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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

39歳までの方の就職支援
　８月16日(火)･23日(火)･24日(水)､
午前９時～正午 ※23日は午前９時30
分～    大雄地域福祉センター(16日)､
ハローワーク横手(23日)､平鹿ゆとり
館(24日)  対象者：現在無職で、働く
意欲のある方およびその家族  ※要予
約(水･日曜休み)    秋田県南若者サポ
ートステーションよこて ☎23‒5101

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』
　８月17日(水)午前10時～正午
　サンサン横手　　無料
　ながのさん ☎080-3272-3233

『ディンプルアート』夏休み特別体験
教室開催！
　８月19日(金)午前10時～
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　1,000円(材料
費)　　ガラスの塗り絵　※小学生は
保護者同伴
　一戸さん ☎090-9424-2852

ヨガシャイニングムーン
　８月20日(土)・９月17日(土)、午
後５時30分～６時30分
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　1,000円(体験
500円) ※要予約　　ヨガマットまた
はバスタオル、飲み物
　吉岡さん ☎090-5405-7731

ね・ま～れ『イベント案内』
【月と仲間たち『きもので作る作品展』】
　８月21日(日)～９月３日(土)午前
10時～午後４時　※初日は正午から、
最終日は午後２時まで
【つまみ細工風バラのブローチ作り】
　８月21日(日)午後１時～３時
　1,000円(材料費)　　10人　※８月
17日まで申込み
〈共通事項〉　　ね・ま～れ(十文字)
※火曜休館 ☎42-5320

60周年記念写真展『明照保育園HISTORY
～あの頃みんなこどもだった～』
　８月21日(日)午前10時30分～午後
４時(最終来園は午後３時30分)　明
照保育園 ※入場無料 　園内に写真
展示､映像上映､ステージでの催しな
ど　 明照保育園 津村さん ☎32-7388

健康のためのやさしいエアロビック
教室・４回シリーズ
　８月24日･31日･９月７日･14日(水)
午前10時30分～11時30分　
　横手体育館　　2,000円(500円×４
回) 　  運動靴、飲み物、バスタオル
　齊藤さん ☎090-8256-9837

司法書士による『相続登記相談会』
　８月25日(木)・28日(日)午前10時
～午後３時　　大雄地域福祉センタ
ー(25日)、浅舞公民館(28日)　
　無料　※要予約
　司法書士 長島さん ☎38‒8804

第21回 彩の会絵画展
　８月26日(金)～28日(日)、午前９
時～午後５時　※初日は午前11時～
　Ｙ2ぷらざ(３階)
　佐々木さん ☎32‒6164

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　８月28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

第９回 公雅会書展
　９月２日(金)～４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　　無料
　全員による『千字文』千字臨書など
特別出品：(一財)毎日書道会理事  
仲川恭司　　藤原さん ☎32-7024

よこて農家塾９月例会
　９月２日(金)午前10時～　※グリ
ーンポート杉沢出発　　大雄緑花園
　500円(昼食代)　　大雄緑花園鑑賞
　小田嶋さん ☎32-9747

第143回 南の館『月例市民将棋大会』
　９月４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

創流二十五周年記念 舞扇流 舞扇徳海
舞踊発表会
　９月４日(日)正午～　　横手市民
会館　 特別出演：花柳徳次海　　 　
　1,000円　　大村さん ☎32-3832

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～】
　９月８日(木)午後７時～　1,000円
　赤とんぼ､ピクニックほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　９月18日(日)午後１時～　　800円
　『横手縞に魅せられて』田畑晃子氏､
『お気に入りの曲に挑戦しよう！』コ
ミュニティバンド
〈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

鍛冶町こんぴら はらがけ祭り
　９月10日(土)午後６時45分～８時
45分　　鍛冶町通り商店街
　ちびっ子天国、夜店、ステージ
　若林さん ☎33-1010

第44回横手混声合唱団定期演奏会
　９月11日(日)午後２時～
　横手市民会館　　500円
　混声合唱組曲『黙礼』、日本民謡メ
ドレー、四季の唱歌
　柴田さん ☎32-8037

全国大会３連覇 新田昌弘による
『津軽三味線やすらぎコンサート』
　９月16日(金)午後７時30分～
　横手聖書やすらぎ教会　　無料
　斎藤さん ☎23-8643

