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ね・ま～れ『イベント案内』
【みるわーく写真展】
　９月15日(木)～28日(水)、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
【第11回 内藤昭 洋画個展】
　９月29日(木)～10月14日(金)、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
〈共通事項〉　　ね・ま～れ(十文字)
※火曜休館 ☎42-5320

社会福祉法人慈泉会
『ウッディいのおか』テント祭り開催
　９月17日(土)午前10時～午後２時
　社会福祉法人慈泉会ウッディいの
おか 　模擬店､手話で歌おう､よさこ
い披露など　　有原さん ☎38‒8434

ヨガシャイニングムーン
　９月17日(土)･10月１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

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』
　９月21日(水)午前10時～正午
　サンサン横手　　無料　※電話相談可
　ながのさん ☎080-3272-3233

手作り雑貨マーケット
　９月22日(木)午前10時～午後３時
　大仙市大曲広流センター　 手作り
雑貨マーケット ☎090-7666-6001

龍生派秋田県南部支部 いけばな展
　９月24日(土)・25日(日)、午前10
時～午後６時　　Ｙ2ぷらざ　　無料
　髙橋さん ☎33-5761

第７回秋田ふるさと村
東北将棋フェスティバル
　９月25日(日)午前10時～
　　秋田ふるさと村 ☎33-8800

とっぴんぱらりのプー
第８回『横手語りのまつり』
　９月25日(日)午後１時～   かまく
ら館　　無料 　ふるさとの伝説散歩
～大森と大雄地区を訪ねて～
　菅原さん ☎080-5225-5903      

39歳までの方の就職支援
　　【ハローワーク横手会場】９月27
日(火)･10月11日(火)午前９時～正午､
【雄物川福祉センター会場】９月28日
(水)午前９時30分～正午､【増田地域
局会場】10月11日(火)午前９時30分～
正午   対象：現在無職で、働く意欲
のある方およびそのご家族　※要予約   
　秋田県南若者サポートステーショ
ンよこて(水･日曜休み) ☎23-5101

『ジュニアテニス教室』参加者募集！
　10月１日～29日の毎週土曜日、午
後０時30分～２時(計５回)
　大鳥公園テニスコート(雨天時は横
手体育館または横手市防災センター)
対象：市内小学生　※未経験者～初
心者　　１回300円　講師：ゼビオテ
ニスクラブ 池谷一文氏　申込期限：
９月28日(水)　　ＮＰＯ法人よこて
スポーツクラブ ☎33‒2102

ほろっとキッズ『秋の野山で遊ぼう』
　10月２日(日)午前９時～午後３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500円・保護者600
円（いものこ汁・保険料込み）
申込期限：９月20日(火)
　高橋さん ☎22-4511

第144回 南の館『月例市民将棋大会』
　10月２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～】
　10月６日(木)午後７時～　1,000円
　紅葉、秋桜ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　10月16日(日)午後１時～　　800円
　『横手の子育て応援します！』子育て
サークルおもちゃばこ､『中国の楽器コ
レクションⅡ』ウォ･ジィン･ジュエン  
〈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

あきたエコマイスター『施設見学』
　10月７日(金)午前10時～　※Ｙ2ぷ
らざに午前８時30分までに集合
　100円(会員は無料)　※小雨決行、
昼食持参　 申込期限：９月26日(月)
　さきがけ印刷センター見学、秋田
工業用水道見学(秋田市)
　戸嶋さん ☎080-4515-9558

よこて農家塾10月例会
　10月７日(金)午前10時～　※午前9
時30分にグリーンポート杉沢出発　
　御嶽山山頂　　500円(昼食代)
　記念樹の冬囲い
　小田嶋さん ☎32-9747

横手郷土史研究会主催
古文書・公文書読解入門巡回講座
　　10月９日(日)大森コミュニティ
センター、15日(土)あさくら館、16日
(日)十文字文化センター、23日(日)金
沢公民館　※各日午前10時～正午
題材：『検地・地租改正史料』
講師：高橋務氏　　無料
　高橋さん ☎33-0582

第８回 バレエコンサート
　10月９日(日)午後２時～
　横手市民会館　　無料
　中川原さん ☎090‒1065-2093

料理教室のご案内
　10月16日(日)午前10時～
　南部シルバーエリア　　小鯛のか
ぶら蒸し、抹茶寒天ほか
　1,000円(材料費、参加費)　　エプ
ロン、三角巾、筆記用具　　20人
　南部シルバーエリア ☎26-3880

