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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

ね・ま～れ『イベント案内』
【第３回荒川セイ子の和紙絵画展】
　２月26日(日)まで、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
【柴田クラ子の絵手紙教室作品展】
　２月27日(月)～３月15日(水)、午
前10時～午後４時 ※初日は正午か
ら、最終日は正午まで
〈共通事項〉　　ね・ま～れ(十文字)
※火曜休館 ☎42-5320

太極拳体験教室
～心身リラックスして健康に～
　２月21日(火)・27日(月)、午前10
時30分～11時30分　　Ｙ2ぷらざ
　無料 ※申込不要　　内履き
　瀬川さん ☎090-7667-6701

リンパケア体験会
　２月22日(水)午後１時～４時
　旭ふれあい館　　1,000円 ※要予約
　大久保さん ☎090-7325-0212

ディンプルアート(ガラスの塗り絵)
体験教室開催!
　２月24日(金)午前10時～午後１時
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　2,500円(材
料費等)　　超透明絵の具を使った
ステンドグラス調の新アート
　一戸さん ☎090-9424-2852

リンパケアについてのお話と体験
　２月24日(金)・３月６日(月)・23
日(木)、午前10時30分～正午
　さかえ館　　500円 ※要予約
　中村さん ☎090-5595-0800

ヨガシャイニングムーン
　２月24日(金)午後６時30分～・３
月４日(土)午後５時30分～・10日
(金)午前10時30分～・24日(金)午後
６時30分～ ※各１時間程度　 　　
　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

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　２月26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３月例会
　３月３日(金)午前10時～　　
　Ｙ2ぷらざ　　卓話(講師：髙橋司
氏)、平成28年度の総括(講師：髙𣘺
健一氏)    小田嶋さん ☎32-9747

土地家屋調査士無料相談会
　３月４日(土)午後１時30分～３時30
分　　湯沢雄勝広域交流センター　　
　土地・建物の登記、土地の境界に関
する相談　　秋田県土地家屋調査士会
湯沢支部　高橋さん ☎0183-72-4885

第149回 南の館『月例市民将棋大会』
　３月５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

横手おやこ劇場　第７回花咲かせ
プロジェクト『チカパンの大道芸!!』
　３月５日(日)午後１時30分～
　サンサン横手　　子ども(18歳未
満)無料、大人１口1,000円以上
　齊藤さん ☎090-2848-0573

煉瓦屋『イベント案内』
【思いっきり歌声喫茶】
　３月９日(木)午後７時～
　1,000円　　贈る言葉ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　３月19日(日)午後１時～　　800円
　『ヒューマニティコミュニケーシ
ョン23年の歩み』、『皆で歌おう!思
い出の歌』  〈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

横手梅若会
『第９回民謡のつどい in 鶴ヶ池荘』
　３月25日(土)午後１時～４時
　鶴ヶ池荘　　会員発表会、梅若社
中ショータイム ※午後５時から交流
親睦会を開催します(３月15日まで要
予約、会費5,000円)　　500円(入浴
代込)　  高橋さん ☎090-6780-7875

コーヒーサロン『和生』開催　～お茶
をしながら、楽しいこと、悩めるこ
と、何でも話してみませんか～
　毎月第１・３火曜日、午前10時～
正午・午後１時～３時　
　秋田県南部男女共同参画センター
　小池田さん ☎090-2361-4687

ザ・宅建塾～民法を学ぼう～
　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  　高橋さん ☎080-6895-5642

バレエ教室生徒募集
　　横手体育館(毎週水曜日)、
大雄交流研修館(毎週金曜日)
　中川原さん ☎090-1065-2093

な な

日

日

日

料

日 料

日

場

料

問

日

場

問

日

場

料 問

日場

問

内

問

場

内

内

場 料
持

日
場

日
場

問

日
場

内

日
場
料

問

日
場 料

問

問

内

問

料

問

日

日

場

料 持

問

日

場 料

問

日

場

問

日

場 料

問

内

料

問場



【申込み・問合せ】〒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
または、各地域局市民サービス課

各種奨学金制度についてお知らせします

※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

社会福祉課

経済対策臨時福祉給付金の申請受付が間もなく始まります
HPページ番号000021731HPページ番号000021731

　経済対策臨時福祉給付金は、平成26年度の消費税引
上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対
し、臨時的な措置として実施するものです。
　給付対象と思われる方には、申請書を３月上旬に送
付します。
◆支給要件及び支給額／平成28年度市民税均等割が非
　課税の方に対し、15,000円を支給します。ただし、
　市民税課税者の扶養親族等になっている方や生活保
　護を受給している方は対象外です。

