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10月22日上演 横手市創作子ども歌舞伎『御存知後三年蛙會戦』出演者のみなさん
ごぞんじごさんねんかえるがっせん

とざい、と～ざい～ご存知!!後三年蛙合戦、みごと演じましてござりまする～

※黒子は大人が務めました

『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

真美会『秋の美術展』
　10月17日(月)まで、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　　　　
　佐々木さん ☎32-4813

ね・ま～れ『十美協作品展』
　10月31日(月)まで、午前10時～午後４
時　※15日・23日は午後１時から、22日・
31日は午後３時まで　　　   ね・ま～れ
(十文字)※火曜休館 ☎42-5320

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』
　10月19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

よこて園芸趣味の会『秋の盆栽展示会』
　10月20日(木)～22日(土)､午前９時～
午後４時 ※最終日は午後２時まで　　
　高齢者センター　　無料
　永沢さん ☎32‒5500

第32回秋田県南地区書道展
　10月22日(土)・23日(日)、午前９時～
午後５時 ※23日は午後３時まで
　Ｙ2ぷらざ　 無料 　関さん ☎33-5743

ハープコンサート
～美しき癒しの調べをあなたへ～
　10月22日(土)午後２時～
　東北聖書バプテスト十文字教会
　無料　　キャサリン・ポーター氏によ
る演奏　　齋藤さん ☎42-3852

秋田県テニス協会主催
『子どものためのテニス教室』
　10月23日(日)午前９時30分～正午
　大鳥公園テニスコート（雨天時はさかえ
館） 対象：小学生 　無料 ※ラケットの貸
し出し有     長井さん ☎090-7301-9815

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　10月23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

十文字スワンコーラス
『道の駅 オータムコンサート2016』
　10月23日(日)午前10時30分～
　道の駅十文字　　秋のメドレーほか
　遠藤さん ☎42-2044

第26回横手マンドリンクラブ定期演奏会
　10月23日(日)午後２時～　
　横手市民会館　　500円　
　ヴィヴァルディ ギター協奏曲 ほか
　皆川さん ☎32-9438

大森町郷土研究会主催
大森町の史跡『鉢位山神社』を探訪しよう!
　10月24日(月)午前9時～11時 ※大森
庁舎集合（雨天決行）　　無料
　佐藤さん ☎26-6356

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～』
　10月26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

書道研究耿禾会『第16回耿墨展』
　10月28日(金)～31日(月)､午前９時30
分～午後５時　※初日は午後１時から、
最終日は午後４時まで　　Ｙ2ぷらざ   
(３階)    無料　　下田さん ☎42‒1215

自然観察指導員雄平会主催
『秋の自然観察会』
　10月29日(土)午前９時～午後０時30
分 ※道の駅さんない集合(小雨決行)
　白木峠　　200円(保険料）
　高橋さん ☎090-5836-5722

秋田県立横手支援学校『学校祭』
　10月29日(土)午前9時15分～午後２時
　ステージ発表、作品展示、作業学習製品
販売など　     横手支援学校 ☎33-4167

髙坂修司望郷書展
　11月３日(木)・４日(金)､午前10時～
午後６時　　Ｙ2ぷらざ(３階)
　無料　　髙坂さん ☎32‒6357

合唱団 四季 定期演奏会
　11月３日(木)午後２時～
　横手市民会館　　フォスター・メロデ
ィ、大地讃頌ほか　※招待演奏：横手南
中学校合唱部　　500円
　小林さん ☎42-0256

よこて農家塾11月例会
　11月４日(金)午前10時～　
　グリーンポート杉沢　　500円(昼食
代)　　注連縄つくり(講師：高橋一郎氏)
　小田嶋さん ☎32-9747

『刈ったススキで小屋をつくろう』
ワークショップ参加者募集
　11月５日(土)午前９時30分～午後３
時30分　　佐藤茅葺店(平鹿町浅舞)
　大人2,000円、小中学生500円（１日券、
昼食代込）    佐藤さん ☎24-0648

