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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

ね・ま～れ『イベント案内』
【さとう工房 植物画教室作品展】
　11月26日(土)まで、午前10時～午後４
時 ※最終日は午後３時まで
【紙・カミ・かみ遊び ３人展】
　11月27日(日)～12月１日(木)、午前10
時～午後４時 ※初日は午後１時から、
最終日は午後２時まで　
〈共通事項〉　　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』
　11月16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

中国文墨画体験講座
　11月16日・12月７日･21日(水)､午後１
時30分～３時　　Ｙ2ぷらざ(３階)
　書道道具一式、小皿２枚　　1,000円
　赤川さん ☎080-2483-0592

ヨガシャイニングムーン
　11月19日･12月10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

横手吹奏楽団『第44回定期演奏会』
　11月20日(日)午後２時～
　横手市民会館　　500円（当日600円）
※小学生以下無料　　
　波の見える風景『改訂新版』ほか　
　堀川さん ☎090-9635-3695

リンパケア体験会
　11月21日(月)・26日(土)・12月２日（金）・
13日（火）、午前10時30分～正午、午後１時
～２時30分 ※12月２日・13日は午前のみ
　さかえ館　　500円 ※要予約　
　中村さん ☎090-5595-0800

第１回『大雄壽墨の会』水墨画展
　11月26日(土)～12月20日(火)、午前９
時30分～午後５時　　秋田ふるさと村
（１階工芸展示館）　　無料
　菊地さん ☎52-2272

子どもゆめ基金助成活動
『よこて発酵を知る理科実験教室』
　11月27日(日)午前９時30分～午後１
時30分　 『旬菜みそ茶屋くらを』(増田
字中町64）　　1,000円　　甘酒づくり・
納豆ネバネバ実験・チョコレートづくり・
発酵ランチ　　先着30人（小学４年生～
高校生）※要申込
　高沖さん ☎080-6641-0201

あきたエコマイスター
『地球温暖化に関する講演会』
　11月26日(土)午後１時～２時30分
　仙北ふれあい文化センター　講師：草彅
正敏氏　　無料 ※申込期限は11月24日(木)
　戸嶋さん ☎080-4515-9558

とっぴんぱらりのプー
第159回『昔語りの会』
　11月26日(土)午後１時30分～　
　こうじ庵(鍛冶町)　　無料
　菅原さん ☎080-5225-5903

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　11月27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

よこて農家塾12月例会
　12月３日(土)午前10時～　グリーン
ポート杉沢　 もちつきと卓話（自然エ
ネルギーについて） ※講師：高松和夫氏
　小田嶋さん ☎32-9747

第10回マンドリン＆ギターデュオ
コンサート『響き Ｓｐｅｃｉａｌ』
　12月３日(土)午後２時～　
　かまくら館　ゲスト：堀雅貴氏（マン
ドリニスト）　　3,000円（当日3,500円）
　荻田さん ☎32-9438

第146回 南の館『月例市民将棋大会』
　12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

第６回増田山岳会写真展『山に魅せられて』
　12月６日(火)～11日(日)､午前９時～
午後５時 ※最終日は午後４時まで
　増田ふれあいプラザ　　無料
　山中さん ☎090-2369-1134

『武術太極拳教室』に参加してみませんか
　12月７日・14日・21日(水)､午後７時30
分～９時　　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

煉瓦屋『イベント案内』
【思いっきり歌声喫茶】
　12月８日(木)午後７時～　　1,000円
（飲み物・洋菓子付）　
　恋人よ、風ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　12月18日(日)午後１時～　　3,500円
（バイキング料理、飲み物付）※12月13日
(火)まで要申込　　『歌謡曲 熱唱ライ
ブ』小山昭真氏　　〈共通事項〉　煉瓦屋
(寿町)　　ＮＰＯヒューマニティコミ
ュニケーション ☎33-2811

年賀状講習会 in 平成高校
　12月10日(土)午前９時～　平成高校
　無料  　生徒が年賀状作成をお手伝い
　USBメモリ、年賀状　　40人
　平成高校　宮川教諭 ☎24-1195

