
『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。

市報よこて　№269 [ 2016年（平成28年）12月15日号 ]
発行／横手市 TEL：0182-35-2111（代）　　
編集／総務部秘書広報課　〒013-8601 横手市中央町８番２号
TEL：0182-35-2162　FAX：0182-35-2221　　

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

ね・ま～れ『イベント案内』
【十文字しあわせを編む仲間の作品展】
　12月24日(土)まで、午前10時～午
後４時 ※最終日は午後３時まで
【ギター教室のミニコンサート】
　12月18日(日)午後２時～３時 
　くちなしの花、みだれ髪ほか 
※ゲスト：菊地隆志氏
〈共通事項〉　　 ね・ま～れ(十文字)
※火曜休館 ☎42-5320

手作り雑貨マーケット
　12月18日(日)午前10時～午後３時
　大曲交流センター　  ネックウォ
ーマー、バッグなどの手作り雑貨販
売　※お子さんにお菓子のつかみ取
りプレゼント 　 手作り雑貨マーケ
ット ☎090-7666-6001

ディンプルアート体験
　12月18日(日)午後１時～４時頃
　こうじ庵　　600円　　クリスマ
スブローチを２個作成　　５人
　佐々木さん ☎090-2368-2029

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』
　12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

第７回人星亭一門演芸発表大会
～笑って健康になりましょう！～
　12月23日(金)午後１時11分～
　あさくら館　　 無料　　
　芸人６人による爆笑漫談等　　
　人星亭喜楽駄朗さん 
☎090-5232-8009

クリスマス会のご案内
　12月24日(土)午後６時～８時
　末日聖徒イエス・キリスト教会
(安田字谷地岸22)　　無料
　イエスの降誕劇、ゲーム、食事会､
サンタさんからのプレゼント
　宮川さん ☎080-4022-3756

日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』
　12月25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

ザ・宅建塾～民法を学ぼう～
　１月４日(水)以降の毎週水曜日、
午後７時～９時　※第３水曜日を除
く　  Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料　
　ノート、計算機、六法全書
　高橋さん ☎080-6895-5642

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～】
　１月５日(木)午後７時～　　　　
　1,000円　　冬景色ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　１月15日(日)午後１時～  800円
　『外出を促す趣味 それは写真 パ
ートⅡ』山崎茂男氏、杉山彰氏トー
ク＆ライブ『今思う事』　〈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

よこて農家塾１月例会
　１月６日(金)午前10時～　Ｙ2ぷ
らざ 　ハーモニカと私 ※講師：堀
江茂寿氏      小田嶋さん ☎32-9747

第147回 南の館『月例市民将棋大会』
　１月８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

秋田県南若者サポートステーション
よこて『39歳までの方の就職支援』
　    １月10日(火)午前９時～正午
(ハローワークよこて)、午前９時30
分～正午(増田福祉センター)、24日
(火)午前９時～正午(ハローワーク
よこて)、26日(木)午前９時30分～
正午(大森福祉センター)
対象：現在無職で、働く意思のある
方、およびそのご家族    秋田県南
若者サポートステーションよこて 
☎23-5101(要予約、水･日曜休み)

ヨガシャイニングムーン
　１月12日(木)午前10時30分～11時
30分 ※他日程有　 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

料理教室のご案内
　１月22日(日)午前10時～　　栗入
り炊き込みご飯、鮭の味噌マヨネー
ズ焼きほか 　1,000円(材料費、参
加費) 　エプロン､三角巾、筆記用
具　　20人 ※12月20日(火)から申
込開始　講師：福地郁子氏　　　南
部シルバーエリア ☎26-3880

初心者歓迎！
オカリナレッスン受講者募集
　　お問い合わせのうえ、要相談
　日高見さん ☎090-4918-4674
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　12月３日･４日、東京都のお台場で開催され
た『Ｂ‒１グランプリスペシャル in 東京･臨海
副都心』に、横手のかまくらが登場しました｡
　県内から雪をダンプカーで運び、かまくら
職人の手によって作られた横手の冬の風物詩
は、子どもたちを中心に大人気に。横手やき
そばと共に、横手市をＰＲしてきました。