第145回 南の館『月例市民将棋大会』
　11月６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

横手フィルハーモニー管弦楽団
第９回定期演奏会
　11月６日(日)午後２時～   
　横手市民会館　　一般2,000円（当日
500円増）、高校生以下1,000円　　ベー
トーヴェン交響曲第九番『合唱付』ほか     
　筑波さん ☎42‒0563

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～】
　11月10日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
　11月20日(日)午後１時～　　800円
〈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

国際ソロプチミスト横手
チャリティーワインパーティ
　11月11日(金)午後６時30分～
　松與会館　　3,500円
　若林さん ☎080-1678-1612

横手市長杯 第11回市民バレー交流会
　11月12日(土)午前９時～午後４時
　横手体育館 　１チーム2,000円(保険料
含む)※申込期限：11月４日(金)   地域生活
支援センターのぞみ 遠藤さん ☎35-5781

第３回はじまりの物語プロジェクト
秋田県創作人合同作品展示会
　11月12日(土)・13日(日)　 Ｙ2ぷらざ
　無料　　秋田県内のクリエイターに
よる合同発表会　　　　　　　　　　
　藤田さん ☎080-3326-1692

第23回横手平鹿合唱祭
　11月13日(日)午後１時30分～
　横手市民会館　 無料　 出演団体：横
手混声合唱団、平鹿町コーラスほか
　柴田さん ☎32-8037
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社会福祉課

『臨時福祉給付金』の申請手続きはお済みですか？
HPページ番号000021266HPページ番号000021266

【問合せ・郵送先】〒013-8601横手市中央町８番２号　　　　　 
　　　　　　　　市健康福祉部社会福祉課(本庁舎内)☎35-2010

子育て支援課

平成29年4月入所の保育所等の利用申込受付を開始します
HPページ番号000011504HPページ番号000011504

【問合せ】市健康福祉部子育て支援課(本庁舎内)☎35-2133

※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

　次の要件を満たす方は『臨時福祉給付金』の対象と
なる場合があります。対象と思われる方には、すで
に申請書を送付していますので、早めの手続きをお
願いします。郵送でも申請できます。

支給対象となる方
① 臨時福祉給付金
　平成28年１月１日に横手市に住民登録・外国人登
録をしている方で、平成28年度分市民税（均等割）が
課税されていない方。ただし、ご自身が非課税でも
扶養している方が課税されている場合や生活保護受
給者などは対象外です。

② 障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援
　 臨時福祉給付金
　『臨時福祉給付金』の対象者で、障害・遺族基礎年
金等、支給要件に該当するいずれかの年金の平成28
年５月分を受給した方。
※先の『高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金』
　を受給した方は、対象外となります｡

◆申請期限／12月21日（水）
◆提出先／社会福祉課または各地域局市民サービス課
※対象と思われるのに申請書が届いていない場合は
　連絡をお願いします。

　平成29年４月入所の認可保育所・認定こども園（保
育部分）・特定地域型保育事業の利用申込の受付を開
始します。
※認定こども園（教育部分）・認可外保育施設の利用
　申込は直接、各施設にお申し込みください。

◆利用申込書等案内の配布・申込受付
　子育て支援課および各地域局市民サービス課で申
込書類等案内の配布と申込受付を行います。入所施
設の決定は先着順ではありません。施設の受入人数
を入所希望者数が上回った場合は『保育の必要性の高

さ』により利用調整を行い、第２希望または第３希望
の施設に入所していただく場合もありますので、施
設の選定にあたっては、施設見学をお勧めします。
申込にあたり、保護者の『保育を必要とする事由』を
証する書類（就労内容証明書等）の添付が必要となり
ます。

◆申込受付期間／10月17日(月)～12月16日(金)
※詳細については、市ホームページまたは配布の案
　内でご確認ください。申込書類等は市のホームペ
　ージからもダウンロードできます。