料理教室のご案内～正月料理～
　12月10日(土)午前10時～
　南部シルバーエリア　　鯉の甘煮、大
根の肉巻きほか　　1,000円(材料費、参
加費)　　エプロン、三角巾、筆記用具　
　20人　講師：遠藤光智子氏
　南部シルバーエリア ☎26-3880

第12回 いのちを愛おしむ朗読コンサート
　12月10日(土)午後１時30分～
　横手セントラルホテル（チャペル）　
　500円(学生以下無料)　フルート演奏：
菅原寿恵氏　　朗読：グループ木もれび
　柴田さん ☎090‒9034-8912

ソフトテニス・キッズアカデミー
　12月11日(日)午前10時～正午(５～８歳
対象）、午後１時30分～午後３時30分(８～10
歳対象）　　横手北中学校　対象：初心者、
未経験者　　東海林さん ☎080‒3143-4988

日本語教師ボランティア募集
～外国人に日本語を教えてみませんか～
　毎週火曜日、午後５時～９時(都合つ
く時間)※見学自由 　Ｙ2ぷらざ 　無料
　筆記用具　　新田さん ☎23-5337

太極拳体験教室
～心身リラックスして健康に～
　11・12月の毎週木曜日、午後１時30分
～３時　　大森コミュニティセンター(第
３週は南部シルバーエリア)　　無料
　内ばき　　瀬川さん ☎090‒7667-6701

バレエ教室生徒募集～大雄教室開講～
　毎週金曜日、午後５時～　　大雄交流
研修館　　中川原さん ☎090‒1065-2093

※１月は合併号となり、15日号の発行がないため、『みでたんしぇ』のコーナーは１月1日号掲載となります。
　掲載を希望する場合は12月５日まで内容がわかるものを秘書広報課までお寄せください。
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　雄物川郷土資料館特別展『刀剣の世界～力
強さと繊細さ～』のイベントとして10月23日
に行われた抜刀演武。凛とした雰囲気の中、
『にかほ剣の会』による迫力ある抜刀術が披
露され、多くの観客は刀剣の力強さに魅了さ
れている様子でした。特別展は12月18日まで
開催されています。

力強く 美しく力強く 美しく



2016イルミネーション点灯式限定スタンプラリーを開催します 法務局　人権・困りごと特設相談所開設（無料） HPページ番号000012180HPページ番号000012180

※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

大雄イルミネーション
◆場所／ゆとりおん大雄前
◆点灯式日時／ 11月26日（土）午後５時～
　　　　　　　（スタンプは午後６時30分まで）
◆点灯期間／ 11月26日（土）～ 12月25日（日）
　午後５時～ 11時（12月24日は翌２時まで）
【問合せ】大雄地域局大雄地域課☎52-2111

おものがわイルミネーション
◆場所／雄物川地域局前
◆点灯式日時／ 12月10日（土）午後４時30分～
　　　　　　　（スタンプは午後５時45分まで）
◆点灯期間／ 12月10日（土）～１月９日（月・祝）
　午後５時～ 11時（12月24日・31日は翌２時まで）
【問合せ】雄物川地域局雄物川地域課☎22-2111

おおもりケヤキ並木イルミネーション
◆場所／大森地域局前
◆点灯式日時／ 12月３日（土）午後５時～
　　　　　　　（スタンプは午後６時30分まで）
◆点灯期間／ 12月３日（土）～１月９日（月・祝）
　午後５時～ 11時（12月24日・31日は翌２時まで）
【問合せ】大森地域局大森地域課☎26-2116

第29回槻の木光のファンタジー
◆場所／平鹿地域局そば
◆点灯式日時／ 12月17日（土）午後５時～
　　　　　　　（スタンプは午後７時まで）
　※点灯カウントダウンは午後６時ごろの予定です
◆点灯期間／ 12月17日（土）～１月15日（日）
　午後５時～午前０時（12月24日・31日は翌２時まで）
【問合せ】平鹿地域局平鹿地域課☎24-1118