料理教室のご案内
～簡単フルーツタルト～
　９月18日(日)午前10時～　
　南部シルバーエリア　　　1,000円
(材料費、参加費)　　エプロン、三
角巾、筆記用具　　20人　
講師：相澤節代氏
　南部シルバーエリア ☎26-3880
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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

地域包括支援センター

第１回成年後見定期相談会のお知らせ第１回成年後見定期相談会のお知らせ
　認知症や障がいなどにより、判断能力が低下してい
る方の権利擁護や成年後見制度の利用に関する相談会
を開催します。弁護士、司法書士、社会福祉士が相談
に応じます。秘密は厳守されますので、お気軽にお申
込みください。
◆対象者／横手市民、横手市内の福祉・保健・医療関
係の事業所に勤務されている方
◆日　時／９月14日（水）午後１時30分～３時30分
◆会　場／本庁舎４階会議室
◆相談員／弁護士、社会福祉士
◆定　員／４組　※先着順となります。
◆申込み方法／事前予約制となります。東部地域包括
支援センターにお電話でお申込みください。定員に達
し次第、締め切らせていただきます。

【問合せ・申込み】東部地域包括支援センター
　　　　　　　 (本庁舎内)☎35-2160

議会事務局

議会を傍聴しませんか
市議会９月定例会開催（予定）のお知らせ
議会を傍聴しませんか
市議会９月定例会開催（予定）のお知らせ
　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、団体で傍聴する場合は、事前に議会事務局ま
でご連絡ください。
◆会期／８月29日（月）から９月23日（金）までの26日間
◆日程／８月29日（月）本会議【開会、市長所信説明ほか】
　　　　９月６日（火）本会議【会派代表質問】
　　　　９月７日（水）本会議【一般質問】
　　　　９月８日（木）本会議【一般質問】
　　　　９月９日（金）本会議【一般質問】
　　　　９月23日（金）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時間／午前10時から
　　　　※９月23日は予算特別委員会終了後に開催予定
◆場所／本庁舎６階議場(傍聴席は７階)

【問合せ】市議会事務局(本庁舎内)☎32-2535

HPページ番号／000015533HPページ番号／000015533

契約検査課

平成28年度横手市優良工事表彰平成28年度横手市優良工事表彰
　市が発注し、平成27年度中に完成した300万円以上の
工事138件の中から特に優れた工事14件が選ばれ、請負
業者14社と主導的な役割を果たした技術者14人が７月
22日、かまくら館で表彰されました。『他の模範となる
取り組みがあった工事』で、工事期間中に安全対策や
環境への配慮など市民の負担軽減に努めたり、工事の

【問合せ】市総務部契約検査課（条里北庁舎内）☎35-2169

HPページ番号／000001932HPページ番号／000001932

農業振興課

農業を始めませんか？農業を始めませんか？
　横手市では、職業として農業を始めようとする若い
方を対象に、基本的な農業技術と知識を習得できるよ
う、２年間の研修を実施しています。研修生は面接等
により選考し、来年４月から研修を開始します。

【問合せ】市農林部農業振興課(県平鹿地域振興局内)☎32-2112

生涯学習課

石坂洋次郎没後30年記念事業
洋次郎ゆかりの横手めぐり
石坂洋次郎没後30年記念事業
洋次郎ゆかりの横手めぐり

　没後30年にあたる今年は、洋
次郎の魅力を再認識する絶好の
機会と捉え、さまざまな記念事
業を開催しています。その一つ
として『洋次郎ゆかりの横手めぐ
り』を開催し、教員、作家として
洋次郎が約13年間を過ごした横
手の町を巡ります。

◆開催日時／平成28年10月８日(土)午前９時～11時30分
◆コース／かまくら館 … 洋次郎旧居（現・川俣邸）… 
横手高等女学校（現・城南高校）…お城山（洋次郎の文学

【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／000009048HPページ番号／000009048

目標や目的を明確に定め、結果も良好な工事だったこ
とが評価されました。
　各工事の概要を記載したパンフレットは市のホーム
ページでご覧いただけるほか、契約検査課で配布して
います。また、８月31日までＹ²ぷらざ・かまくら館・
条里南庁舎でパネル展示を行っています。