商工労働課

横手市企業情報サイト『横手JOBナビ』を公開しました！
HPページ番号000021586HPページ番号000021586

【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

　横手市内約2,200社の企業情報等を掲載した企業情
報サイト『横手ＪＯＢナビ』を公開しました。このサイ
トは、これまでなかった市内企業のデータベース機
能を有し、掲載企業自身が求人情報を更新できるこ
となどが特徴です。市外企業とのビジネスマッチン
グやAターン希望者を含む求職者の就職活動支援へつ
ながることが期待されます。
　各種検索は五十音順、業種・職種ごと、またはフ

リーワードで行うことができ、非常に使いやすく見や
すくなっていますので、横手市内の企業情報は当サイ
トをご覧ください。

ホームページ　http://job.yokonavi.net/

横手JOBナビ

子育て支援課

平成28年度 
児童虐待・ＤＶ防止講演会

HPページ番号000021429HPページ番号000021429

【問合せ】市健康福祉部子育て支援課（本庁舎内）
　　　　　　☎35-2133

　横手市では、11月の『児童虐待・ＤＶ防止推進月間』
にあわせ、子育て中の方や児童健全育成にかかわ
る方などを中心に、広く市民の皆さまに児童虐待・
ＤＶ防止に関する知識を深めていただくことを目的
として、講演会を開催します。
◆日時／11月３日（木・祝）
　　　　午後１時30分～３時30分
◆会場／平鹿生涯学習センター１階講堂
◆演題／
　母親ひとりの“孤育て”から、
　　　　　皆で支える“子育ち”へ
◆講師／大日向雅美氏
　　　　ＮＨＫ『すくすく子育て』
　　　　などに出演
◆参加費／無料
　※託児も無料で利用できます。

横手市民会館

宝くじ文化公演
前進座創立85周年記念公演
『たいこどんどん』

HPページ番号000010308HPページ番号000010308

　原作は井上ひさし、作曲いずみたくのメロディ
ーにのせて主人公たちが繰り広げる珍道中は、笑
いと怒りと涙あり、そして現代風刺を織り交ぜた
和製みゅーじかるです。皆さんに元気をお届けで
きる作品となっていますので、たくさんの方々の
ご来館をお待ちしています。
　なお、このイベントは(一財)自治総合センター
の宝くじ社会貢献広報事業の一環として実現した
もので、宝くじの助成により特別料金での提供と
なっています。
◆日時／ 12月10日（土）午後２時30分開演
◆場所／横手市民会館
◆チケット／大人2,000円、高校生以下1,000円 
　※全席自由、当日500円増
◆プレイガイド／
　横手市民会館・かまくら館・
　カシワヤ楽器・金喜書店・
　楽器の店カネキ

平鹿地域課

第16回 平鹿りんご味覚まつり
HPページ番号000021609HPページ番号000021609

　りんごにちなんだイベントやりんご狩り体験、
農産物直売などを行います。りんごの里・平鹿の
魅力あふれる『平鹿りんご味覚まつり』にぜひご来
場ください。
◆日時／11月３日（木・祝）
　　　　午前10時～午後２時30分
◆場所／ときめき交流センター『ゆっぷる』
◆主な内容／
　・醍醐保育園園児に
　　よる太鼓演奏
　・もちまき
　・りんごでゲーム
　・ゴールドクレスト
　　苗木プレゼント
　・りんご狩り体験
　　（１人500円、
　　　先着130人限定）

文化財保護課

金沢柵推定地（金沢城跡）
現地説明会を開催します

HPページ番号000001683HPページ番号000001683

　横手市では、後三年合戦関連遺跡の発掘調査を
行っており、金沢柵推定地のひとつである『金沢城
跡』の発掘調査の成果について現地説明会を開催し
ます。発掘現場は金沢公園西の丸跡地にあります
ので、足元が汚れても良い格好（長靴等）でお越し
ください。
◆日時／ 10月22日（土）午前10時30分～正午
◆場所／金沢公園山頂部駐車場前集合
　　　　※事前の申込みは不要です。