フランス語・英語レッスン
受講者募集！
　随時(午後１時～８時の間の１～２
時間)　　Ｙ2ぷらざ他　
　１回1,000円
　谷川さん ☎080‒3329-8089
(受付：午後０時30分～)
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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

農業ブランド創造課

横手市６次産業化・特産品開発
支援事業補助金（第2回）募集
横手市６次産業化・特産品開発
支援事業補助金（第2回）募集

　横手市の資源や特色を活用して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／ 10月11日（火）

【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

HPページ番号／000020515HPページ番号／000020515
建　設　課

平成28年度新規除雪作業員を
募集します

平成28年度新規除雪作業員を
募集します

　勤務内容は、各地域局管内の道路の除排雪作業等です。
◆勤務条件／
◎勤務期間／11月15日～平成29年３月14日
　※状況により３月31日まで延長あり
◎勤務日／月曜日～金曜日（祝日を除く）
　※降雪量により休日出勤あり
◎勤務時間／原則として午前８時30分～午後４時30分
　※降雪量により早朝出勤あり
◎賃金／時給1,140円　※休日、早朝出勤は割り増し
◆募集人数／ 15人（増田地域局２人、平鹿地域局１人、
　雄物川地域局２人、大森地域局２人、十文字地域局
　２人、山内地域局３人、大雄地域局３人）
※応募先の地域局で定員を超えた場合、他地域局と調
　整する場合があります。
◆応募要件／ 大型特殊自動車運転免許を保有し、車両
　系建設機械運転技能講習（整地・運搬等）を修了、も
　しくは10月末までに修了見込みの方で、心身ともに
　健康な方
◆応募方法／ ハローワークを通じてお申し込みくださ
　い。９月30日（金）までに、ハローワークの紹介状、
　履歴書、運転免許証の写し、自動車安全運転センタ
　ーが交付する運転記録証明書（３年間）を市建設部建
　設課に提出してください。
◆選考結果／ 10月中に本人に通知します。

【問合せ】市建設部建設課（県平鹿地域振興局内）
　　　　☎32-2406

HPページ番号／000011490HPページ番号／000011490

高齢ふれあい課

高齢者世帯などの冬季の生活を支援します!高齢者世帯などの冬季の生活を支援します!
雪寄せ・雪下ろしを支援します
　建設業者やシルバー人材センター等の協力により対
象となる高齢者世帯等の雪寄せ・雪下ろし作業を支援
し、所得の状況により利用料の一部を助成します。
◆利用申込期間／10月３日（月）～31日（月）
◆対象者／
　自力で雪寄せ・雪下ろしをすることが困難で、家族
や親族、近隣の方などから援助（金銭的援助を含む）を
受けることができない①～③の要件に該当する世帯。
　①65歳以上の高齢者のみの世帯
　②身体障がい者手帳１～２級をお持ちの方がいる世帯
　③配偶者のいない女子と義務教育終了前の児童のみ
　　の世帯
◆申し込み方法／
　申込書を高齢ふれあい課または各地域局市民サービ
ス課へ提出してください。

【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課（本庁舎内）☎35-2134

HPページ番号／000001560HPページ番号／000001560

雪寄せ作業員を募集します
　一人暮らし高齢者などの冬季の生活を支援するため、
雪寄せ作業を行っていただける市民の方を募集します。
◆作業内容／
◎作業期間は12月中旬～２月末頃までですが、降雪状
　況により随時作業していただく場合があります。
◎早朝に市の除雪車が出動した際、道路間口から玄関
　までの雪寄せ作業を行います。作業範囲は事前に現
　地確認を行います。
◎作業報酬は１世帯当たり１シーズン33,000円が基本
　報酬ですが、作業面積や回数による加算があります。
※作業報酬例：近隣４世帯の除雪作業(実働25日程度）
　　　　　　　で15万円
◆応募締切／ 10月31日（月）
※併せて、雪寄せ支援事業、雪下ろし支援事業にご協
　力してくださる事業者の方も募集しています。