　大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では、国連で『世界人権宣言』が採択された12月10日にち
なんだ人権週間に、特設相談所を開設します。夫婦関係や近隣とのトラブルなど、さまざまな困りごとを受け
付けますので、この機会にご相談ください。

スポーツ振興課

『バドミントン S／J リーグ 2016 横手大会』を開催します
HPページ番号000021680HPページ番号000021680

【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

　北都銀行ほか国内最高峰のチームが横手で激突！
　1979年の第１回大会から37年間にわたって開催さ
れたバドミントン日本リーグ。2016年からは、『日本
リーグ1部』の名称が『バドミントン Ｓ／Ｊ リーグ』
となり、新しいスタートを切りました。 日本トップレ
ベルの試合をぜひご覧ください。

議会事務局

議会を傍聴しませんか
市議会12月定例会開催（予定）の

お知らせ

HPページ番号000015533HPページ番号000015533

【問合せ】市議会事務局(本庁舎内)☎32-2535

　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／
　11月28日（月）から12月14日（水）までの17日間
◆日　程／
　11月28日（月）本会議【開会、市長所信説明ほか】
　12月５日（月）本会議【一般質問】
　12月６日（火）本会議【一般質問】
　12月７日（水）本会議【一般質問】
　12月14日（水）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時　間／午前10時から
　　　　　※12月14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階になります）

国保年金課

納めた国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象になります!

HPページ番号000004593HPページ番号000004593

◆期日／ 12月18日（日）
◆会場／横手体育館
◆対戦カード／
　男子の部（10時30分～）
　金沢学院クラブ
　　vs 三菱自動車京都
　女子の部（13時00分～）
　北都銀行 vs ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ

　大雄・大森・雄物川・平鹿の４地域のイル
ミネーション点灯式でスタンプラリーを開
催。スタンプを２個以上集めた方に、抽選で
各地域の特産品をプレゼントします。

スタンプラリーの応募方法
　◆応募期間／ 12月３日（土）～ 22日（木）　　◆応募先／４地域局の地域課
　◆応募用紙／平鹿を除く各点灯式会場、および４地域局の地域課にご用意しています

◆相談所の開設日・場所等(相談時間／午前10時～午後3時）
地　域 期　日 場　所 人 権 擁 護 委 員 名

横　手

平　鹿
雄物川
大　雄
増　田
山　内
大　森
十文字

12月３日（土）

12月５日（月）

12月６日（火）

12月７日（水）

Ｙ2ぷらざ

浅舞公民館
雄物川コミュニティセンター
大雄地域福祉センター
増田地区多目的研修センター
山内公民館
大森コミュニティセンター
十文字文化センター

七尾 喜美代　前澤 弘子　松井 敏博　堀内 新一
髙見 祥一　清水 京子　石山 寛　
佐野 洋子　神原 英夫　照井 静信　森屋 輝夫
上法 快晴　佐々木 栄一　狩野 和枝
髙橋 典雄　菅原 恵美子
内藤 新左衛門　石川 冴子　織田 智惠子
向川 善雄　高橋 栄子
朝川 順子　伊藤 眞輝子　菊地 均
髙橋 純一　土谷 昭市　奥州 文子　柴田 薫

◎詳細は、バドミントン日本リーグ公式サイトをご覧く
　ださい。（http://www.badminton-league.jp/）

12月21日（水）
12月27日（火）

平成29年１月13日（金）
平成29年１月18日（水）
平成29年１月26日（木）

大森・大雄
雄物川
横手・山内
十文字・増田
平鹿

大雄農業団地センター３階　大会議室
雄物川地域局　大会議室
県平鹿地域振興局３階　第３会議室
十文字地域局　大会議室
平鹿生涯学習センター　多目的ホール１

10：00 ～11：30
13：00 ～15：30

【問合せ】秋田地方法務局大曲支局☎0187-63-2100
※法務局では人権週間に関わらず、平日の午前８時30分から午後５時15分まで相談に応じています。

【問合せ】市市民生活部国保年金課(本庁舎内)
　　　　　　 ☎35-2186　　　

前回大会（平成25年）の様子

地　域 受 付 日 時　間 会　場

　軽油引取税免税証(農業用）の交付申請について

◎当日は大変混み合います。記入された方からの受け
　付けになりますので、必ず申請書に記入して会場ま
　でお越しください。
◎お住まいの地域の受け付けに都合がつかない場合は
　他の地域の会場でも申請できます。