斜面部の調査の様子

【問合せ】市教育総務部文化財保護課(条里南庁舎内)
　　　　  ☎32-2403

【問合せ】平鹿地域局平鹿地域課☎24-1118 【問合せ】横手市民会館☎32-3136
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横手市ファミリー・サポート・
センター講習会

講座

　消防本部より講師を迎え、子どもの事故予防や応急
手当について学びます。
●日時／11月１日(火)午前９時30分～午後０時30分※
受付午前９時15分～　●場所／Ｙ²ぷらざ３階　●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／10月25日(火)
【申込み】市ファミリー･サポート･センター☎35-7211

　米トレーサビリティ法に基づき、①提供する米飯類
の産地情報の伝達、②米穀等取引の記録の作成・保存
が必要になります。①は､『○○県産』や『国内産』
等の産地名をメニューに表示、ＰＯＰ等で店内掲示な
ど、②については､納品書や帳簿等に必要事項（品名･
産地･取引数量･年月日･取引先名･搬出入の場所）を記
載し、原則３年間保存する必要があります。
　取り組みへのご協力をお願いします。詳細は、農林
水産省ホームページをご覧ください。
【問合せ】東北農政局秋田支局☎018-862-5613

米飯類を提供する外食事業者の皆さんへ
お知
らせ

　横手市内の画家、石山亮一氏の絵画を展示します。
この機会にぜひご覧ください。
●期間／11月９日(水)まで
●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『石山亮一絵画展』お知
らせ

　国土交通省では、土地の基本理念および土地対策の
重要性等について国民の関心を高め、その理解を深め
ることを目的に、10月を『土地月間』と定めています。
国土利用計画法では、一定面積を超える土地を売買等
により取引をした場合に、土地の買主から市への届出
が義務付けられています。詳しくは、市ホームページ
(ページ番号000001397)をご覧ください。
【問合せ】市総合政策部経営企画課☎35-2164

10月は『土地月間』ですお知
らせ

第３回糖尿病教室講座

●日時／11月17日(木)午後６時～７時30分
●参加費／1,000円(夕食代) 
●内容／楽しく学ぼう糖尿病すごろく
【場所･申込み】平鹿総合病院☎32‒5253

　県では、皆瀬頭首工ゴム堰の補修工事を実施してい
ます。これに伴い、工事期間中、次の幹線用水路が断
水となりますのでお知らせします。
●断水施設路線／皆瀬１号～７号幹線用水路　●工事
・断水期間／平成29年３月20日まで
【問合せ】県平鹿地域振興局農林部農村整備課
☎32-9509、秋田県雄物川筋土地改良区☎32-2244

皆瀬頭首工補修工事に伴う断水の
お知らせ

お知
らせ

●募集住宅／市報11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／11月１日(火)～11日(金)※土日祝日を除く
【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

●入札期間／11月２日(水)～９日(水)
●開札日時／11月16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

　独立行政法人国際協力機構では､青年海外協力隊･シ
ニア海外ボランティア『体験談･説明会』を開催します｡
●日時／10月22日(土)午後６時30分～８時30分
●場所／湯沢雄勝広域交流センター（参加無料）
※体験談を聞くだけの方や学生の参加も歓迎です
【問合せ】青年海外協力隊秋田県OB会県南支部長　
(沓澤)☎090-7064-6879※予約不要

ＪＩＣＡボランティア募集
お知
らせ

『ちびっこわくわくフェスティバル』
家族であそぼう!たべよう!つくろう!

催し

　就学前の子どもが楽しめる子育てサークルによるコ
ーナーやイベントを用意してお待ちしています。また
数量限定ですが、いものこ汁の無料配布を行いますの
で、おにぎりなどを持って遊びに来てください。
●日時／11月６日(日)午前10時30分～午後１時
●場所／山内公民館※参加無料
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎32-2426