国保年金課

10月１日から国民健康保険の被保険者証が
新しくなります

新しい被保険者証をお送りします
　横手市国民健康保険に加入している方に、10月１日
から使用する新しい被保険者証を９月中旬から下旬に
かけて世帯主宛に簡易書留で郵送します（一部窓口交
付になる方には別途お知らせします）。有効期限の切
れた被保険者証の返却は不要です。
※新しい保険証は、一般被保険者証が小豆色、退職被
　保険者証がグリーンになります。

10月１日以降に医療機関を受診する際の注意点
◎新しい被保険者証を窓口に提示してください。
◎70歳以上の方は『国民健康保険高齢受給者証』、福祉
　医療の対象の方は『福祉医療費受給者証』も一緒に提
　示してください。
※後期高齢者医療制度に加入している方の被保険者証
　は、７月に送付しています。

【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　

資格異動の手続きはお早めにお願いします
　社会保険等への加入・脱退に伴い国民健康保険の資
格取得・喪失があった場合は、異動があった日から14
日以内に各地域局市民サービス課（横手地域は国保年
金課）に届出してください。届出には次のものが必要
です。
◎国民健康保険の資格取得
　①社会保険の資格喪失連絡票　②世帯主の印鑑
　③個人番号カードまたは通知カード
◎国民健康保険の資格喪失
　①国民健康保険の被保険者証
　②社会保険の被保険者証　③世帯主の印鑑
　④個人番号カードまたは通知カード
※出生・死亡、転入・転出、転居、世帯主変更などがあっ
　た場合にも届出が必要です。届出は世帯主が行うも
　のとして法律で義務付けられています。

HPページ番号／000016016HPページ番号／000016016

総　務　課

健康推進課

狂犬病予防注射を忘れずに！
　狂犬病予防注射は年１回の接種が法律で義務付けら
れています。今年度まだ接種をしていない犬の飼い主
の方は、必ず接種させてください。予防注射は、お住
まいの地域以外でも受けられますので、直接会場へお
越しください。
　また、会場では、登録手続きも行っています。
※実施会場と時間の詳細については各地域局市民サー
　ビス課（横手地域は健康推進課）にお問い合わせくだ
　さい。また、市のホームページにも掲載しています。

【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､ または各地域局市民サービス課

HPページ番号／000005835HPページ番号／000005835

横　手
増　田
大　森
山　内
平　鹿
雄物川
大　雄
十文字

９月25日（日）
10月  5日（水）
10月11日（火）
10月12日（水）
10月15日（土）
10月16日（日）
10月20日（木）
10月23日（日）

8：45～12：00
9：30～11：45
9：00～11：00
9：10～14：30
8：30～11：00
9：00～11：50
9：30～11：00
9：00～11：10

33-9600
45-5514
26-4030
53-2933
24-0007
22-2157
52-3905
42-5114

地　域 実　施　日 時　間 問合せ

　本庁舎及びかまくら館ボイラー工事(クレーン作業)
に伴い、右図のとおり周辺道路の一部が交通規制(片
側交互通行・車線減少)となります。ご不便をお掛け
しますが、通行の際は交通誘導員等の指示に従ってく
ださいますようお願いします。
◆期間／10月１日(土)～11月２日(水)
　　　　午前８時30分～午後６時
◆規制内容・予定日／
　①車線減少、②駐車場使用不可
　　10月１日(土)、８日(土)
　③片側交互通行
　　10月11日(火)、28日(金)、11月２日(水)
　※上記日時は気象条件等により延期する場合があり
　　ますので予めご了承願います。

◎かまくら館前駐車場が９月25日(日)から11月27日(日)  
　までの終日、『公用車臨時駐車場』となります。ご理
　解とご協力の程、よろしくお願いします。　

本庁舎及びかまくら館ボイラー工事について  

【問合せ】市総務部総務課(本庁舎内)☎35-2161

富士見大通り

市役所本庁舎

かまくら館

富士見
大橋

①

③

公用車
臨時駐車場

②
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　十文字和紙、浅舞絞りの作品を展示します。横手の職
人の技を、この機会にぜひご覧ください。
●期間／９月21日(水)～10月12日(水)
●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『横手の職人展』
お知
らせ