　農業用機械に使用する軽油の免税証交付申請の集合受け付けを行います。交付を希望する方は、必要書類
を準備の上、下記の受付日に申請してください。

◎平成29年１月27日からは、県税事務所平鹿支所でも
　申請を受け付けます。ただし、免税証の交付が遅く
　なりますので、できるだけ下記の受付会場での申請
　をお願いします。

◆申請受付日程

【問合せ】県総合県税事務所課税部課税第二課☎018-860-3341、総合県税事務所平鹿支所☎32-0595

　国民年金の保険料は、社会保険料控除として全
額が課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、毎年１月から12月までに
納めた保険料です。（過去の年度分や追納した保険
料、ご家族の負担すべき保険料を支払っている場
合、その保険料も合わせて控除が受けられます）
　控除を受けるためには、年末調整や確定申告の
際に、領収書など保険料を支払ったことを証明す
る書類が必要です。このため、今年の１月から９
月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
には、11月上旬に日本年金機構から『社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書』が送付されます。（10月
１日以降に、今年初めて保険料を納めた方には、
来年の２月上旬に送付されます）

　税法上でも有利になる国民年金は、老後は
もちろん不慮の事故など万一のときにも心強
い味方となる制度です。保険料は納め忘れの
ないようにしましょう。

HPページ番号000020589HPページ番号000020589
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市民公開シンポジウム
『講談で学ぶ成年後見制度』

催し

●日時／12月３日(土)午後１時～４時
●場所／湯沢文化会館２階中ホール※入場無料
●内容／第１部講談(講談師:神田織音氏)、第２部パ
ネルディスカッション『認知症医療の最新現場から』
～そして成年後見制度の活用を考える～(パネリスト:
秋田緑ヶ丘病院･秋田県認知症疾患医療センター長医師
坂本哲也氏、横手市成年後見支援センター市民後見人
細谷正平氏、公益社団法人成年後見センター･リーガル
サポート秋田支部司法書士　石井寿氏）
【問合せ】リーガルサポートあきた(小玉)☎018-846-7173

『健康の駅まつり』開催催し

　健康の駅を利用したことがない方にも運動効果を実
感していただきたく、運動体験や健康測定などができ
る『健康の駅まつり』を開催します。
　ぜひ、お気軽にご来館ください。　
●日時／12月１日(木)午前10時～正午･午後１時～３時
●場所／健康の駅よこて東部トレーニングセンター
(Y²ぷらざ４階)※参加無料 ●持ち物／内履き､タオル
●内容／運動体験、骨密度測定、体組成計、認知機能
チェックなど※運動できる服装でお越しください
【問合せ】市健康福祉部健康推進課☎35-2127

子育てに役立つ! 
プラスのコミュニケーション

講座

　子どもとの関わり合い方、声のかけ方など、こんな
時はどうしてる？日々の子育てでちょっとだけ見方を
変えてみませんか？いろんな気付きがあるかも。
●日時／12月４日(日)午前10時～正午　●場所／Ｙ²
ぷらざ３階※参加無料　●講師／奥山ひとみ氏　●対
象／子育て中のパパ・ママとそのご家族、子育てに関
わる地域の方々 ●託児／あり(要申込) ●申込期限／
11月25日(金)
【申込み･問合せ】横手市児童センター☎32-2426