お台場にかまくら登場お台場にかまくら登場



【問合せ】市市民生活部税務課(本庁舎内)☎32-2767

子育て支援課

平成29年度 学童保育利用の申込受付を開始します
現在利用中の方も申し込みが必要です

HPページ番号000019294HPページ番号000019294

水道課

年末年始の水道当番店をお知らせします
HPページ番号000007907HPページ番号000007907

※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

◆対 象 者／小学４年生までの児童で、放課後や学校
　　　　　　休業日に家族が仕事等の理由で家庭に
　　　　　　いない児童

◆実 施 日／日曜日、祝日、年末年始を除く毎日
◆時　　間／放課後～午後７時
　　　　　　土曜・学校休業日は午前７時30分から

◆利 用 料／①通年利用：月額5,000円
　　　　　　②長期休みのみ利用：7,000円×日割計算
　　　　　　※複数入所の２人目以降と、ひとり親家
　　　　　　庭の児童は半額
◆注意事項／申し込みが定員を上回った場合、家庭の
　　　　　　状況等を判断し、学年の低い児童の受け
　　　　　　入れを優先します。また、同じ小学校区
　　　　　　に複数のクラブがある場合は調整させて
　　　　　　いただくことがあります。
◆申込方法／担当課に用意している申込用紙に記入の
　　　　　　上、同居家族の就労証明等を添付し提出
　　　　　　してください。
◆申込期間／平成29年１月４日（水）～ 31日（火）
　　　　　　※土日祝日を除く

【各地域の申し込み先（担当課）】
◎横手地域…子育て支援課☎32-2426
　（Y²ぷらざ２階　横手市児童センター内）　
◎増田地域…増田市民サービス課☎45-5514
◎平鹿地域…平鹿市民サービス課☎24-1114
◎雄物川地域…雄物川市民サービス課☎22-2156

税務課

『償却資産』の申告をお忘れなく‼
HPページ番号000012564HPページ番号000012564

　農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸などの
事業に用いる構築物・機械・備品等を償却資産といい、
土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
　償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。
法人や個人事業者（農業を除く）で、平成28年度に事業
用の申告をした方は、12月上旬にお送りした申告書で
申告してください。また、個人農家の方は、市報よこ
て12月15日号と一緒に配布する農業用償却資産申告書
で申告してください。新しく事業を始めた方や、平成
28年中に償却資産がなくなった方も申告が必要です。

◆対象者／毎年１月１日現在の償却資産の所有者
◆申告資産／土地および家屋以外の有形固定資産で、

　所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の
　対象にできる資産
◆評価額の算出方法／取得時期、取得価格、耐用年数
　や経過年数から評価額（価格）を算出します。
◆免税点／課税標準額の合計額が150万円未満の場合は
　課税されません。
◆提出期限／平成29年１月31日（火）
◆提出時の注意／個人事業者や個人農家の方は、申告
　者本人の個人番号（マイナンバー）の通知カードおよ
　び身分証（運転免許証等、申告者の住所・氏名・生
　年月日を確認できるもの）をご持参ください。
◆提出先／市市民生活部税務課(本庁舎内)または、
　　　　　各地域局市民サービス課（横手地域を除く）

【問合せ】市健康福祉部社会福祉課(本庁舎内)☎35-2132

社会福祉課

12月1日に民生委員・児童委員の一斉改選が行われました
HPページ番号000021779HPページ番号000021779

◆民生委員・児童委員とは
　民生委員・児童委員は『地域の身近な相談相手』で
す。行政や関係機関とのパイプ役になり、課題解決の
お手伝いをします。全ての民生委員は、児童福祉法に
よって児童委員も兼ね、さらに主任児童委員は、児童
の福祉に関することを専門的に担当します｡
◆どうやって選ばれるの？
　民生委員・児童委員は、地域からの推薦を受け、厚
生労働大臣が委嘱します。特別職の地方公務員ですが
あくまでボランティアであり、給与は支給されません｡