　９月21日から秋の全国交通安全運動が実施されます。
交通ルールを遵守し、子どもと高齢者を交通事故から守
りましょう。
●期間／９月21日(水)～９月30日(金)
●運動の基本／◎子供と高齢者の事故防止
●運動の重点／◎夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車
中の交通事故防止(特に、反射材用品の着用の推進およ
び自転車ライトの点灯の徹底)◎後部座席を含めたすべ
ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着
用の徹底◎若年運転者の交通事故防止◎横断歩行者の交
通事故防止(特に、横断歩道における歩行者優先の徹底)
【問合せ】横手警察署☎32-2250

平成28年度 秋の交通安全運動が
始まります

お知
らせ

　お米の収穫期間中、農家の皆さんが不要と思われるも
みがら、ぬか、稲わらと庭木の剪定枝を無料で受け入れ
ます。これらは、環境省事業『横手バイオコークス製造
所』でＣＯ₂を増やさない環境に優しい新燃料『バイオ
コークス』に生まれ変わります。
●収集日／10月１日(土)～10月７日(金)午前９時～午後
３時　●場所／横手バイオコークス製造所内（横手第二
工業団地）※もみがら等は、乾いた状態でお持ちくださ
い。剪定枝は直径10㌢以下のものをお願いします。廃材
や建築材は受け入れられませんのでご注意ください。
　皆さんのご協力をお待ちしています。
【問合せ】横手市森林組合☎53-2281

平成28年度 第２回横手市市民バイオマス
収集キャンペーン

お知
らせ

　10月１日からＢ型肝炎ワクチンが定期接種となります｡
対象者には、市より予防接種予診票をお送りします。
●対象者／平成28年４月１日以降に生まれた０歳児で、
１歳に至るまでの方※母子感染予防のために、健康保険
によりＢ型肝炎ワクチンの接種を受けたことがある場合
は対象外となります。
●接種回数／３回　●接種費用／無料（全額公費負担）
【問合せ】市健康福祉部健康推進課☎33-9600

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種が
始まります

お知
らせ

　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、ＪＩＣＡ
ボランティア秋募集『体験談＆説明会』を開催します。
　概要説明、体験談発表、応募相談、質疑応答、応募資
料の配布などを行います。地元出身のボランティア経験
者の体験談も聞けますので、お気軽にご参加ください。
●日時／10月16日(日)午前10時～正午　●会場／にぎわ
い交流館ＡＵ(秋田市)※予約不要･入場無料･入退場自由
【問合せ】ＪＩＣＡ東北☎022-223-4772

ＪＩＣＡボランティア2016年度秋募集
お知
らせ

　会場近くの秋田ふるさと村方面へ向かう道路の混雑が
予想されます｡ご理解とご協力をお願いします。
〇秋田ふるさと村周辺：午前９時～11時30分
〇婦気交差点、猪岡交差点付近：午前10時～11時
〇国道107号(平成高校付近):午前11時30分～午後１時30分
〇国道107号(赤坂交差点付近):午前10時30分～午後２時
〇県道117号大雄八柏付近：午前11時～午後０時30分
【問合せ】よこてシティハーフマラソン実行委員会
☎38-8122

10月９日(日)開催『よこてシティハーフ
マラソン』に伴う交通規制について

お知
らせ

　市建設部や各地域課ではパトロールを実施し、道路災
害の防止に努めていますが、市民の皆さんも通勤途中な
どで異常等、お気づきの点がありましたらご連絡くださ
いますようお願いします。
●危険箇所の例／穴があいている、大きな亀裂がある、
路肩が崩れている、ガードレール等が壊れているなど
【連絡先】市建設部建設課☎32-2406､または各地域局地域課

道路の危険箇所の情報提供のお願い
お知
らせ

市観光エキスパート事業
『山内の秋を満喫!さつまいも掘り体験』

催し

　身近な農業を通じ食育やまちのよさを伝えます。
●日時／９月25日(日)午前９時30分～ ●集合場所／道の
駅さんない　●参加費／１グループ(２～４人)1,000円
●内容／さつまいも掘り体験、昼食会(さつまいもご飯､
山内いもの子汁、焼きいも等)、おみやげ付き(さつまい
もの袋詰め放題) ●講師／横手食育道場　高橋健太郎氏
（観光エキスパート）
【申込み･問合せ】市商工観光部観光おもてなし課☎32-2118