◆申請受付期間／３月６日（月）～６月６日（火）
※窓口への持参のほか、郵送での申請もできます。
◆支給方法／申請者の指定口座に振込み
※平成28年度分市民税の申告をしていない場合は、支
　給の対象になりませんので、申請の前に申告を済ま
　せてください。
※給付金支給後に、修正申告等により対象要件に該当
　しないことが判明した場合は、給付金を返納してい
　ただきます。

【問合せ】運転免許センター☎018-824-0660または、横手警察署☎32-2250

地域づくり支援課

　道路交通法の一部が改正されます

●臨時認知機能検査の新設
　75歳以上のドライバーが、認知機能の低下が原因と
思われる交通違反をした場合、臨時に認知機能検査を
実施します。
●臨時高齢者講習の新設
　検査の結果、認知機能の低下が認められる場合、臨
時に高齢者講習を実施します。

　高齢ドライバーの認知機能低下を原因とする交通事故を防止するため、３月12日から講習制度が変わります。
●臨時適正検査制度の見直し
　免許更新時や臨時の認知機能検査の結果、認知症の
おそれがあると判定された場合、医師の診断が必要に
なります。認知症と診断された場合や、検査・講習を
理由無く受けなかった場合は、運転免許取消し等の対
象になります。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。

議会事務局

議会を傍聴しませんか
市議会３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／２月27日（月）から３月22日（水）までの24日間
◆日程／
　２月27日（月）本会議【開会、施政方針説明ほか】
　　　28日（火）本会議【議案審議】
　３月７日（火）本会議【会派代表質問】
　　　８日（水）本会議【一般質問】
　　　９日（木）本会議【一般質問】
　　　10日（金）本会議【一般質問】
　　　22日（水）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
◆時間／午前10時から
　※３月22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）

秘書広報課

横手市の情報発信についての
アンケートにご協力ください

HPページ番号000021906HPページ番号000021906

【問合せ】市総務部秘書広報課(本庁舎内)☎35-2162

　今後の市の情報発信をより良いものにすること
を目的にアンケートを行っています。お答えいた
だいた方の中から抽選で20人の方に粗品をプレゼ
ントします。簡単な内容ですので、ご協力をお願
いします。
◆応募方法／市ホームページのアンケートに回答
　を入力し、送信してください。
※右下のＱＲコードからもアクセスできます。
◆応募締切／３月10日（金）
◎アンケートで頂いたご意見・個人情報は、市の
　広報企画の参考および賞品の発送以外の目的に
　使用することはありません。
◎プレゼントの当選者について
　は、厳正なる抽選の上、賞品
　の発送をもって発表にかえさ
　せていただきます。

横手市奨学金貸付制度
◆申込資格／今春、高等学校・大学等に入学を予定
　している方、または在学中の方で、保護者が横手
　市内に住所を有しているなど、一定の要件を満た
　している方
◆貸付金額／
　①高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門
　　学校／月額２万円
　②大学、短期大学、専門課程を置く専修学校／月
　　額４万円

◆定員／ 30人程度
◆申込方法／募集要項は、市学校教育課､ 本庁舎総
　合案内窓口、各地域局(横手を除く)市民サービス
　課で３月上旬から配布します。奨学金貸付願に所
　定事項を記入し、必要書類を添えて提出してくだ
　さい。
◆申込期間／４月３日（月）～28日(金)※必着
※他の奨学金制度と併願､ 併用できます。
※詳しくは、市のホームページをご覧ください。

【申込み・問合せ】〒013-8601 横手市条里一丁目１番64号
市教育委員会学校教育課（条里南庁舎内）☎32-2414

（一財）山下太郎顕彰育英会奨学金・奨励賞制度
①大学奨学生
◆申込資格／今春、大学へ入学される方
◆貸付金額／月額５万円　◆定員／10人以内
◆申込期間／４月１日（土）～28日（金）※必着
◆返還免除／最短修業年限で卒業した時は、貸与し
　た奨学金の60㌫の返還を免除します。
②学術研究奨励賞
　専攻する学術分野において独創的で優れた業績を
挙げた方を表彰するものです。
◆申込資格／県出身、または県内の研究機関に所属
　する方で、平成29年４月１日現在、満40歳未満の方
◆授与人数／２人以内(副賞として100万円を授与)
◆申込期間／３月１日（水）～31日（金）※必着

