②８月
12日(金)・赤ちゃんのお世話の仕方､妊娠中の食事など
●時間／午後６時30分～８時30分 ●場所／横手保健セン
ター ●定員／18組※参加無料 ●申込期限／７月28日(木)
【申込み】市健康福祉部健康推進課☎33‒9600

横手市育児講座『ベビーヨガ』講座

●日時／８月５日(金)午前10時15分～11時30分　●場所
／雄物川町コミュニティセンター※参加無料　●対象／
未就園児(生後３か月～２歳程度)とその保護者の方　●
定員／先着20組　●申込期間／７月19日(火)～30日(土)
【申込み】雄物川町子育て支援センター☎080-2801-3302

さかえ館主催
『救急救命講習会(AED初級講習)』

講座

●日時／８月４日(木)午前10時～11時30分 ●定員／15人
【場所･申込み･問合せ】栄公民館☎33‒5320

シニア　脳活教室
～スマートフォン基礎講座～

講座

　スマートフォンの基本的な操作方法や脳トレゲームな
ど、シニア向けのスマートフォン基本講座を開催します。
●日時／８月10日(水)午後１時30分～３時30分
●申込期間／７月15日(金)午前９時～25日(月)午後５時
●参加費／無料　●定員／15人
【場所･申込み】横手中央公民館☎32‒3137

県営住宅の入居者を募集します募集

●募集住宅／吉沢住宅(横手地域･昭和52年築･間取り３
Ｋ･家賃14,400円～) ●募集戸数／２ ●入居条件／公営
住宅法等に定める入居資格を有する方。詳しくは、県ホ
ームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
●申込方法／入居希望者本人と面談を行います。申込書
に必要書類を添付してお申し込みください。
※郵送不可、申込多数の場合は抽選　●入居時期／９月
１日(木)以降　●申込期間／８月１日(月)～10日(水)※
土日を除く　【申込み･問合せ】県仙北地域振興局建設部
建築課☎0187-63-3124

　住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置が義務付け
られています。横手市でも、住宅火災により多くの方が
負傷し、尊い命が失われております。死傷者の発生原因
の大半を占めるのが､『逃げ遅れ』です。住宅用火災警報
器は火災の発生を早期に知らせてくれますので､『逃げ
遅れ』を防ぎ､安全に避難することができます。
　大切な命、財産を火災から守るため、まだ設置されて
いない方は、早めに設置しましょう。
【問合せ】市消防本部予防課☎32-1218

火災から命を守る住宅用火災警報器
お知
らせ

けいほう き

　日本を代表する歌舞伎の立女形
である坂東玉三郎氏の演出により､
伝統的な音楽芸能を現代的な舞台
芸術へ昇華させ、太鼓を中心とし
た多彩な演奏で鼓童の世界にいざ
ないます。
●日時／10月１日(土)
午後５時30分開演
●チケット／全席指定5,000円
(前売･当日同料金)未就学児入場不可
※７月17日(日)から各プレイガイドで発売
●プレイガイド／横手市民会館、かまくら館、カシワヤ
楽器、楽器の店カネキ、金喜書店、チケットぴあ※セブ
ン-イレブン、サークルＫ･サンクスで取扱い
【場所･問合せ】横手市民会館☎32-3136

創立35周年記念
『鼓童　ワン･アース･ツアー2016～螺旋』

催し

　雄物川地域の直売所の農産物と、にかほ
市の直売所『にかほ陣屋』の海産物を互いに販売する、
‶牡蠣まつり"を開催します。今年も旬の象潟産岩牡蠣を
中心に販売。毎年大好評のため売切れ御免となります‼
●ほほえみ直売所(雄川荘内)／７月24日(日)午前10時～
午後２時
●は・は・は祭会場／８月８日(月)午後５時～９時
【問合せ】雄物川地域局雄物川地域課☎22-2187

雄物川町・にかほ市
『海と山との直売所交流事業』

催し

●日時／８月16日(火)～20日(土) ●参加費／14,000円
●内容／野外炊飯、ナイトハイク、川遊び(温泉掘り)、
ピザ作り､キャンプファイヤー､プロジェクトアドベンチ
ャーなど　●対象／小学５年～中学３年生　●申込期限
／７月21日(木）●定員／15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
『アドベンチャー・スピリット』