ねんりんピック秋田2017
卓球交流大会リハーサル大会開催！

催し

　平成29年９月、60歳以上の方を対象とする健康と福祉
の総合的な祭典､『第30回全国健康福祉祭あきた大会（ね
んりんピック秋田2017)』が開催され、横手市は卓球交流
大会の会場となります。それに先立ち、リハーサル大会
を開催します。皆さんお誘い合わせの上、ご観覧くださ
い。来年度の本大会では、市民一丸となって全国からの
お客様をお迎えしましょう！
●日時／９月25日(日)午前９時～　●会場／横手体育館
●内容／健康相談コーナー、おもてなしコーナーを開設
します！詳しくは、県ホームページをご覧ください。
【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課☎35-2134

『リノベーションによる地域づくり』
勉強会にご参加ください

催し

　空店舗、空家、空き地を持つ不動産オーナー、また街
中で仕事やビジネスを始めたいと考えている若者、子育
て中の女性、元気な退職者の皆さん、必聴です。有休不
動産をどう活用し、どうすればそのエリアが元気になる
のか。リノベーションのチカラで横手の地域づくりをた
くさんの皆さんと考える勉強会です。
●日時／９月28日(水)午後６時～　●場所／旬菜みそ茶
屋くらを ●参加費／500円 ●講師／清水義次氏(建築･
都市･地域再生プロデューサー) ●定員／100人
【問合せ】市商工観光部観光おもてなし課☎32-2118

市内各所を巡る一日観光に参加して
みませんか？

催し

ゆっぷる〝秋の自然散策会〟催し

●日時／10月２日(日)午前８時15分ゆっぷる駐車場集合
●散策コース／花山（宮城県栗原市）周遊と吹上地獄谷
(鬼首) ●参加費／2,000円(昼食代) ●定員／先着40人
【申込み】ゆっぷる☎25-3801

『ワークスタイル研修』にご参加ください催し

　仕事と家庭生活の両立の実現に取り組もうとする企業･
事業所を対象にしたワークスタイル研修を実施します。
この研修に雇用者を派遣した事業主に助成金を交付しま
す。詳細は、市ホームページ（ページ番号000021498）
をご確認ください。
●日時／①10月20日(木)　②11月29日(火)　③12月20日
(火)午後１時30分～４時30分　●会場／①・③市役所条
里南庁舎、②サンサン横手　●講師／①・②工藤賢司氏
(ファザーリング･ジャパン東北代表理事)､③川島高之氏
(ファザーリング･ジャパン理事) ●対象および助成額／
市内に本社または主たる事業所を置く中小企業等が､この
研修に雇用者を派遣した場合、雇用者1人当たり5,000円
を助成します。　●定員／各50人
【提出先･問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2158

市ファミリー･サポート･センター講習会講座

　栄養士を講師に迎え、子どもの食物アレルギーや食事
を与える際の注意点などを学びます。
●日時／９月30日(金)午前９時30分～午後０時30分※受
付９時15分～　●場所／旭ふれあい館　●受講料／無料
(託児あり※要申込み) ●対象／託児援助を行いたい方
●申込期限／９月23日(金）
【申込み】市ファミリー･サポート･センター☎35‒7211

横手市育児講座
『わたしらしく信じる子育て』

講座

　ひとりで頑張らないで…思いがけない気付きやヒント
がきっとあります。
●日時／10月７日(金)午前10時20分～11時30分※受付10
時～ ●場所／山内地域局 ●参加費／無料(託児あり／
要申込み) ●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インストラクター)
●対象／未就園児とその保護者　●定員／20組程度
●申込期限／10月３日(月)
【申込み･問合せ】山内子育て支援センター☎53‒2172

女性のための起業家支援セミナー開催講座

●日時／10月７日(金)午後１時30分～４時30分※受付１
時10分～　●場所／Ｙ２ぷらざ３階　●参加費／無料
●対象／①起業、創業をお考えの市内在住の女性　②市
内ですでに起業されている女性　③新しい働き方を知り
たい市内在住の女性　●内容／・起業、在宅ワーク、転
職など年間200件以上の相談から見えてくる新しい働き
方のヒントについて・自宅にいながらできる働き方の一
つとして、クラウドソーシングについて※申し込み等の
詳細は、市ホームページ(ページ番号000020461)をご覧
ください
【問合せ･申込み】市商工観光部商工労働課☎32‒2115