建　設　課

除雪機械を一般競争入札で売却します
　市で道路除雪等に使用していた除雪機械を『一般競
争入札』により売却します。
◆入札日・開札日／９月１日（木）午前９時～
◆申込方法／所定の入札参加申込書（各地域局地域課、
建設課に備え付け、または市ホームページからダウン
ロード可）に必要書類を添付し、提出してください。
◆申込期間／８月23日（火）～ 29日（月）
　　　　　　午前９時～午後５時
【入札について】
◆入札参加資格／
【個人】横手市に住民基本台帳登録をしている方
【法人】横手市に事業所を有する法人
◆入札に参加できない方／
①成年被後見人②破産者で復権を得ない方③市税に未
納がある方④入札参加申込書の提出がない方⑤未成年
者、被保佐人及び被補助人であり、契約締結のための
同意を得ていない方

【問合せ・提出先】市建設部建設課(県平鹿地域振興局内)☎32-2406

【事前説明会の開催】
入札の前に、事前説明会を開催します。
◆開催日／８月22日（月）

◆時間／午前９時30分～10時30分
◆物件／除雪ドーザ10t級、除雪ドーザ11t級
◆会場／大森除雪機械格納庫前（白山）

◆時間／午後１時30分～２時
◆物件／除雪ロータリ1.3m級
◆会場／大沢第二浄水場
　
◆時間／午後２時30分～３時
◆物件／除雪ロータリ2.2m級
◆会場／山内地域局道路管理センター
※説明会に参加のない場合は、事前の説明事項につい
　て了承しているものとみなします。説明会前後の個
　別対応は行いませんのでご注意ください。

HPページ番号／000001234HPページ番号／000001234

【入札物件】

※横手地域局所管のロータリについて、車検満了日が９月６日のため引渡時には自走不可

（①所管地域局等 ②機械 ･機器名・メーカー ③初度登録年月 ④車検満了日 ⑤型式 ⑥規格）
①横手
②除雪ロータリ
　（新潟）
③Ｓ59.11
④Ｈ28.９.６
⑤ＮＲ421Ｂ
⑥1.3m級

①大森
②除雪ドーザ
　（TCM）
③Ｓ62.10
④Ｈ29.10.７
⑤Ｓ12改
⑥10ｔ級

①大森
②除雪ドーザ
　（TCM）
③Ｈ５.11
④Ｈ29.10.7
⑤Ｓ13改
⑥11ｔ級

①山内
②除雪ロータリ
　（新潟）
③Ｓ60.10
④Ｈ29.11.20
⑤ＮＲ453
⑥2.2m級

碑見学）… 横手中学校（現・横手高校）… 石坂洋次郎文
学記念館 … かまくら館
　※バス２台のうち１台は逆順運行
◆定員／先着50人
◆参加費／100円(石坂洋次郎文学記念館入館料として)
◆申込方法／生涯学習課・石坂洋次郎文学記念館・各
地域局地域課等に備え付けの申込用紙にご記入の上、
お申し込みください。申込用紙は市のホームページか
らもダウンロードできます。
◆申込先／生涯学習課・石坂洋次郎文学記念館
◆申込期間／８月15日(月)～９月15日(木)

　研修生にはＵターン者も多く、就農後は地域農業の
担い手として活躍しています。また、研修中は奨励金
が支給されます。例年９月頃から募集が始まりますの
で、詳細が決まり次第お知らせします。
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第１回　横手市民
スポーツフェスティバル2016

催し

　横手市体育協会10周年記念事業　スポーツで人と町を
元気に!!
●開催期間／９月10日(土)～10月10日(月)
●総合開会式／９月10日(土)午後１時～
●場所／横手体育館　●内容／オリンピック金メダリス
ト荻原健司氏による基調講演等※入場無料
【問合せ】横手市体育協会☎38-8122

　80歳以上(昭和11年３月31日以前に生まれた方)で、自
分の歯を20本以上持っている方を募集し、表彰します。
該当される方はお問い合わせください。
●募集期限／８月26日(金)
【問合せ】横手保健所☎32-4005

いい歯のお年寄り集まれ!
『8020いい歯のお年寄り表彰』参加者募集

お知
らせ

　競技種目は、ハーフ・10㌔・３㌔・２㌔の４種目。参
加対象は小学生以上で､一般レースだけではなく､親子で
一緒に走る種目もありますので奮ってご応募ください。
●大会期日／10月９日(日)　●申込期限／８月31日(水)
【問合せ】よこてシティハーフマラソン実行委員会☎38-8122

『よこてシティハーフマラソン』の
参加者を募集中!!