③地域文化奨励賞
　県内で地域文化向上のため学問、技術、芸術など
の研究を継続的に行い、優れた研究実績を挙げてい
る個人や団体を表彰するものです。
◆授与件数／１件以内（副賞として30万円を授与）
◆申込期間／３月１日（水）～31日（金）※必着
◎奨学生・奨励賞の申込方法
　申請書類は事務局窓口で直接、または郵送により請
求できます。郵送の場合は『○○申請書類請求』と明
記し、140円分の切手を同封してください。奨励賞の
申請書類は育英会のホームページ(http://yamaiku.jp/)
からもダウンロードできます。
※他の奨学金制度と併願できますが、採用決定時点
　でどちらかを選択することになります。

【申込み・問合せ】〒013-0521 横手市大森町字大森145
（一財）山下太郎顕彰育英会☎26-3500

（一財）高橋誠悦育英会奨学金給付制度
　特別な場合を除いて返還の必要はありませんので
ご活用ください。
◆申込資格／
　①横手市出身者
　②国・公立・私立の大学に入学した方、または現
　　在在学している方
　③学業、人物とも優秀で、向学心に富み、心身と
　　もに健康である方
　④学資の支出が困難な方
◆給付金額／年額10万円　

◆定員／８人程度
◆申込方法／申請書類は窓口で直接、または郵送に
　より請求できます。郵送の場合は『奨学金給付願
　書請求』と記入し、120円分の切手を同封してく
　ださい。奨学金給付願等の用紙は育英会ホームペ
　ージ(http://tsik3950.sakura.ne.jp/)からもダウンロ
　ードできます。
◆申込期間／４月１日（土）～４月28日（金）※必着
※他の奨学金制度と併願､ 併用できます。

【申込み・問合せ】〒013-0028 横手市朝倉町６番38号 あさくら館内　（一財）高橋誠悦育英会事務局
☎38-8590　※受け付けは、月・水・金曜の午前９時から午後４時まで

HPページ番号000006605HPページ番号000006605
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『ＩＴスキルを活用した
マーケティングセミナー』開催！

講座

　ビジネスで売れる仕組みを構築するため、マーケテ
ィングに使えるＩＴスキルを活用し、企業の売上アッ
プと付加価値の向上について解説します。
●日時／３月16日(木)午前10時～午後４時※受付９時
40分～　●場所／Ｙ２ぷらざ３階　●参加費／無料
●対象／①横手市内の事業所（非製造業）に勤務して
いる方、または、横手市民で起業を目指している方　
②エクセル(エクセル2010以降を推奨)がインストール
されたパソコンをセミナー当日に持参できる方
●定員／20人程度　●講師／未来基地㈱代表取締役・
高橋佑輔氏※中小企業診断士､日本生産性本部認定経営
コンサルタント　●内容／伸びる会社は知っている！
ＩＴを使った売上げＵＰマーケティング！　●申込方
法／詳細および申し込みは、市ホームページ(ページ
番号000020738）をご覧のうえ、申込書をダウンロー
ドして申し込みください　●申込期限／３月８日(水)
【申込み･問合せ】市商工観光部商工労働課☎32-2115

　横手税務署内に、２月16日(木)から３月15日(水)の
間、申告書作成会場を開設（※土日を除く）します。
開設時間は、午前９時から午後５時までです。会場は
大変混雑しますので､ご利用の際は､開設時間内に申告
書を作成できるよう、午後４時前のご来場にご協力を
お願いします。所得税と贈与税は３月15日(水)､消費
税は３月31日(金)までに申告･納付してください｡国税
庁ホームページを利用すると申告書が作成できます｡
　なお､平成28年分の確定申告からマイナンバーの記載
と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
【問合せ】横手税務署☎32-6090

横手税務署からのお知らせ
『確定申告のご案内』

お知
らせ

人形劇団『クスクス』がやってくるよ！催し

　楽しい人形劇『おむすびころりん』､『日天さん月天さ
ん（ペープサート）』がはじまるよ～
●日時／３月11日(土)午前10時30分～11時30分
●参加料／無料　●対象／おおむね３歳～６歳
●定員／親子35組程度※先着順
●申込期間／２月20日(月)～３月４日(土)
【場所･申込み】市児童センター（Ｙ²ぷらざ２階）
☎32-2426