◆こんな相談をお受けしています
◎高齢者の一人暮らしで不安がある
◎福祉サービスの制度や窓口が分からない
◎近所で児童や高齢者の虐待らしい様子を目撃した
　など
◆民生委員・児童委員には守秘義務があります
　個人情報やプライバシーは守られますので、安心し
てご相談ください。
◎お住まいの地区の民生委員・児童委員については、
　後日、全戸配布するチラシでお知らせします。

　年末年始に漏水や凍結などのトラブルに備え、横手市管工事協会では地域貢献活動の一環として各地域ごと
に水道当番店を定めて、水道に係る緊急時の対応をします。緊急時には、直接、水道当番店にご依頼ください。

スポーツ振興課

第５回チャンピオンズカップ横手
東北中学校新人バスケットボール大会

HPページ番号000021764HPページ番号000021764

【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

　東北各県の中学校新人大会で上位入賞の成績を収めた男
女24チームが熱戦を繰り広げるこの大会。横手市からは、
十文字中学校（男女）、平鹿中学校（女子）が出場します。
　気迫あふれる白熱したプレーをぜひ、ご観戦ください。 
◆期間／平成29年１月７日（土）～９日（月）
◆日程・会場／
　◎交流ゲーム：１月７日（土）
　　増田、横手、雄物川、大森体育館
　◎競技会：１月８日（日）【男子予選リーグ】増田体育館
　　　　　　　　　　　　【女子予選リーグ】横手体育館
　　　　　　１月９日（月）【決勝トーナメント】増田体育館
　◎予選リーグ２、３位による交流ゲーム：１月９日（月）
　　横手体育館、雄物川体育館

消防本部

平鹿分署に
消防ポンプ自動車を配備

【問合せ】市消防本部警防課☎32-1246 【問合せ】市上下水道部水道課（水道庁舎内）☎35-2252

　更新に伴い配備した車両は、ポンプ性能が
向上し、緊急消防援助隊としても出動可能な
装備を備えています。複雑多様化する災害現
場に迅速・確実に対応し、市民の皆さまが安
心して暮らすことができるよう、火災をはじ
め各種の災害に備えていきます。

◎水道当番店の営業時間は、午前８時から午後５時までとなります

山　内 川越水道
53-2528

田代水道
53-2333

川越水道
53-2528

田代水道
53-2333

川越水道
53-2528

田代水道
53-2333

増　田 さとう住設
38-8095

藤原建材店
45-5002

アサヒ電器
45-2537

12月31日（土） １月１日（日） １月２日（月） １月３日（火） １月４日（水） １月５日（木）

横　手 荒川施設
32-3974

イシダ設備
32-0518

高　善
32-2179

ますだ機工
33-2245 新栄施設

33-2581
佐々木水道
32-6213

平　鹿 井上管工
24-0036

細谷設備
24-0159

髙橋設備
25-3311

遠藤設備
24-2550

菊地設備
24-2309

真田設備
24-0722

柿崎水道
25-3242

平鹿設備
24-1561

雄物川 貴俵電気
22-3365

佐一設備
22-2094

佐藤施設
22-3133

前澤設備
23-1123

マツノヤ
22-4184

貴俵電気
22-3365

大　森 佐々木施設
26-3221

大和工業
26-3441

佐々木施設
26-3221

大和工業
26-3441

佐々木施設
26-3221

大和工業
26-3441

十文字 畑山施設
44-3316

佐々木管工
44-3701

笹山ボイラー
42-0389

松田水道
42-0966

いいつか
42-1455

羽後設備
42-3721

大　雄 カマダ設備
52-2560

大雄産業
52-2021

横手水道
32-1910

山二施設
32-1119

東北カッター
33-4788

地域
月日

　児童福祉法が改正され、学童保育の利用対象が
小学６年生までになりました。しかし、市では施
設定員を大幅に超える要望の小学校区が多数ある
ため、当面は優先度の高い、１年生から４年生を
対象者とさせていただきます。
※５～６年生受入モデル事業実施小学校区を除く