第65回横手市小中学校音楽発表会催し

●日時／10月26日(水)午前10時～午後３時40分
●場所／横手市民会館　●入場料／無料
【問合せ】横手南小学校(本堂)☎32-1051

平成28年度 横手市女性センター・
横手中央公民館まつり

催し

 当館を利用している子どもから大人までの活動成果
を発表します。ぜひお越しください。
●日時／◎石坂洋次郎ミニ写真展：10月24日(月)～11
月５日(土)午前９時～午後９時　◎作品展示：10月29
日(土)～11月５日(土)午前９時～午後９時 ◎オープ
ニングセレモニー、バザー：10月29日(土)午後１時～
◎芸能発表、軽食喫茶、抽選会：11月５日(土)午前10
時～午後３時ごろ
【場所･問合せ】横手市女性センター(横手中央公民館)
☎33-3995（32-3137)

平成28年度コミュニティ助成事業
花咲かせ☆子どもの芸術体験ひろば2016

催し

　(一財）自治総合センターの
『コミュニティ助成事業（青少
年健全育成事業）』を活用し、
『花咲かせ☆子どもの芸術体験
ひろば2016　マジック体験ワー
クショップ＆イリュージョン
～あなたもマジシャン！不思
議な世界でまほう体験～』を開催します。
●日時／10月30日(日)午後１時30分～３時10分※開場
午後１時～　●場所／横手市民会館　●参加費／子ど
も(18才以下):無料、大人:一口1,000円以上の協力金
※青少年健全育成事業は、青少年の健全育成と宝くじ
の社会貢献のため、宝くじの収益を財源として、(一
財)自治総合センターが実施している助成事業です。
【問合せ】横手おやこ劇場☎33-0812※火曜・金曜日の
午前11時～午後３時

参加無料『低栄養予防講演会』講座

●日時／10月21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／講演『健康寿命を
伸ばす食生活の手立て～元気シニアの老化を早める新
型栄養失調～』講師:人間総合科学大学教授･熊谷 修氏
【申込み･問合せ】横手保健所☎32-4006

山内地域文化財保護協会主催
文化講演『山内の歴史と文化財』

講座

　先人が切り開いた歴史を一緒に聞いてみませんか。
●日時／10月22日(土)午前10時～正午
●場所／山内公民館(山内庁舎２階ホール) 
●講師／山内地域文化財保護協会会長･佐々木周一郎氏
【申込み】山内地域課地域協働係☎53-2187

『健康づくり講演会』を開催します講座

　『食の安全』について考える機会にしてみませんか。
どなたでも参加できますので、お誘いあわせのうえ、
お越しください。参加無料、申し込み不要です。
●日時／11月１日(火)午後１時30分～４時　●場所／
浅舞公民館　●内容／支部活動の紹介と報告､講演『食
を見極める－食の安全と価値－』講師:慶應義塾大学
医学部教授・井上 浩義氏
【問合せ】市健康福祉部健康推進課☎35-2185

さかえ館主催講座『そば打ち講習会』
『教えて！助産師さん』

講座

◎そば打ち講習会　●日時／11月９日(水)午前10時～
正午　●定員／８人　●参加費／500円　●内容／境
町そば打ち研究会による新そばを使ったそば打ち講習
◎教えて！助産師さん　●日時／11月15日(火)午前10
時～正午　●定員／10人　●参加費／無料　●内容／
赤ちゃんの栄養とお世話のコツ　●対象／生後６～７
カ月までの赤ちゃんのお母さんやその家族、妊婦さん
≪共通事項≫●申込開始日／10月17日(月)午前９時～
【場所･申込み･問合せ】さかえ館☎33-5320

マタニティクラス参加者募集
(２日間受講)

講座

●期日･内容／①11月11日(金)・いのちの話、沐浴体
験、パパの妊婦体験　②11月18日(金)・赤ちゃんのお
世話の仕方、妊娠中の食事、赤ちゃんのむし歯予防等
●時間／午後６時30分～８時30分　●場所／横手保健
センター※参加無料　●対象／平成29年２～４月に出
産予定の妊婦さんとそのご家族　●定員／18組　●申
込期限／11月３日(木)
【申込み】市健康福祉部健康推進課☎33-9600