お知
らせ●募集住宅／市報９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｡ ●申込方法／申込
者と面談を行います。※申込多数の場合は抽選　●申込
期間／９月１日(木)～12日(月)※土日を除く
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224または、各地域
局地域課

市営住宅の入居者を募集します
お知
らせ

　避難完了までに必要となる時間を考慮して、横手川の
氾濫危険水位と避難判断水位を見直しました。
　河川増水時は、テレビやラジオ、秋田県河川砂防情報
システム(http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/)等か
ら情報を収集して､早めの自主避難を心がけてください｡
◎寺村観測所（横手黒川地区）
●氾濫危険水位／4.50㍍（見直し前5.10㍍）
●避難判断水位／4.10㍍（見直し前4.50㍍）
◎朝倉観測所（横手朝倉地区）
●氾濫危険水位／4.10㍍（新設）
●避難判断水位／3.90㍍（新設）
【問合せ】秋田県平鹿地域振興局建設部工務課☎32-6210
または、市総務部危機管理課☎35-2195

横手川の基準水位の見直しについて
お知
らせ

　総務省統計局と秋田県では、10月20日現在で社会生活
基本調査を実施します。
　この調査では、国民の生活時間の使い方やさまざまな
活動状況を調べ、暮らしや社会のための基礎資料として
活用します。９月上旬から調査員が調査をお願いする世
帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回
答をお願いします。
【問合せ】秋田県企画振興部調査統計課
☎018-860-1258

平成28年社会生活基本調査
お知
らせ

●入札期間／９月７日(水)～14日(水)
●開札日時／９月21日(水)午前10時
●物件詳細／横手支部１階閲覧室に備え付けの物件詳細
書等、またはインターネットウェブサイト『ＢＩＴ（不
動産競売物件情報）』でご確認ください。
【問合せ】秋田地方裁判所横手支部☎32-4240

裁判所不動産競売入札公示
お知
らせ

　湯沢河川国道事務所で管理する河川堤防の除草により
発生した刈草は、一般的に焼却施設やリサイクル施設で
処分されますが、家畜用の飼料などとして無償提供し、
有効活用していただくことで、処分コストの低減に取り
組んでいます。
●提供期間／９月上旬～10月中旬(土・日・祝日を除く)
●提供河川／雄物川、玉川、丸子川、横手川、大納川、
皆瀬川、成瀬川
【申込み･問合せ】湯沢河川国道事務所十文字出張所
☎42-0109

河川堤防の刈草を無償提供しています!
お知
らせ

　県産材を使用した新築住宅、ペレットストーブ等の購
入に対して、最大30万円相当（１ポイント１円相当）の
県産品や助成金と交換できるポイントを交付します。　
●対象／４月１日から平成29年１月31日までに、県内で
県産材を使用した新築住宅を建築(完成)または購入、も
しくは新品のペレットストーブ等を購入した方
●申請期限／平成29年２月10日(金)※ただし、予算枠に
達した時点で終了となります。
【問合せ】秋田県林業木材産業課☎018-860-1915

ウッドファーストあきた
木材利用ポイント事業

お知
らせ

スローエアロビクス教室参加者募集！講座

●開催日／９月～11月は第２･４金曜日、12月のみ第２･
３金曜日の計８回　●時間／午前10時～11時　●場所／
栄公民館 ●参加料／1,500円程度(８回分) ●定員／10人
【申込み・問合せ】さかえ館☎33‒5320

平成28年度女性チャレンジ支援セミナー
ワタシの魅力を引き出す講座

講座

　久しぶりの仕事。私は周りにどう映ってる？仕事や面
接のときの服装って？普段の洋服選びにも役立つ好感度
アップのコツを伝授！アナタの肌・表情を輝かせるカラ
ーを見つけるプチワーク付き。
●日時／９月３日(土)午後１時30分～３時30分
●講師／小番理公子氏　●対象／職場復帰・再就職を目
指す女性　●定員／20人(要申込)　●参加費／無料※無
料託児あります(先着５人･７日前まで要申込）
【場所･申込み･問合せ】秋田県南部男女共同参画センター
☎33‒7018　 33‒7038

●日時／８月31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／『没後30年石坂洋次郎横手の足跡コース』石
坂洋次郎文学記念館、ゆかりの家、碑など
●参加費／300円（資料代、入館料)　●定員／先着20人
【申込み】(一社)横手市観光協会☎33-7111※土･日も可