横手市育児講座
『レッツエンジョイ!リズム遊び♪』

講座

　親子で一緒に楽しめるリズム遊びです。
●日時／12月９日(金)午前10時30分～11時30分(受付
10時～) ●場所／大雄交流研修館『ふれあいホール』
(大雄庁舎向かい)※参加無料　●講師／日本音楽療法
学会認定音楽療法士・日沼郁子氏　●対象／未就園児
とそのご家族　●定員／30組　●持ち物／飲み物
●服装／動きやすい服装　●申込期限／12月２日(金)
【申込み･問合せ】大雄子育て支援センター☎56-5061

シニアワークプログラム
『調理補助員講習』

講座

●期間／平成29年１月11日(水)～16日(月)　●場所／
栄公民館(さかえ館) ●参加費／無料　●対象者／55
歳以上の方で、就職を目指し、ハローワークに求職申
込をしている方　●定員／15人（選考のうえ決定）
●申込期限／12月19日(月)　
【問合せ】県シルバー人材センター連合会☎018-888-4680

自殺予防公開講座のお知らせ講座

●日時／12月２日(金)午後６時～７時15分
●内容／講演『高齢者の心の病気を理解しよう～うつ
病や認知症を中心に～』　●申込期限／11月21日(月)
【場所・申込み】横手保健所☎32-4005

全国青年司法書士協議会
『2016全国一斉労働トラブル110番』

相談

　『2016全国一斉労働トラブル110番』～過重労働･違法
労働･労働者の切り捨てを見逃さない!～を開催します｡
秋田県では、フリーダイヤルによる電話相談を実施し
ます。
●日時／11月27日(日)午前10時～午後５時
●相談専用電話番号／0120-610-456(通話料無料）
●内容／労働相談全般、借金問題、住居問題、生活保
護・生活困窮者自立支援法、離職者支援制度の紹介
【問合せ】秋田県青年司法書士会☎018-893-5036

『多重債務相談窓口』のご案内相談

　東北財務局秋田財務事務所では、自らの収入で返済
しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方々からの相
談に応じています。相談者が抱える借金の状況を聞い
て、必要に応じ弁護士や司法書士などの専門家に引き
継ぎを行います。
　相談は無料です。一人で悩まずご相談ください。
●日時／月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除く）
午前８時30分～正午・午後１時～４時30分
【問合せ】秋田財務事務所理財課☎018-862-4196

ご存知ですか？『筆界特定制度』相談

　『筆界特定制度』は、土地の筆界(境界)トラブルを解
決するため、法務局が現地における筆界の位置を特定
する制度です。
　隣接地との筆界が分からず困っている方、筆界につ
いて隣地の所有者と意見が一致しないで困っている方
は、筆界特定制度をご利用ください。経済負担が少な
く、迅速に筆界を特定することができます。
【問合せ】秋田地方法務局登記部門筆界特定室
☎018-862-1442

労働関係のトラブルで
お困りではありませんか

相談

　解雇・雇止め、いじめ・嫌がらせ、職場環境の悪化
など働く人と勤め先との間でおきた労働関係のトラブ
ルの解決を､専門家があっせんによりお手伝いします｡
利用は無料で秘密を厳守します。
【問合せ】秋田県労働委員会事務局☎018-860-3284

　横手公園展望台の館蔵品展を行います。今年度最後
の企画展を、この機会にぜひご覧ください。
●期間／11月30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 館蔵品展お知
らせ

　検察審査会は、検察官が事件を裁判にかけなかった
ことの善しあしを、有権者の中からくじで選ばれた検
察審査員が審査する制度です。
　平成29年度の検察審査員候補者に選ばれた方には、
11月下旬ころに通知書が届きます。なお、公職選挙法
は改正されましたが、当分の間、20歳未満の方は検察
審査員候補者にはなりません。
※検察審査員候補者は裁判員候補者とは異なりますの
でご注意ください
【問合せ】大曲検察審査会事務局☎0187-63-2033

検察審査会からのお知らせお知
らせ

　平成28年分の申告手続などには、マイナンバーカー
ド等での本人確認が必要です。
　マイナンバーカードをお持ちでない方は､『通知カー
ド』と『運転免許証』などの本人確認書類が必要です｡
【問合せ】横手税務署☎32-6090､または市市民生活部
税務課☎32-2510