催し

 〝線香花火長持ち大会〟のほか〝ゆかた姿で抽選会〟や、
縁日・飲食ブースも設けています。ぜひご来場ください。
●期日／７月23日(土)午後５時～９時
●場所／横手川蛇の崎川原※雨天翌日順延
●イベント／残月打ち上げ・みんなで線香
花火・線香花火長持ち大会・大会提供おも
ちゃ花火打ち上げなど
【問合せ】よこての全国線香花火大会実行
委員会((一社)横手市観光協会内)☎33‒7111

ら  せん
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

◎法律相談※事前の予約が必要です
　７月20日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)
　７月22日(金)／ゆうらく館(山内）(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎53-3099(社会福祉協議会)
　７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)
　８月３日(水)／Ｙ2ぷらざ３階(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）
　７月27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）
　７月19日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　７月19日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　７月27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）
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口(8:30～17:15)
　　　　　　　　☎32-6101(市くらしの相談窓口)
　７月28日(木)／大森庁舎(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎26-3274(社会福祉協議会)
　８月５日(金)／十文字町健康福祉センター(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎42-5858(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

市民のうごき

※６月末現在（先月末比)

人口　93,693人   （-39）
男　44,341人   （-6）
女　49,352人  （-33）

世帯　34,483世帯  （-5）

診
療
日

善
意

◎境町公民館へ
　菅谷清康さん
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／フードバンクあきた
◎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／スタジオ美技
　将軍横手店／農事組合法人みずほ／高山利勝さん
　高橋絹子さん
◎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
　川西婦人会
◎居宅支援センター森の家へ　
　歌子会

無料映写会無料映写会 ～南部シルバーエリア～南部シルバーエリア
◆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……７月20･27日､８月１･３日
増田図書館……７月15～19･25日､８月１日
平鹿図書館……７月19･26日､８月１･２日
雄物川図書館…７月20･27日､８月１･３日
大森図書館……７月19･26日､８月１･２日
十文字図書館…７月20･27日､８月１･３日
山内図書室……７月16～18･23･24･30･31日
大雄図書室……７月17･18日
石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし

横手市民会館……………７月19･26日､８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
　…………………………７月19･25日､８月１日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………７月は工事のため休業
※食堂部門は営業､８月１日から通常営業再開予定
ゆとり館…………………７月19･26日､８月２日
えがおの丘………………７月19･25日､８月１日

大森健康温泉…………７月19･20･25日､８月１日
ゆとりおん大雄………７月21日､８月４日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………７月20･27日､８月３日
　西･南部 ……………７月16･17･23･24･30･31日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………７月19･25日､８月１日
南部シルバーエリア…７月19･25日､８月１日
　　　　　　　　　　※プールは営業

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　７月20･27日､８月３日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　７月25日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　７月19･26日､８月２日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　７月21･28日､８月４日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

７月17日(日)「カーズ｣
７月18日(月)「カーズ２」
８月７日(日)「インサイド・ヘッド」
８月14日(日)「バグズ・ライフ」

【116分】
【106分】
【 95分】
【 97分】
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よこいち。

▼10：00～､詳細は市報7月1日号
　15ページ

バドミントンクイーンズサーキッ
ト2016横手大会

▼～18日、詳細は3ページ

第38回猩々まつり

▼17：00～､詳細は市報7月1日号
　15ページ
第13回よこての全国線香花火大会

▼17：00～､詳細は5ページ
ウオーキングデー

▼9：00～､かまくら館前集合

2016大雄サマーフェスティバル

▼16：00～､詳細は5ページ

友引 13先負 14仏滅
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赤口21大安
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友引23先勝