市内各所を巡る半日観光に
参加してみませんか？

催し

　９月の救急医療週間にちなみ、救急医療と救急業務に
対する市民の正しい理解と認識を深め、応急手当の知識
と技術の普及を図るため開催します。
●日時／９月３日(土)正午～午後３時40分　●場所／秋
田ふるさと村　●内容／心肺蘇生応急手当体験、平鹿総
合病院　脳神経外科医師による講話、横手市消防職員に
よる応急手当普及啓発寸劇、保育園児による演技
【問合せ】市健康福祉部健康推進課☎33-9600

救急フェア・救急のつどい2016ｉｎ横手催し

　忘れずに最寄りの金融機関で期限内に納めましょう。
口座振替の方は、預金残高をご確認願います。
　公共料金の支払いと同じように、個人事業税も口座振
替にしませんか。金融機関へお出かけになる手間が省け
て、安全、確実です。
【問合せ】秋田県総合県税事務所収納管理課
☎018-860-3331

県税からのお知らせ『個人事業税（１期）
の納期限は８月31日(水)です』

お知
らせ第２回糖尿病教室講座

●日時／９月15日(木)午前11時30分～午後１時30分
●参加費／600円(昼食代) 
●内容／糖尿病と上手につきあうコツ
【場所･申込み】平鹿総合病院(糖尿病サポート委員会)
☎32‒5253

女性センター主催講座『癒しのヨガ』講座

　夏の疲れを癒し、冬へ向けて心身のバランスを整えま
しょう。
●日時／９月14日(水)･21日(水)午後７時～９時
●受講料／無料　●講師／伊藤江美子氏
●対象／一般男女（ご夫婦での参加も可能です)
●定員／30人（応募者多数の場合は抽選）
●託児／あり（要事前申込)
●申込期限／９月１日(木)午後５時（平日のみ）
【場所･申込み】市女性センター☎33‒3995

９月開催予定の
スキルアップセミナーのご案内

講座

◎ワード活用講習
●期日／９月７日(水)･８日(木)　
◎第一種電気工事士筆記試験準備講習
●期日／９月７日(水)～９日(金)
◎パワーポイントプレゼン資料作成講習
●期日／９月27日(火)･28日(水)
《共通事項》
●時間／午前９時～午後４時
●受講料／無料（テキスト代は別途）
●受講資格／現在お勤めしている方　●定員／10人
【場所･申込み･問合せ】大曲技術専門校☎0187‒62‒6321

甲種防火管理講習講座

◎新規講習
●期日／10月６日(木)･７日(金)
●講料（テキスト代等）／4,500円
◎再講習
●期日／10月６日(木)
●講料（テキスト代等）／2,500円
《共通事項》
●場所／浅舞公民館（平鹿生涯学習センター）
●申込期限／９月７日(水)
※申込書の配布のみ各分署でも行っています。
【申込み･問合せ】市消防本部予防課☎32‒1218

女性センター主催講座
『秋を楽しむ料理教室』

講座

　家庭でできるプロの技を学びます。
●日時／10月15日(土)午前10時～午後１時
●受講料／3,500円
●講師／『デリカテッセン＆カフェテリア紅玉』高橋紅氏
●対象／一般男女　●託児／あり（要事前申込）
●定員／16人（応募者多数の場合は抽選)
●申込期限／９月30日(金)午後５時（平日のみ）
【場所･申込み･問合せ】市女性センター☎33‒3995

『あきたサイエンスクラブ科学講座』
受講者募集

講座

　Flash（フラッシュ）の基本的な操作方法とFlashソフト
を利用し、簡単なアニメ・ゲーム（魅せて遊べるゲーム）
を制作します。
●日時／ 10月29日(土)、11月５日（月）午後１時～５時
●会場／秋田公立美術大学　●対象／中高生
●募集人員／各回10人　●申込締切／９月23日（金）
【申込み･問合せ】秋田県学術振興課（あきたサイエンス
クラブ事務局）☎018‒860‒1223　 018‒860‒1225
　science-club@mail2.pref.akita.jp

旭公民館主催講座
『地産地消料理教室』

講座

　横手の旬の野菜や果物を使ったさまざまなジャンルの
料理を学びます。メインの食材は茄子です。
●日時／９月８日(木)午前10時～正午
●場所／旭ふれあい館　●参加費／1,000円
●内容／多国籍料理　●定員／先着15人
●受付開始／８月17日(水)午前９時～
【申込み･問合せ】旭公民館☎36‒1100