『くらしとお金の講座』参加者募集中講座

　秋田県経済と終活ライフプランについての講座です｡
●日時／11月11日(金)午後１時～３時※参加無料
●場所／横手市役所条里南庁舎講堂　●定員／100人
●申込期限／11月８日(火)
【申込み】秋田県金融広報委員会事務局(日本銀行秋田
支店内）☎018-824-7814

南部シルバーエリア『イベント案内』
料理教室・陶芸教室

講座

◎料理教室『簡単ローストポーク・チキン炊き込みご
飯・マヨグラタン・かぼちゃスープ・チーズケーキ』
●日時／11月12日(土)午前10時～ ●参加費／1,000円
(材料費等）●定員／20人　●講師／佐々木幸子氏　
●持ち物／エプロン､三角巾､筆記用具
◎陶芸教室『干支の置物』※１月中旬引渡し
●日時／11月20日(日)午前10時～　●参加費／600円
●定員／10人　●持ち物／エプロン
≪共通事項≫
【場所･申込み】南部シルバーエリア☎26‒3880

デュアルコース『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、再就職を希望される方が対象です。
◎テクニカルオペレーション科（若年者コース）
◎ＲＣ造施工技術科（若年者コース）
●訓練期間／12月８日(木)～平成29年６月30日(金)
●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／11月７日(月)
【場所･問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

いのちの総合相談会相談

　あなたの悩みは、相談で解決できます。相談無料・
秘密厳守いたします。事前予約が必要です。
●日時／10月28日(金)･29日(土)午前10時～午後５時
●場所／Ｙ２ぷらざ３階　　　　
【申込み】ＮＰＯ法人くもの糸☎018‒853‒9759

こころの健康づくり無料相談会相談

　さまざまな悩みに、専門のカウンセラーが相談に応
じます。相談は無料で、秘密は厳守されます。
●期日／10月29日(土)、11月26日(土)、12月17日(土)
●時間／午前10時～午後３時
●場所／南部ハーモニープラザ（秋田県南部男女共同
参画センター）
【問合せ】(一社)日本産業カウンセラー協会東北支部
秋田県運営部☎080-1694-0764

相続税の無料個別相談会相談

　東北税理士会横手支部では､『税を考える週間』の行
事として『相続税の無料個別相談会』を企画しました｡
●日時／11月11日(金)午前10時～午後３時　
●場所／Ｙ２ぷらざ３階※予約不要
●相談内容／①概算相続税額を知りたい
②土地等換金が困難な財産を持っている
③親族への贈与を考えている
④生命保険等で納税資金を準備したい
【問合せ】東北税理士会横手支部☎33‒7093

出会い創出『肉コン！～ボーイ･ミート･
ガール～』参加者募集

催し

　若手農家が地域の発展や交流を真剣
に考え、出会いと交流のきっかけを提
供します。おいしい食事を楽しみなが
ら､素敵な出会いを探してみませんか。
●日時／11月20日(日)午後４時～
●場所／肉バル・サザンハンター
●参加費／男性6,000円･女性2,000円
●参加資格／20歳以上の未婚男性、女性
●募集人数／男女各15人　●申込方法／
右のＱＲコードを読み取りフォームから
応募、またはＪＡ秋田ふるさとのホーム
ページやフェイスブックから応募してく
ださい。 ●申込期限／11月14日(月)　
【問合せ】婚活実行委員会事務局(ＪＡ秋田ふるさと営
農経済部営農企画課内）☎23-6552
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※9月末現在（先月末比)

人口　93,490人   （-71）
男　44,238人  （-43）
女　49,252人  （-28）

世帯　34,468世帯  （-5）

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……10月19･26日､11月１･２日
増田図書館……10月17･24･31日､11月１日
平鹿図書館……10月18･25日､11月１日
雄物川図書館…10月19･26日､11月１･２日
大森図書館……10月17～21･25日､11月１日
十文字図書館…10月19･26日､11月１･２日
山内図書室……10月15･16･22･23･29･30日､
　　　　　　　11月３･５･６日
大雄図書室……10月16日､11月３日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………10月18･25日､11月１･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
　…………………………10月17･24･31日､11月７日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………10月19日
ゆとり館…………………10月18･25日､11月１日
えがおの丘………………10月17･24･31日､11月７日