16赤口

友引赤口 2929先勝

仏滅

仏滅25先負

先負
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ホキ美術館展
ｰこれが写実だ!驚きと感動の絵画ｰ 

▼～9月11日､9：30～､秋田県立近
代美術館
仮面ライダー 栄光と絆展 

▼～8月28日､9：30～､増田まんが
美術館

休
日
当
番
医

献
血

市内の空間放射線量
（６月１日～６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

雄物川消防署

測定値

0.04～0.06

第47回大森田楽灯ろうコンクール

▼19：00～､赤レンガ蔵前出発
第26回あやめ杯民謡大会

▼9：00～､詳細は市報7月1日号
　15ページ
おもフェス・おもしぇす2016
ジャマイカンミュージックフェス
ティバル

▼10：30～､詳細は5ページ

寄附件数／98件
寄附額／2,373,000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

6月分
応援ありがとうございます！！

友引 海の日

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)

７月17日(日)
32-5124平鹿総合病院(井田医師・杉医師※1)

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

７月18日(月) 24-1009山﨑医院(平鹿)

７月24日(日)
32-5001市立横手病院(磯部医師)

35-7020渡辺内科循環器科医院(横手)
32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

７月31日(日)
26-2141市立大森病院(渡部医師)

33-6021復古堂医院(横手)
32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

※１…眼科の医師も診察します

横手警察署

７月15日(金)
横手

７月21日(木)
横手

７月24日(日)
十文字

月 日 場 所 受付時間

10:00～11:45

特別養護老人ホーム ビハーラ赤坂 13:30～14:15

横手市役所条里南庁舎 10:00～11:45

特別養護老人ホーム ビハーラ横手 13:30～14:15

15:15～16:15

10:00～11:45
13:00～16:00

㈱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）

東日本高速道路㈱東北支社
横手管理事務所

雄物川町・にかほ市
『海と山との直売所交流事業』

▼10：00～､詳細は4ページ

◎雄川荘臨時休館日　
施設点検等のため臨時休館します
問合せ／雄川荘☎38-6530

◎市税等の納期限です　
固定資産税２期
国民健康保険税１期
介護保険料１期
後期高齢者医療保険料１期
問合せ／市収納課☎32-2518

◎市内プールのオープン予定
【大森公園プール ７月16日(土)～８月24日(水)】※詳細は４ページ
　問合せ／大森プール☎26-2107、または市大森地域課☎26-4073
【大鳥公園プール ７月18日(月)～８月31日(水)】
　時間／8：30～18：00
　問合せ／横手体育館☎33-2105

横手市医師会だより横手市医師会だより 渡部医院　渡部 伸 医師渡部医院　渡部 伸 医師
『専門家に弟子入り!?』『専門家に弟子入り!?』
　職業上、さまざまな場所が痛む患者さんの診療をしています。農繁期に入ると、腰痛
や膝痛の患者さんが非常に多くなりますが、『苗箱を洗う』『マルチを貼る』等の農作業
が、体のどこの負担になるのかが分かりませんでした。10年前、高校時代の友人のもと
に毎週遊びに行って農作業の見学をしているうちに、いつの間にか作業着や地下足袋を
そろえ、耕運機操作から出荷の袋詰めまでいろいろなことを教えてもらいました。どう
して痛くなるのか勉強のつもりが、今では次にできることにワクワクしています。

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

◎下水道加入キャンペーン実施中！
４月１日から９月30日までに、下水道等に接続した方を対象に、改造工事
に対して４万円を助成します。期間限定のお得なキャンペーンですので､
ぜひご利用ください。※詳細は市ホームページをご覧いただくか、市下
水道課までお問い合わせください｡
問合せ／市下水道課☎35-2253　市ＨＰページ番号：000006360

2016実験農場フィールドデー

▼9：00～､詳細は3ページ◎『朝採り野菜がうまいのは？』参加者募集！
朝採りトウモロコシの収穫体験・採れたて試食会の参加者を募集します｡
ぜひご参加ください！※天候等により、変更になる場合があります｡
日時／８月４日(木) 8：30～10：00（定員50人）
申込開始／７月20日(水) 9：00～ ※電話申込みのみ
申込み・問合せ／市実験農場☎52-2532

2727 大安大安

15 大安

3131 先負先負

昆虫展－ありえないデザインと色彩

▼23日～９月22日､詳細は市報7月
1日号15ページ