　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／９月10日(土)
●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

　聴覚に障がいのある方で、身体障害者手帳や補聴器の
交付申請を検討中の方が対象です。
●日時／９月12日(月)午前９時30分～11時30分
※診察は10時～正午　●会場／Ｙ²ぷらざ３階研修室
●定員／15人程度
【問合せ】市健康福祉部社会福祉課☎35-2132   32-9709

聴覚に障がいのある方の相談会を
開催します

相談

秋田県果樹試験場参観デー開催催し

　今年も参観デーを開催いたします。多数のご来場をお
待ちしております。入場無料。
●日時／９月３日(土)午前９時～午後３時
●場所／秋田県果樹試験場（平鹿町醍醐字街道下65） 
●内容／研究成果発表会、試験圃場の公開、くだもの試
食、ブルーベリー苗木プレゼント(先着300人)、リンゴ
もぎ取り体験、クイズラリー他
【問合せ】秋田県果樹試験場総務企画室☎25-4224
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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
　８月17日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)
　８月24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26日(金)／雄物川在宅介護支援センター(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
◎人権相談（問合せ／市くらしの相談係☎35-4099）
　８月24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）
　８月15日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　８月16日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　８月18日(木)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00)
　８月26日(金)／本庁舎(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)
　８月16日(火)／大雄地域福祉センター(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎52-3311(社会福祉協議会)
　８月24日(水)／ゆとり館（平鹿）(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
◎税務相談（問合せ／横手福祉センター☎33-8668）
　８月18日(木)／Ｙ2ぷらざ３階相談室(9：30～12：00)
◎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

※7月末現在（先月末比)

人口　93,666人   （-27）
男　44,334人   （-7）
女　49,332人  （-20）

世帯　34,494世帯  （11）

診
療
日

善
意

◎横手市へ
　国際ソロプチミスト横手
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／ビイギャル横手店
　横手飲食愛球会／高橋絹子さん／秋田ふるさと村
　秋北道路サービス㈱
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　歌子会／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　大森小学校４年生
◎居宅支援センター森の家へ　
　大森小学校３年生

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……８月17･24･31日､９月１日
増田図書館……８月15･22･29日､９月１･５日
平鹿図書館……８月16･23･30日､９月１日
雄物川図書館…８月17･24･31日､９月１日
大森図書館……８月16･23･30日､９月１日
十文字図書館…８月17･24･31日､９月１日
山内図書室……８月20･21･27･28日､
　　　　　　　９月３･４日
大雄図書室……８月11･21日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………８月16･23･30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
　…………………………８月15·22·29日､９月５日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………休館予定なし
ゆとり館…………………８月16･23･30日
えがおの丘………………８月22･29日､９月５日

大森健康温泉…………８月15･22･29日､９月５日
ゆとりおん大雄………８月18日､９月１日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………８月17･24･31日
　西･南部 ……………８月20·21·27·28日､９月３·４日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………８月15･22･29日､９月５日
南部シルバーエリア…８月15･22･29日､９月５日
　※夏休み期間中(～8月24日)プールは毎日営業

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　８月24･31日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　８月22日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　８月23･30日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　８月18･25日､９月１日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

８月21日(日)「ファインディング・ニモ｣
８月28日(日)「怪盗グルーの月泥棒」
９月４日(日)「名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート･アイ)」
９月11日(日)「ブレイブストーリー」

【100分】
【 95分】
【110分】
【 85分】
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YOKOTE 音 FESTIVAL

▼10：00～､詳細は市報8月1日号
　7ページ
秋田ノーザンハピネッツプレシー
ズンゲーム(VS山形ワイヴァンズ)

▼14：00～､詳細は市報8月1日号
　9ページ

ウオーキングデー

▼9：00～､かまくら館前集合
横手公園展望台50周年記念展

▼～9月19日､9：00～横手公園展望
台

たいゆう緑花園パノラマフェスタ

▼10：00～､たいゆう緑花園
十文字まるごとマルシェ

▼～11日、スーパーモールラッキー

雄物川スタルヒン杯550歳野球大会

▼～5日、8：00～､中島グラウンド
ほか
横手やきそば四天王決定戦2016

▼～4日､10：00～､秋田ふるさと村
救急フェア・救急のつどい2016

▼12：00～､詳細は4ページ
秋田CARAVAN MUSIC FES 2016

▼～4日､10：00～､グリーンスタジ
アムよこて
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赤口