◎大森地域…大森市民サービス課☎26-2115
◎十文字地域…十文字市民サービス課☎42-5114
◎山内地域…山内市民サービス課☎53-2933
◎大雄地域…大雄市民サービス課☎52-3905
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『ジュニアスキー教室』＆『スキー教室』
参加者募集！

講座

◎ジュニアスキー教室
●日時／平成29年１月７日(土)･８日(日)午前９時30分
～正午 ●参加費／１日500円※保険費含む ●対象／
小学生 ●定員／先着40人 ●申込期限／１月５日(木)
◎スキー教室（全７回）
●日時／平成29年１月12日(木)～２月23日(木)※毎週
木曜日の午前10時～正午　●経費／第４期入会金およ
び参加料　●対象／一般男女※初心者除く　●申込期
限／１月10日(火)
《共通事項》●場所／横手公園スキー場
【問合せ】ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ☎33-2102

横手市女性センター･横手中央公民館共催
『とびだせ！地域に冬活講座』

講座

　寒い冬こそ外に出て、地域の魅力を感じよう！
●期日／【Ａコース】①平成29年１月19日(木)はじめ
ての３Ｂ体操　②２月２日(木)はじめてのフラダンス
【Ｂコース】①平成29年１月26日(木)郷土料理『飾り
巻寿司』　②２月９日(木)『浅舞酒造』酒蔵見学
●時間／各コース午後１時～４時頃
●場所／横手市女性センターほか
●参加費／Ｂコース①のみ実費負担※その他は無料　
●定員／一般男女16人(先着順)　●託児／あり(要申
込み) ●申込期間／12月19日(月)～１月５日(木)正午
※平日のみ
【申込み･問合せ】市女性センター☎33-3995、または
横手中央公民館☎32-3137

横手市まなびバンク
ワンコイン講座『和凧づくり』

講座

　お正月遊びにぴったりの本格的な和凧『かまくら子
凧』を作ります。実際に空に揚げて遊ぶことのできる
凧です。親子での参加も歓迎。
●日時／平成29年１月８日(日)午前９時～11時30分
●料金／500円(材料費)　●対象／どなたでも　●講
師／横手凧の会の皆さん　●持ち物／木工用ボンド、
はさみ、えんぴつ　
【場所･申込み･問合せ】横手市民会館☎32-3136

『社会保険年金相談』の相談日が
変わります!!

相談

　横手市役所本庁舎の１階で、毎週月曜日から木曜日
まで開催している、社会保険労務士による『社会保険
年金相談』は、平成29年１月から『平日の月曜日と金
曜日』週２回の開催に変更します(月曜日が休日の場
合に限り火曜日に開催しますが、火曜日も休日の場合
は開催しません)。
【問合せ】市市民生活部国保年金課☎35-2186

クロスカントリースキーよこて大会催し

●期日／平成29年１月22日(日)
●場所／赤坂総合公園クロスカントリースキーコース
●参加資格／小・中学生、高校生および一般※地域要
件は問いません　●種目／個人競技、リレー（４名・
混成も可です）　●距離／３㎞※クラシカル走法
●参加料／小･中学生､高校生:1,000円、一般:1,500円
※リレーは無料　●申込期限／平成29年１月16日(月)
【申込み･問合せ】ＮＰＯ法人ゆめ希望（加藤）
☎090-2974-8537

異文化交流サロン催し

　ベトナム、中国出身の方が母国の文化を皆さんに紹
介します。楽しく交流しませんか。
●日時／１月15日(日)午後１時～３時
●場所／道の駅十文字『まめでらが～』中央ホール
●参加費／無料
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2158