大森健康温泉…………10月17･24･31日
ゆとりおん大雄………10月20日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………10月19･26日､11月２日
　西･南部 ……………10月15･16･22･23･29･30日､
                    11月５日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………10月17･24･31日
南部シルバーエリア…10月17･24･31日

相
談

診
療
日

善
意

10月16日(日)「モンスターハウス｣
10月23日(日)「千と千尋の神隠し」
11月６日(日)「もののけ姫」
11月13日(日)「ポケットモンスターＸＹ 破壊の繭とディアンシー｣

【 91分】
【124分】
【133分】
【 98分】

10/15
11/5▶▶
2016
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10赤口 11先勝 12友引 14仏滅13先負

休
日
当
番
医

16赤口15大安

23先勝22赤口20仏滅19先負18友引17先勝

30友引29先勝28赤口26仏滅

2 赤口

25先負

5 先負4 友引3 先勝11/131仏滅

増田りんごまつり

▼10:00～､真人公園
よこいち。

▼10:00～､詳細は市報10月1日号
13ページ

ウオーキングデー

▼9:00～､かまくら館前集合
平鹿地域芸術文化祭

▼～23日､浅舞公民館（平鹿生涯学
習センター）
山内地域芸術文化祭

▼～23日､山内体育館

市民スポーツ交流大会
グラウンド・ゴルフ大会

▼8:30～､赤坂総合公園グラウン
ド・ゴルフ場

第28回かまくら館映画劇場

▼9:00～､詳細は市報8月1日号8ペ
ージ
大森地域芸術文化祭

▼～21日､大森コミュニティセンター
十文字地域芸術文化祭

▼～31日､十文字文化センターほか

寄附件数／337件
寄附額／4,657,000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

9月分
応援ありがとうございます！！

日本橋ヨヲコ画業20周年記念展

▼～10月30日､9:30～､増田まんが
美術館
橘小夢とその時代
－幻の画家、ふるさとに咲く

▼～11月27日､9:30～､秋田県立近
代美術館

後三年合戦金沢資料館特別展示
『戎谷南山展』

▼～11月27日､詳細は市報10月1日
号13ページ
横手公園展望台企画
『石山亮一絵画展』

▼～11月9日､詳細は4ページ

刀剣の世界 -力強さと繊細さ-

▼～12月18日､9:00～､雄物川郷土
資料館
異国へのまなざし
-画家たちが描いたもの-

▼13日～1月9日､9:30～､秋田県立
近代美術館

献
血

※１…眼科の医師も診察します

月 日

10月16日(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)
32-5124平鹿総合病院(西成医師・山田医師※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)

10月23日(日)
32-5001市立横手病院(高橋医師)

45-2363桃雲堂高橋医院(増田)
32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

10月30日(日)
26-2141市立大森病院

36-2711胃腸科内科高橋クリニック(横手)

11月３日(木) 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)

10月20日(木)
横手

10月26日(水)
山内･横手

月 日 場 所 受付時間

平鹿総合病院
（原則400ml献血のみ受付）

10:00～11:15
12:30～16:00

平鹿地域振興局庁舎
（原則400ml献血のみ受付）

横手市役所山内庁舎

13:30～16:00

10:00～11:45

体育の日

◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／齋藤果樹園
　日本レコード協会／メルヘンワールド横手店
　秋田たすけあいネットあゆむ／あきた子どもネット
　舞扇徳海さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／将軍横手店
　よこて父ちゃんの楽校／沼の会
◎養護老人ホームひらか荘へ
　平鹿町ボランティア湧水会
◎大森公民館へ
　峠町老人クラブ松竹会
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　銀杏同窓会大森支部／川西保育所／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　大森保育園
◎居宅支援センター森の家へ　
　村山春樹と美健クラブ／川西保育所

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　10月19･26日､11月２日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　10月24日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　10月18･25日､11月１日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　10月20･27日､11月４日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