先勝

友引27先勝

20赤口

仏滅22 先負

仏滅

仏滅29先負

先負

9/1友引

赤口

31大安

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

昆虫展－ありえないデザインと色彩

▼～9月22日､9：00～､雄物川郷土
資料館

市内の空間放射線量
（７月１日～７月31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

十文字消防署

測定値

0.05～0.06

深間内神楽

▼20：00～､平鹿町深間内伊多子神
社

寄附件数／262件
寄附額／3,881,000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

7月分
応援ありがとうございます！！

友引

17161615 18仏滅先負友引先勝

仁井田番楽

▼19：00～､十文字仁井田新山神社､
仁井田コミュニティセンター

◎きてたんシェ ひらかまつり
保育園児による歌の発表会や鍋倉囃子演奏、バスケットボールアトラク
ションや大抽選会など、今年も盛りだくさんの内容で開催します。
日時／９月３日(土) 14：00～20：30頃
場所／浅舞公民館駐車場（雨天時は浅舞公民館）
問合せ／きてたんシェひらかまつり実行委員会☎24-1360

◎第２回 横手やきそば杯
小学生ハンドボール交流大会
期間／9月17日(土)・18日(日) 
場所／大森体育館、旧大森中学校
体育館
問合せ／市スポーツ振興課☎35-2173

今泉祇園囃子

▼9：00～、十文字睦合川前永泉寺
平成28年度横手市成人式

▼11：00～、詳細は市報7月15日号
　3ページ
市民盆踊り・屋形舟鑑賞会

▼19：00～､本庁舎前おまつり広場
増田盆おどり

▼19：00～､中七日町通り

屋形舟繰り出し

▼18：30～､蛇の崎川原・蛇の崎橋
全日本元祖たらいこぎ選手権

▼9：00～､真人公園

横手市医師会だより横手市医師会だより 井田内科胃腸科医院　井田 隆夫 医師井田内科胃腸科医院　井田 隆夫 医師
『ツツガ虫病』『ツツガ虫病』
　新緑と晩秋の頃に多く発症する『ツツガ虫病』は、夏の花火大会の時期にも発症することがあ
り注意が必要です。『ツツガ虫病』は病原体（リケッチア）を有するダニの一種ツツガムシに刺
されて発症します。主な症状は①38℃以上の発熱②赤褐色の発疹③刺し口が約１㌢のカサブタ
で脇の下や陰部等が多い。早期に治療をすれば軽症で治癒しますが、治療が遅れると死に至る
こともあります。治療は特効薬ミノサイクリンを使用します。河川敷に出かけるときには長袖
長ズボンを着用し、帰宅後すぐに衣類を脱ぎ入浴すること。花火大会、お気を付け下さい。

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

献
血８月15日(月)

横手

８月25日(木)
雄物川

８月26日(金)
横手

月 日 場 所 受付時間

横手市役所雄物川庁舎 11:30～12:30

西東北日野自動車㈱横手支店 10:00～10:30

秋田いすゞ自動車㈱横手営業所 12:15～12:45

10:00～10:45
ＪＡ秋田ふるさと本店営農経済部
（雄物川営農センター）

イオンリテール㈱イオン横手店
（原則400ml献血のみ受付）

10:00～11:45
13:00～16:00

休
日
当
番
医

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)

８月21日(日)
32-5124平鹿総合病院(鈴木医師・高橋医師※1)

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

９月４日(日) 32-5124平鹿総合病院(塚本医師)

８月28日(日)
32-5001市立横手病院(熊谷医師)

35-5005しおたこどもクリニック(横手)

32-5124平鹿総合病院

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

※１…耳鼻科の医師も診察します

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

八木番楽

▼～9日､19：30～､増田町八木神社

◎『石坂文学に想いを寄せる作品
コンクール』作品募集中！
募集作品／読書感想文･エッセー･
挿絵の３部門
応募締切／８月31日(水)
問合せ／横手図書館☎32-2662

19 大安

6 先勝6 先勝

25 大安

4 大安

今回のイベントカレンダーの写真
は、インターンシップで訪れた小
田長啓裕さん（左･横手清陵学院高
校）と向川正紘さん（右･湯沢高校)
が撮影してくれました！