平鹿創作館まつり催し

　創作館で活動しているグループが手掛けた､しめ縄･
しめ飾りなどの民芸品を販売します。
●日時／12月21日(水)午前10時～午後３時
●場所／平鹿農家高齢者創作館（醍醐郵便局向かい）
【問合せ】平鹿地域局平鹿地域課☎24-1118

『横手ジュニア・リーダーの会』が
秋田県知事表彰されました

募集

　中高生ボランティア団体『横手ジュニア･リーダーの
会』が、社会貢献青少年団体として秋田県知事より表
彰されました。本会は、小学生を対象とした事業を企
画･運営し、地域行事へボランティアとして参加して
います。平成12年に設立され、秋田県ではほかに類を
見ない団体として、継続した活動を行っています。
　現在の会員は35人。横手市在住、もしくは横手市内
の学校に通う中高生であれば誰でも参加できます。
【問合せ】市教育指導部学校教育課☎32-2414

未来農業のフロンティア研修生２次募集募集

　県農業試験場や県果樹試験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
●募集定員／①県農業試験場(秋田市):作物コース１
人、野菜コース１人、花きコース１人　②県果樹試験
場(横手市):果樹(りんご等)コース３人　③県花き種
苗センター(潟上市):花きコース１人　④かづの果樹
センター(鹿角市):果樹(りんご等)コース１人
●応募条件／申請時45歳未満で､研修修了後確実に市
内で就農する方 ●応募締切日／平成29年１月20日(金)
●その他／研修奨励金あり
【問合せ】市農林部農業振興課☎32-2112

●入札期間／平成29年１月６日(金)～13日(金)
●開札日時／１月18日(水)午前10時
●所在地等／湯沢市愛宕町(宅地･居宅･物置)、羽後町
(雑種地)、横手市雄物川町(宅地･田･畑)
●物件詳細／秋田地裁横手支部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29年１月１日以降、65歳以上の労働者について
も、『高年齢被保険者』として雇用保険の適用の対象と
なります。現在、65歳以上の労働者で、雇用保険の被
保険者となっていない労働者も新たに加入できます。
※加入には要件があります。
　詳細については、お問い合わせください。
【問合せ】ハローワーク横手☎32-1165

雇用保険の適用拡大について
お知
らせ

　県内の各ハローワークでは、平成29年３月末まで学
生、生徒および保護者を対象とした『未内定者への集
中支援』を実施します。
　期間中、各ハローワークに『学卒集中支援コーナー』
を設置しますので、ぜひご利用ください。
【問合せ】ハローワーク横手☎32-1165

就職未内定の学生、生徒および保護者の
皆さんへ

お知
らせ

　横手公園事業計画の変更認可図書をお見せしていま
す。
【場所･問合せ】市建設部都市計画課（県平鹿地域振興
局内）☎32-2408

都市計画公園の認可図書を縦覧中です
お知
らせ

　求職者と市内外企業が一堂に会した、就職面接会・
企業説明会を開催します。企業との面談および企業説
明のほか、各種相談コーナーを準備していますので、
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、市ホームページ内（ページ番号
000008465）の参加申込書でお申し込みください。
●日時／平成29年１月28日(土)午後１時30分～３時30
分※受付午後１時～　●場所／横手セントラルホテル
ラ・ポート２階　●参加費／無料　●内容／企業との
面接(企業説明のみでも可)や、ハローワーク相談、職
業適性診断、シルバー人材センター、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

　12月19日(月)から、横手市役所本庁舎(中央町)１階
窓口の受付方法が変わります。
①総合案内の番号発券機で目的ごとのボ
タンを押すと、番号票が発行されます。
②番号票を発行した順番でお呼びします
ので、お待ちの間に申請書等の記入をお
願いします。
【問合せ】市市民生活部市民課☎35-2176