北上線で行く岩手国体応援団参加者募集募集

●期日／10月８日(土) ●行程／横手駅(午前10時39分)
⇒北上駅⇒総合運動公園⇒昼食・応援⇒北上駅⇒横手駅
(午後６時) ●応援種目／陸上競技成年男子･女子100㍍
準決勝など(席は自由) ●参加料／無料(運賃全額助成)
※昼食は各自 ●対象／市内在住の方 ●定員／40人(抽
選の場合あり) ●申込期限／９月27日(火)午後５時まで
【申込み】市総合政策部経営企画課☎35‒2164

アビリティコース『公共職業訓練』
受講生募集

募集

　ハローワークに求職申し込みをしている方で、新たな
技術を習得し、再就職を希望する方が対象です。
◎金属加工技術科　◎住宅リフォームデザイン科
●訓練期間／11月１日(火)～平成29年４月27日(木)
●時間／午前９時20分～午後３時40分　●定員／各15人
●受講料／無料(テキスト代別) ●募集期限／９月26日(月)
【場所･問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

研修奨励金あり『農業研修生募集』募集

　県農業試験場や果樹試験場、市実験農場等で農業技術
を習得し、就農に活かそうとする研修生を募集します。
●研修期間／平成29年４月～平成31年３月（例外あり）
●応募条件／申請時45歳未満(一部おおむね50歳未満)で
研修終了後確実に就農する方 ●応募期限／10月14日(金)
【問合せ】市農林部農業振興課☎32‒2112

秋田県南地区
『障がい者就職面接会』の開催について

相談

　障がい者の方と企業の担当者が一堂に会し、面接・相
談会を開催します。多くの企業がお待ちしていますので
ぜひご参加ください。
●日時／10月14日(金)午後１時30分～３時30分　●場所
／横手セントラルホテル　●内容／〇求人事業所との面
接 〇就業･生活支援相談 〇精神障がい者カウンセリング
相談　●持ち物／履歴書(写真付き・複数枚・コピー可)
【申込み･問合せ】ハローワーク横手☎32‒1165

横手市増田町『蔵史めぐり』Pick
 up
!!

Pick
 up
!!

ピッ
クア
ップ

ピッ
クア
ップ

●日時／10月２日(日)午前９時～午
後４時　●会場／中七日町通りほか
●見学料／500円※中学生以下無料
●内容／◎内蔵などの歴史的建造物
27棟を一挙公開　◎増田の町並みと
史跡９箇所をたどるスタンプラリー
(先着200人に記念缶バッチ進呈）
◎左官ソムリエ小林隆男氏による黒
漆喰磨きの実演講習と体験会(終日）
【問合せ】増田の町並み案内所
『ほたる』☎23‒6331

浅舞八幡神社祭典Pick
 up
!!

Pick
 up
!!

ピッ
クア
ップ

ピッ
クア
ップ

　豪華な飾りと人形を築山に配した『飾り山車』と、お囃
子に合わせて踊る通称『踊り山車』が、笛や太鼓、摺り鐘
などで奏でるお囃子に合わせて浅舞
町内をにぎやかに練り歩きます。宵
祭りのフィナーレでは、1,000発を超
える花火が秋の夜空を彩ります。
●日時／〇宵祭り９月17日(土)午後
７時～９時30分　
〇本祭り９月18日(日)午前９時頃～
●場所／(宵祭り)平鹿地域局前駐車
場および平鹿町浅舞町内
(本祭り)平鹿町浅舞町内
【問合せ】平鹿地域局平鹿地域課☎24‒1118

　県道横手大森大内線『大上橋』の補修工事のため、次
の日程により全面通行止めを予定しています。
【１回目】10月上旬(４日間) 【２回目】11月上旬(４日間)
　正式な通行止め期間は、橋周辺に設置する看板等によ
り事前にお知らせします。当日は、沼館橋などを迂回路
としてご利用くだ
さい。ご不便をお
かけしますがご協
力の程よろしくお
願いします｡なお、
歩行者・自転車は
通行可能です｡
【問合せ】県平鹿地
域振興局建設部企
画調査課☎45-6168