確定申告書などにはマイナンバーの
記載が必要です！

お知
らせ

　市が行っている住宅改修補助金の受付可能額が残り
わずかとなりました。予算が無くなり次第、申請受付
を終了します。お早めにご相談ください。
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224

雪国よこて安全安心
住宅改修促進事業について

お知
らせ

　忘れずに最寄りの金融機関で期限内に納めましょう｡
口座振替をしている方は預金残高の確認をお願いします｡
【問合せ】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(２期)
の納期限は11月30日(水)です』

お知
らせ

　高年齢者雇用安定法の改正により、高年齢者が雇用
を希望する場合は、希望者全員の65歳までの雇用が事
業主に義務づけられています。
　このため､定年制や定年後の雇用確保措置について､
65歳までの雇用を就業規則に規定することが必要です｡
　高年齢者の65歳までの雇用を確保するためには、次
の３つの確保措置があります。
①定年制の廃止　②65歳以上の定年制　③再雇用や勤
務延長等による希望者全員65歳までの雇用確保措置
【問合せ】秋田労働局職業対策課☎018-883-0010

高年齢者雇用に係る就業規則の
改正はお済みですか

お知
らせ

農業研修生募集募集

　市実験農場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
●応募条件／申請時おおむね50歳未満で、研修終了後
確実に就農する方 ●応募期間／平成29年１月31日(火)
●その他／研修奨励金あり
【問合せ】市農林部農業振興課☎32-2112

横手の雪まつり物産展への
出展者を募集します！

募集

　平成28年度『横手の雪まつり物産展‶ほっこり横丁"』
への出展者を募集します。応募者多数の場合は主催者
側で選考のうえ決定します。
●開催日時／平成29年２月15日(水)･16日(木)午後９
時まで　●場所／ふれあいセンターかまくら館駐車場
●コマ数／１コマ(1.5間×２間）●負担金／15,000円
●申込方法／市ホームページ(ページ番号:000021663)
または、下記担当課に備え付けの開催要項をご確認の
うえ申請書を提出してください　●申込期限／11月30
日(水)必着
【申込み】市商工観光部横手の魅力営業課☎32-2117

平成29年度『専修学校入学一時金』募集募集

　平成29年度の本会奨学生を次のとおり募集します。
●申込期限／12月５日(月)　●奨学金の種類／専修学
校入学一時金 ●募集人員／20人程度 ●貸与金額等／
①貸与額:30万円 ②貸与時期:平成29年１月中旬～３月
●返還時期／正規の最短修業年限終了後３年(無利息)
※応募資格等、詳細はお問い合せください。
【申込み･問合せ】(公財)秋田県育英会☎018-860-3552

●入札期間／12月７日(水)～14日(水)
●開札日時／12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明
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

　平成28年10月６日から、秋田県最低賃金は21円引き
上げられ、時間額716円となりました。
　詳しくは、秋田労働局賃金室または最寄りの労働基
準監督署までお問い合わせください。
【問合せ】秋田労働局賃金室☎018-883-4266

もうチェックした？秋田県最低賃金
『時間額716円』に変わりました

お知
らせ

障がい者総合相談会相談

　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／11月24日(木)午前10時～午後３時
【申込み】横手市自立支援協議会事務局(市健康福祉部
社会福祉課内）☎35-2132   32-9709

目守りたい伝統芸能
横手市増田民俗芸能フェスティバル

催し

　国指定重要無形民俗文化財の岩手県早池峰･大償神楽
や仙北市角館のおやま囃子、増田地域の八木番楽など
７つの民俗芸能が披露されます。各地域に古くから伝
わる民俗芸能を、この機会にお楽しみください。
●日時／11月27日(日)午後１時～５時 ●入場料／無料
【場所･問合せ】増田ふれあいプラザ☎45-5556