本庁舎１階の受付が変わります
お知
らせ

　年末年始は何かと贈り物の多い
シーズンですが、政治家が選挙区
内の人にお金や物を贈ることは公
職選挙法で禁止されています。ま
た、有権者が政治家に寄附を求め
ることも禁止されています。
【問合せ】市選挙管理委員会事務局☎35-2161

政治家の寄附禁止のルールを守ろう
お知
らせ

　今年は､戎谷南山生誕150年にあたります。特別展示
第二部では、戎谷南山にゆかりの深い研究者・郷土史
家を取りあげ、展示を通して、南山が県内外に多くの
つながりを持っていたことを紹介します。
●期間／12月17日(土)～平成29年３月12日(日)
●時間／午前９時～午後５時
●休館日／12月29日(木)～平成29年１月３日(火)
◎ギャラリートーク・講演会
●日時／２月４日(土)午後１時30分～講演『南山とゆ
かりの研究者たち』(講師：高本明博氏）
【場所･問合せ】後三年合戦金沢資料館☎37-3510

後三年合戦金沢資料館特別展示
『戎谷南山展　第二部』
えびす  や　 なん  ざん

お知
らせ

めざせ『雪事故ゼロ』！
安全な雪下ろし講習会のお知らせ

講座

　雪下ろし中の事故防止のた
め、『安全な雪下ろし講習会』
を開催します。各地区の開催
場所・日時はホームページで
ご確認いただけます。また、
町内会や自主防災組織での要
望があれば出前講習会も開催
いたしますのでお気軽にお申
し込み下さい。
●講習内容／命綱の結び方、はしごの正しいかけ方、
安全な作業の進め方など　●講習時間／約１時間30分
【問合せ】消防本部警防課☎32-1246､または消防署・
各分署

第3次横手市生涯学習推進計画
(中間案)への意見募集

募集

　市では、平成29年度から５年間の生涯学習推進の指
針となる『第３次横手市生涯学習推進計画』の策定作業
を進めています。皆さんからのご意見を可能な限り計
画に取り入れるため、意見募集(パブリックコメント)
を実施します。
●計画（中間案）の閲覧方法・意見の応募方法／市生
涯学習課や各生涯学習センター､公民館（吉田公民館､
三重公民館を除く）で閲覧、または市のホームページ
(ページ番号000021773)をご覧ください。応募方法は､
各閲覧場所に備え付けの用紙に必要事項を記入し、閲
覧先に持参、郵送、ファクス、電子メールで応募して
ください。応募用紙は、市のホームページからもダウ
ンロードできます。
●募集期間／平成29年１月４日(水)～２月２日(木)
【応募先･問合せ】〒013-8601　横手市中央町８番２号
市まちづくり推進部生涯学習課☎35-2254　 32-2611

◎横手公園スキー場【問合せ】☎33-4101
●日時／12月23日(金･祝)午前９時～
◎天下森スキー場【問合せ】☎45-9816
●日時／12月23日(金･祝)午前９時～
◎大森スキー場【問合せ】☎26-4210
●期日／12月中旬～※詳しくはお問い合わせください
◎山内スキー場【問合せ】☎53-2240
●日時／12月22日(木)午前10時～

◎横手公園スキー場【問合せ】☎33-4101
●日時／12月23日(金･祝)午前９時～
◎天下森スキー場【問合せ】☎45-9816
●日時／12月23日(金･祝)午前９時～
◎大森スキー場【問合せ】☎26-4210
●期日／12月中旬～※詳しくはお問い合わせください
◎山内スキー場【問合せ】☎53-2240
●日時／12月22日(木)午前10時～

市内スキー場オープン情報市内スキー場オープン情報Pick
 up
!!