大上橋の全面通行止めについて
お知
らせ

●日時／９月26日(月)午前８時45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／『後
三年合戦探訪コース』沼柵､大鳥井山遺跡､平安の風わた
る公園､金沢資料館､金沢柵､鎧ヶ崎城址､蛭藻沼など
●参加費／2,000円(昼食､入館料等) ●定員／先着20人
【申込み】(一社)横手市観光協会☎33-7111
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※8月末現在（先月末比)

人口　93,561人  （-105）
男　44,281人  （-53）
女　49,280人  （-52）

世帯　34,473世帯 （-21）

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……９月21･26～30日､10月３･５日
増田図書館……９月20･26日､10月３日
平鹿図書館……９月20･27日､10月３･４日
雄物川図書館…９月21･28日､10月３･５日
大森図書館……９月20･27日､10月３･４日
十文字図書館…９月21･28日､10月３･５日
山内図書室……９月17～19･22･24･25日､
　　　　　　　10月１･２日
大雄図書室……９月18･19･22日

石坂洋次郎文学記念館…10月３日
横手市民会館……………９月20･23･27日､10月４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
　…………………………９月20·26日､10月３日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………９月21日
ゆとり館…………………９月20･27日､10月４日
えがおの丘………………９月20･26日､10月３日

大森健康温泉…………９月20･26日､10月３日
ゆとりおん大雄………９月15日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………９月19･21･22･28日､10月５日
　西･南部 ……………９月17～19·22·24·25日､
                    10月１·２日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………９月20･26日､10月３日
南部シルバーエリア…９月20･26日､10月３日

◎法律相談※事前の予約が必要です
　９月16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)
　９月21日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)
　９月28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)
　９月26日(月)／ゆとり館（平鹿）(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
　10月１日(土)／松與会館(13：00～17：00)
　　　　　　　　☎018-824-0187(秋田県司法書士会)
　　　　　　　　※事前予約は不要
　10月５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）
　９月28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）
　９月20日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　９月20日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　９月28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)
　９月28日(水)／雄物川在宅介護支援センター(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
◎税務相談（問合せ／横手福祉センター☎33-8668）
　９月８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

診
療
日

善
意

◎養護老人ホームひらか荘へ
　傾聴ボランティアあすなろ
◎横手市サンハイムへ
　㈱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
　㈲秋田かまくらミート／ハートアライズ
　㈱サンベンディング横手／よこて父ちゃんの楽校
　㈱ネクスコ・メンテナンス東北横手管理事務所
　ガイア横手店／農事組合法人みずほ／将軍横手店
　明治大学横手同窓会／澁谷文和さん／土田百合子さん
　伊藤ナツ子さん／泉川勝彦さん／柴田康裕さん
　佐藤真一さん／高橋絹子さん
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　大森保育園園児のみなさん／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　扇佳流扇好会
◎居宅支援センター森の家へ　
　大森町民謡同好会

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　９月21･28日､10月５日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　９月26日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　９月20･27日､10月４日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　９月15･23･29日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

９月18日(日)「ミニオンズ｣
９月25日(日)「モンスターズインク」
10月２日(日)「ドラえもん 新･のび太の大魔境
　　　　　　　　　　　　ペコと５人の探検隊」
10月９日(日)「ティンカーベル」

【 91分】
【 92分】
【109分】

【 78分】
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▼9：00～､横手市民会館前集合
第71回市民医学講座

▼14：00～､かまくら館2階ホール
スポーツマスターズ2016秋田大会

▼～26日､グリーンスタジアムよこて､
スタジアム大雄、平鹿･大森野球場

横手市創作子ども歌舞伎
『極付御存知後三年蛙會戦』

▼14：00開場､18：00開演、横手北
小学校体育館

鼓童創立35周年記念
ワン・アース・ツアー『螺旋』

▼17：00～､横手市民会館大ホール
詳細は市報7月15日号5ページ
よこてお城山クラフトフェア

▼～2日､10：00～､横手公園展望台
周辺
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大安 4 赤口 5 先勝市内の空間放射線量
（８月１日～８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

雄物川消防署

測定値

0.05～0.06

平成28年度横手市市制施行
記念表彰式

▼13：30～､かまくら館2階ホール 寄附件数／535件
寄附額／6,975,000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