ま　も

はや ち　ね おおつぐないかぐら

『第11回秋田盆おどりサミットｉｎ 増田』
北から南、心一つにあすへの躍動

催し

　毛馬内盆踊りをはじめ、県内の盆踊りが披露される
ほか､東京高円寺の『阿波おどり』がゲスト出演します｡
　また、『踊る楽しみ』と題し、
阿波おどり講習会もあります。
ぜひ、ご参加ください。
●日時／12月４日(日)正午～
●場所／増田ふれあいプラザ
●入場料／500円（入場チケット
は蔵の駅で販売しています）
【問合せ】増田盆おどり保存会
(事務局・魚谷)☎090-5352-1244
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※10月末現在（先月末比)

人口　93,430人   （-60）
男　44,206人  （-32）
女　49,224人  （-28）

世帯　34,489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……11月16･23･30日､12月１日
増田図書館……11月21･28日､12月１･５日
平鹿図書館……11月15･22･29日､12月１日
雄物川図書館…11月16･23･30日､12月１日
大森図書館……11月15･22･29日､12月１日
十文字図書館…11月16･23･30日､12月１日
山内図書室……11月19･20･23･26･27日､
　　　　　　　12月３･４日
大雄図書室……11月20･23日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………11月15･22･24･29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
　…………………………11月21･28日､12月５日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………11月16日
ゆとり館…………………11月15･22･29日
えがおの丘………………11月21･28日､12月５日

大森健康温泉…………11月21･28･29日､12月５日
ゆとりおん大雄………11月16･17日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………11月16･23･30日､12月１日
　西･南部 ……………11月19･20･26･27日､
                    12月１･３･４日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………11月21･28日､12月５日
南部シルバーエリア…11月21･28日､12月５日

相
談

診
療
日

善
意

11月20日(日) 『ウォーリー』
11月27日(日)『シュレック』
12月４日(日)『アイス･エイジ』
12月11日(日)『アイス･エイジ２』

【 98分】
【 94分】
【 82分】
【 91分】

11/15
12/5▶▶
2016
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14赤口

６ 赤口 ８ 友引 ９ 先負 10仏滅

休
日
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20赤口

27先勝26赤口24仏滅23先負22友引

18仏滅17先負16友引15先勝

21先勝

４ 仏滅３ 先負２ 友引30赤口29大安 12/1 先勝

５ 大安

よこいち。

▼10:00～､詳細は市報11月１日号
14ページ

在宅医療・介護普及講座

▼13:30～､増田庁舎３階

第11回秋田盆おどりサミットin増田

▼12:00～､詳細は４ページ
健康の駅まつり

▼10:00～､詳細は４ページ

第14回横手市増田民俗芸能
フェスティバル

▼13:00～､詳細は４ページ

第11回横手市民ステージ祭＆
平成28年度横手市交流美術展

▼～27日､10:00～､横手市民会館
大雄イルミネーション点灯式

▼17:00～､ゆとりおん大雄前
ウオーキングデー

▼9:00～､グリーンスタジアムよこて集合

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

10月分
応援ありがとうございます！！

橘小夢とその時代
－幻の画家、ふるさとに咲く

▼～11月27日､秋田県立近代美術館
特別展示『戎谷南山展』

▼～11月27日､後三年合戦金沢資料館
刀剣の世界－力強さと繊細さ－

▼～12月18日､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－

▼～1月9日､秋田県立近代美術館

横手森林環境フォーラム
『もっと、身近に』

▼13:30～､詳細は市報11月１日号
14ページ

Ｙ８創快横手市議会

▼13:30～､市役所本庁舎議場
年末調整説明会

▼①10:00～②14:00～、横手市民
会館大ホール（給与の事務担当
者を対象に開催）
　問合せ／横手税務署☎32-6090

大収穫感謝祭（青物横丁友の会）

▼9:00～､青物横丁(ＪＡ秋田ふる
さと増田支店内)

◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手　横手マンドリンクラブ
　よこて父ちゃんの楽校　コンサート響き実行委員会
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手　農事組合法人みずほ
　㈱ジャパンゲートウェイ　よこて父ちゃんの楽校
　ささき歯科医院　朝日綜合㈱　横手おやこ劇場
　麺屋羅漢　吉橋優さん　髙橋絹子さん
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　横手かまくら会　中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　横手かまくら会
◎居宅支援センター森の家へ　
　大森小学校２年生

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　11月16･30日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　11月28日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　11月15･22･29日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　11月17･24日､12月１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
　11月16日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　11月24日(木)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　11月25日(金)／雄物川在宅介護支援センター(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
◎行政相談（問合せ／市生活環境課☎35-4099）
　11月15日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　11月21日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　11月23日(水)／Y2ぷらざ(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)
　11月15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)
　11月30日(水)／ゆとり館(平鹿）(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎24-3283(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
（10月１日～10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

勤労感謝の日

横手市医師会だより横手市医師会だより 髙橋医院　髙橋 和彦 医師髙橋医院　髙橋 和彦 医師
『果糖の話』『果糖の話』
　果糖は果物に多く含まれている糖の一種ですが、最近は異性化糖・ブドウ糖果糖液・果糖ブドウ
糖液などと表示され、お菓子や炭酸飲料のほかお鍋のスープの素、納豆のタレ、みりん風調味料、
ヨーグルトなどさまざまな製品に使われています。この果糖の取り過ぎが、高中性脂肪血症・高尿
酸血症・高血圧・肥満（肝障害）の原因になるほか、AGEs（終末糖化物）を作り出し老化を促進
することが分かってきました。果物を適量食べる程度なら問題はありませんが、知らずに果糖を取
り過ぎているかもしれません。商品を購入する際は十分注意しましょう。

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

献
血11月15日(火)

大雄

月 日 場 所 受付時間

11月22日(火)
横手

12月１日(木)
横手

11月17日(木)
横手

東日本高速道路㈱東北支社
横手管理事務所

横手市役所本庁舎  9:30～11:45
13:00～16:00

横手市役所大雄庁舎
㈱宮腰デジタルシステムズ

14:30～16:00
12:20～13:00

大和更生園  9:30～10:00
睦合成工業㈱秋田工場 11:00～11:30

ＪＡ秋田ふるさと本店

㈱ユアテック横手営業所

秋田広域農業共済組合
平鹿支所

10:00～11:30

10:00～11:00

11:45～13:30
ビィ・ギャル横手店 15:00～16:00

15:30～16:15

月 日

11月20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(渡邊医師)

38-8951小田嶋まさる内科(横手)

32-2275高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック(横手)

32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

11月23日(水)

11月27日(日)
32-5001市立横手病院(細谷医師)

24-1181山﨑医院分院(平鹿)

32-5124平鹿総合病院(井田医師)

42-0421髙橋医院(十文字)
12月４日(日)

32-9461針生皮膚科内科医院(横手)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院

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』

▼14:30～､詳細は市報10月15日号
３ページ
おものがわイルミネーション点灯式

▼16:30～､雄物川地域局前

おおもりケヤキ並木
イルミネーション点灯式

▼17:00～､大森地域局前

◎山内にんじんフェア
山内にんじんの販売や試食会を行
います。ぜひお越しください！
日時／11月20日(日)
      10:00～15:00
場所／道の駅さんない

◎Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練
11月29日(火)午前11時頃、横手かまくらＦＭから「これはテストで
す」という音声が繰り返し３回放送されます。防災ラジオも自動的
にスイッチが入り、大音量で流れますのでご注意ください。
※Ｊアラートとは、弾道ミサイルなどの緊急情報を、国から瞬時に
伝達するシステムです。　問合せ／市危機管理課☎35-2195

◎市税等の納期限です
固定資産税４期
国民健康保険税５期
介護保険料５期
後期高齢者医療保険料５期
問合せ／市収納課☎32-2518

※３月末までは原則400mlのみの受付となります

７ 先勝

19大安

25大安

28友引

◎市内小学生の『税に関する習字展』
期間／～11月20日(日)
場所／イオン横手店
問合せ／横手税務署☎32-6090