Pick
 up
!!
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石坂洋次郎文学記念館ミニ企画展
『青い山脈　小説と映画展』

催し

　平成29年は、石坂洋次郎が『青い山脈』を発表して
から70年目の年にあたります。圧倒的な人気で新生日
本の代名詞となり、人々に愛されたこの作品を紹介す
るミニ企画展を開催します。
●開催期間／12月23日(金)～平成
29年２月19日(日）
●時間／午前９時～午後４時30分
●休館日／12月29日(木)～平成29
年１月３日（火）
●入館料／３館共通入場券100円
（ふれあいセンターかまくら館・
後三年合戦金沢資料館）
【問合せ】石坂洋次郎文学記念館
☎33-5052
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※11月末現在（先月末比)

人口　93,323人  （-107）
男　44,166人  （-40）
女　49,157人  （-67）

世帯　34,471世帯 （-18）

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……12月21･28～31日､１月１～４日
増田図書館……12月19･26･29～31日､１月１～４日
平鹿図書館……12月20･27･29～31日､１月１～４日
雄物川図書館…12月21･28～31日､１月１～４日
大森図書館……12月20･27･29～31日､１月１～４日
十文字図書館…12月21･28～31日､１月１～４日
山内図書室……12月17･18･23～25･29～31日､
　　　　　　　１月１～３日
大雄図書室……12月18･23･29～31日､１月１～３日

石坂洋次郎文学記念館…12月29～31日､１月１～３日
横手市民会館……………12月20･24･27･29～31日､
　　　　　　　　　　　１月１～３日
後三年合戦金沢資料館…12月29～31日､１月１～３日
釣りキチ三平の里体験学習館
　…………………………12月19･26･29～31日､１月１～３日
雄物川郷土資料館………12月29～31日､１月１～３日
ゆっぷる…………………12月21日
ゆとり館…………………12月20･27･31日､１月１～３日
えがおの丘………………12月19･26日

大森健康温泉…………12月19･26･30･31日､１月１･２日
ゆとりおん大雄………12月15日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………12月21･23･28～31日､１月１～４日
　西･南部……………12月17･18･23～25･29～31日､
                    １月１～３日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………12月19･26･31日､１月１～３日
南部シルバーエリア…12月19･26･31日､１月１･２日
※プールは12月29～31日、１月１～３日まで

相
談

診
療
日

善
意

12月18日(日)「Ｍｒ．インクレディブル｣
12月25日(日)「クレヨンしんちゃん
　　　　　　　　　　　オラの引越し物語」
１月８日(日)「カンフーパンダ」
１月15日(日)「カンフーパンダ２」

【115分】

【112分】
【 92分】
【 90分】

12/15
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12赤口 13先勝

６ 友引 ７ 先負

18赤口17大安

25先勝22仏滅 23大安20友引 21先負

16仏滅15先負

19先勝

30先勝28仏滅 29赤口27先負

４ 赤口３ 大安２ 仏滅

１/1 先負

よこいち。

▼10:00～､Y2ぷらざ
後三年合戦シンポジウム

▼10:00～､条里南庁舎講堂
バドミントンS/Jリーグ2016横手大会

▼10:30～､横手体育館

ウオーキングデー

▼9:00～､かまくら館集合
増田町市民映画祭『あん』

▼14:00～､19:00～､増田ふれあいプラザ
市民スポーツ交流大会『スマイルボウリング』

▼14:00～､大森体育館
槻の木光のファンタジー点灯式

▼17:00～､平鹿地域局前

大正ピアノ演奏会

▼13:00～､増田ふれあいプラザ
石坂洋次郎文学記念館ミニ企画展
『青い山脈 小説と映画展』

▼～2月19日､9:00～､石坂洋次郎文
学記念館

寄附件数／1,028件
寄附額／15,203,000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

11月分
応援ありがとうございます！！

◎『安全な雪下ろし』講習会
17日(土)10:00～ 条里北庁舎
18日(日) 9:30～ 大森大雄分署
        10:00～ 平鹿町防災センター

◎横手市新春賀詞交歓会
14:30～ 横手セントラルホテル
詳細は市報12月1日号13ページ
問合せ／市秘書広報課☎35-2162

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－

▼～1月9日､9:30～､秋田県立近代
美術館

生誕150年
寺崎廣業とその時代（前期）

▼～1月9日､9:30～､秋田県立近代
美術館

三助稲荷神社ぼんでん発表会、
梵天奉納

▼10:00～､旧川西小学校・三助稲
荷神社(大森地域)

◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／秋田たすけあいネットあゆむ
　齋藤幹夫さん
◎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
　スタジオ美技／ビィギャル横手店／高橋絹子さん
◎養護老人ホームひらか荘へ
　樽見内保育園／傾聴ボランティアあすなろ
　平鹿町ボランティア湧水会
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　玉扇会／大森小学校５年生／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　
　大森保育園

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　12月21･28日､１月４日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　12月26日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　12月20･27日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　12月15･22･29日､１月５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
　12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)
　12月21日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　12月21日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　12月26日(月)／ゆとり館(平鹿）(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
◎行政相談（問合せ／市生活環境課☎35-4099）
　12月19日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　12月20日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
◎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)
　12月21日(水)／在宅介護支援センター(雄物川）(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
◎人権相談（問合せ／市生活環境課☎35-4099）
　12月28日(水)／条里南庁舎(9：00～12：00／13：00～16：00)
◎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)

市内の空間放射線量
（11月１日～11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

横手消防署

測定値

0.05～0.06

天皇誕生日

元日

休
日
当
番
医

月 日

12月18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(荻原医師・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(石橋医師)

12月25日(日)

12月23日(金)

32-5001市立横手病院(熊谷医師)

35-7020渡辺内科循環器科医院

１月１日(日) 32-5124平鹿総合病院(井田医師)

33-6021復古堂医院(横手)
32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)

１月２日(月) 32-5001市立横手病院(磯部医師)

32-5124平鹿総合病院

１月３日(火) 32-5124平鹿総合病院(浅野医師)

※１…整形外科の医師も診察します

献
血

12月16日(金)
大森

月 日 場 所 受付時間

大森町高齢者等保健福祉センター 14:30～16:00

横手市役所大森庁舎  9:45～11:15

㈱ヌイテックコーポレーション 12:15～12:45

※原則400ml献血のみの受付となります

第５回チャンピオンズカップ横手
東北中学校新人バスケットボール大会

▼～9日､詳細は３ページ
『中学生と高齢者の絆を深める取組提案』発表会

▼13:30～､条里南庁舎
二井山裸参り

▼19:00～､湯殿山神社(雄物川地域)

◎市税等の納期限です
市県民税４期
国民健康保険税６期
介護保険料６期
後期高齢者医療保険料６期
問合せ／市収納課☎32-2518

◎平成29年横手市消防出初式
４日(水)　13:00～浅舞公民館、13:10～増田ふれあいプラザ
５日(木)　 9:15～山内体育館、10:15～大雄庁舎
　　　　 13:00～十文字幸福会館、13:50～ 雄物川体育館
６日(金)   9:20～大森庁舎、9:30～横手体育館
問合せ／市消防本部総務課☎32-1111、または各地域局地域課

横手市医師会だより横手市医師会だより 市立横手病院 小児科　小松 明 医師市立横手病院 小児科　小松 明 医師
『感染症がやってきた』『感染症がやってきた』
　本格的な冬を前に、種々の感染症が流行しています。１歳児を中心にＲＳウイルスやＨＭＶ(ヒト
メタニューモウイルス)による入院ラッシュ、また、インフルエンザＡ型で朝倉小学校が、Ｂ型で皆
瀬小学校が学級閉鎖されました。稲川中学校に端を発したマイコプラズマ感染症もまだ終息してお
らず、十文字や増田方面にも飛び火している状態です。今後の胃腸炎の発生状況も気になるところ
です。診察する側としては、少なくとも感染しないように、マスク装着、手洗い・うがいは継続し
たいところです。御自愛ください。

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

1月1日～3日の
休日救急当番医
の診療時間は､
午前9時から午
後1時です。

31友引

５ 先勝

26友引
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24赤口