◎法律相談※事前の予約が必要です
　10月17日(月)／大雄地域福祉センター(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎52-3311(社会福祉協議会)
　10月19日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　10月26日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　10月28日(金)／ゆうらく館(山内）(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎53-3009(社会福祉協議会)
　11月２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／市生活環境課☎35-4099）
　10月26日(水)／条里南庁舎(9：00～12：00／13：00～16：00）
◎行政相談（問合せ／市生活環境課☎35-4099）
　10月17日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　10月18日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　10月20日(木)／八沢木公民館(大森）(9：30～12：00)
　10月28日(金)／市役所本庁舎(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)
　10月27日(木)／大森庁舎(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎26-3274(社会福祉協議会)
　11月４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)

市内の空間放射線量
（９月１日～９月30日測定）

単位：マイクロシーベルト毎時

北朝鮮による核実験の報道後、測定
回数を増やしましたが、秋田県の通
常レベル範囲内(0.022～0.086)です。

測定場所

横手消防署

測定値

0.05～0.07

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
『麻疹（はしか）流行』『麻疹（はしか）流行』
　国内で麻疹の集団発生がみられており、今年の累積患者数はすでに去年の3倍を超えていま
す。麻疹は感染力が強く、同じ空間にいるだけで感染してしまいます。予防方法はワクチン接
種です。保護者の方は、お子様の接種状況を母子手帳でご確認下さい。１期（１歳時）、２期
（年長児）の接種が完了していないお子様は、早めに接種を受けて下さい。20歳～39歳の方々
にも感染者が多くみられていますので、ご自身の接種歴をご確認下さい。接種歴が不明なとき
は医療機関での抗体検査（血液検査）をお勧めします。

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

第56回奥羽駅伝競走大会

▼～30日､由利本荘～横手～北上
雄物川地域芸術文化祭

▼～30日､雄物川コミュニティセン
ター
大雄地域芸術文化祭

▼～11月1日､農業団地センター

第48回よこて菊まつり

▼～11月7日､9:30～､秋田ふるさ
と村

平成28年度コミュニティ助成事業
花咲かせ☆子どもの芸術体験ひろ
ば2016

▼13:00～､詳細は5ページ

福祉健康まつり2016

▼10:00～､詳細は市報10月1日号
21ページ

第16回平鹿りんご味覚まつり

▼10:00～､詳細は3ページ
増田地域芸術文化祭

▼～5日､増田ふれあいプラザ

十文字秋の収穫祭

▼～6日､道の駅十文字
道の駅交流物産展

▼～6日､道の駅十文字

文化の日

◎10月開催『在宅医療・介護普及講座』
17日(月）雄物川保健センター
18日(火）十文字文化センター
24日(月）Ｙ２ぷらざ
26日(水）平鹿町ゆとり館

27日(木）大雄ふれあいホール
31日(月）大森町高齢者等保健
　　　　福祉センター
※開催時間はすべて13:30～

◎おものがわ笑顔の菊まつり
『笑顔の菊まつり実行委員会』が栽
培した鑑賞菊を展示します。
開催期間／11月３日(木）まで
時間／9:00～17:00
場所／民家苑木戸五郎兵衛村
問合せ／雄物川町芸術文化協会☎22-5535

◎健康の丘おおもりまつり
大森病院祭、エリア秋の祭典、健康
まつりを同時開催します。
日時／10月30日(日)9:00～
場所／市立大森病院、保健センター
　　　秋田県南部老人福祉総合エリア
問合せ／市大森地域課☎26-4073

◎市税等の納期限です
市県民税３期
国民健康保険税４期
介護保険料４期
後期高齢者医療保険料４期
問合せ／市収納課☎32-2518

◎行政相談週間特設相談所開設
のお知らせ
17日(月)から23日(日)の行政相談
週間に合わせ、各地域で特設相談所
を開設します。詳細は市報10月1日号
12ページをご覧ください。
問合せ／市生活環境課☎35-4099

24友引 27大安

21大安

大安