8月分
応援ありがとうございます！！

15仏滅 16大安

◎10月８日(土)開催　石坂洋次郎没後30年記念事業
石坂洋次郎原作映画上映会

▼10：00～『青い山脈』､15：30～『陽のあたる坂道』､かまくら館２階ホール
『石坂文学に想いを寄せる作品コンクール』表彰式

▼13：00～､かまくら館２階ホール
石坂洋次郎を語る会　 ▼14：00～､かまくら館２階ホール

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
横手公園展望台50周年記念展

▼～9月19日､詳細は市報9月1日号
13ページ

◎市税等の納期限です
固定資産税３期
国民健康保険税３期
介護保険料３期
後期高齢者医療保険料３期
問合せ／市収納課☎32-2518

第30回いものこまつりin鶴ヶ池＆
第28回花火大会

▼10：00～､鶴ヶ池公園ふれあい広場
増田バンドフェス2016

▼16：30～､詳細は市報9月1日号14ページ
よこいち。

▼16：30～､詳細は市報9月1日号14ページ

蔵史めぐり

▼9：00～､詳細は5ページ
第８回グラウンド･ゴルフ交歓大会

▼赤坂総合公園グラウンド・ゴルフ場

ねんりんピック秋田2017
卓球交流大会リハーサル大会

▼9：00～､詳細は4ページ

第２回 横手やきそば杯
小学生ハンドボール交流大会

▼～18日､大森体育館、旧大森中学校
あきたYOSAKOIキッズ祭り

▼キッズプラザイオン横手店ほか
浅舞八幡神社祭典

▼～18日､詳細は5ページ

月山神社祭典

▼8：00～､御神輿渡御
障害者スポーツ交流会

▼9：30～､横手体育館 ◎橘小夢とその時代
　－幻の画家、ふるさとに咲く
期間／9月17日(土)～11月27日(日)
場所／秋田県立近代美術館

◎職場対抗スポーツ大会
日時／9月30日(金)18:00～
場所／横手体育館
種目／スマイルボウリング、ソフ
　　　トバレーボール、卓球

◎秋冬物リサイクル市
開催期間／9月29日(木)～10月2日(日)
時間／10:30～16:00
場所／Ｙ２ぷらざ２階児童センター
リサイクル品受付／～9月27日(火)
服のサイズ／ベビー服～140㌢

敬老の日 秋分の日

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)

９月18日(日)
32-5124平鹿総合病院(松元医師・湯浅医師※1)

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

９月25日(日)
32-5001市立横手病院(齊藤医師)

35-2666こはま泌尿器科クリニック(横手)
32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

10月２日(日)
32-5124平鹿総合病院(福嶋医師)

42-0421高橋医院(十文字)
32-5124平鹿総合病院

９月19日(月)

９月22日(木)

56-6060沢口内科医院(横手)

33-7533和賀胃腸科内科医院(横手)

※１…整形外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 曽根医院　曽根 純之 医師曽根医院　曽根 純之 医師
『農作業事故に注意』『農作業事故に注意』
　農業就業人口がここ40年で800万人から260万人に減少しているにもかかわらず、農作業死亡
事故は年間約400件と横ばいで推移しています。原因の一つは農業人口の高齢化です。また、事
故原因の６割が農業機械での作業中で、そのうち乗用トラクターが最も多かったです。機械の
進歩に人間(特に高齢者)がついていってないのが一番なのでしょうか。診察中に高齢者の方に
｢少しずつ仕事量を減らしては｣と問い掛けますが、多くは｢俺がやらねば誰がやる｣と言われま
す。実りの秋です。機械と自分の能力に注意して、事故なくたくさん収穫してほしいものです｡

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

横手公園展望台企画展
『横手の職人展』

▼～10月12日､詳細は4ページ

スポーツフェスティバル2016
ソフトテニス大会『中学１年の部』

▼大森テニスコート

◎日本橋ヨヲコ画業20周年記念展開催！
開催期間／9月17日(土)～10月30日(日)
場所／増田まんが美術館☎45-5556
◎関連イベント
日本橋ヨヲコ先生による作品解説／9月17日(土)13：30～、15：30～
日本橋ヨヲコ&みずしな孝之トークイベント／9月18日(日)13：30～※要予約

※9月15日から10月5日の期間中、献血の実施はありません

28大安
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