秋田県スポーツ交流大会
スマイルボウリング参加者募集

募集

●日時／３月12日(日)午前８時30分～受付 ●場所／
大森体育館　●参加料／１チーム1,500円（１人300円
※１チーム５人での申し込みとなります）●その他／
昼食(500円)を希望される方は、申込時にご連絡くだ
さい　●申込締切／２月28日(火)※先着順
【申込み･問合せ】大森スポーツクラブさくら☎26-4167
市大森地域局大森地域課☎26-4073

『第14回雄物川町金峰山かんじき
マラソン大会』参加者募集！

募集

　銀河系宇宙ほらふき決勝大会のほら話から実現した
『かんじきマラソン大会』を今年も開催します。
　たくさんのランナーの参加をお待ちしています。
●期日／３月12日(日)　●競技会場／金峰山(雄物川)
●参加費／2,000円　●申込期限／３月１日(水)
●定員／先着20人　
【集合場所･問合せ】雄物川コミュニティセンター
☎22-5535

第3回成年後見定期相談会のお知らせ相談

　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、気
軽にお申し込みください。
●日程／２月21日(火)午後１時30分～３時30分
●会場／市本庁舎４階会議室
●対象者／横手市民および市内の福祉・保健・医療
関係の事業所に勤務されている方
●相談員／弁護士、社会福祉士　●定員／先着４組
●その他／事前予約制となります。電話でお申し込
みください。
【申込み】市地域包括支援センター(東部)☎35-2160

●入札期間／３月８日(水)～15日(水) ●開札日時／
３月22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
トで『ＢＩＴ(不動産競売物件情報)』をご確認ください
【場所･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

　市内の福祉・ボランティア団体等が、平成30年度に
行う『地域を良くするしくみづくり』や『みんなが幸
せになる活動』の費用を一部助成します。
●助成金額／上限５万円※審査で助成の可否および金
額を決定　●申込期限／３月17日(金)
【申込み･問合せ】横手市共同募金委員会事務局
（市社会福祉協議会内）☎36-5377

～赤い羽根共同募金～
福祉活動応援事業助成団体を募集します

お知
らせ

　経済的理由により就学が困難だと認められる児童生
徒の保護者に対し、小・中学校での学習に必要な費用
の一部を援助しています。援助を希望される方は、学
校から各家庭へ配付される就学援助申請書に記入して
期限までお申し込みください。
　現在就学援助を受けている方も、申請が必要となり
ますので手続きをお願いします。
●申込期限／①現在、小学１年生から中学２年生まで
の児童生徒がいる家庭は３月17日(金)　②４月に小学
校へ入学する児童のみの家庭は４月17日(月)
【申込み】市教育指導部学校教育課(条里南庁舎内）　
☎32-2414

平成29年度　就学援助のお知らせ
お知
らせ

　あきた結婚支援センターに登録し、出会い・結婚支
援システムを利用してみませんか。
●必要書類／入会申込書、本人確認書類(免許証等)､
独身を確認できる書類(戸籍抄本)
●入会登録料／10,000円（登録日から３年間有効、入
会後、登録料以外の費用は一切かかりません）
【問合せ】あきた結婚支援センター南センター☎38-8801
または、市総合政策部経営企画課☎35-2164

ステキな出会い応援します
あきた結婚支援センター

お知
らせ

　さまざまな用途で、横手にぎわい商品券を贈る方が
増えています。これからの季節、進級進学などのお祝
い等に商品券はいかがですか？
◎ご使用をお忘れなく!!
　横手にぎわい商品券の使用期限は、発行日より６カ
月です。商品券の期限切れにご注意ください。
【問合せ】横手市共通商品券実行委員会
(横手商工会議所内) ☎32-1170

横手にぎわい商品券を、
あなたの大切な人に贈りませんか？

お知
らせ

　平成28年度に実施した複十字シール運動募金に、横
手市全体で1,357,399円の募金をいただきました。市
民の皆さんにご協力いただき厚くお礼申し上げます。
　複十字シール運動の目的は、結核・肺がん・慢性閉
塞性肺疾患などの呼吸器疾患をなくし、健康で明るい
社会をつくることです。
　集められた募金は、途上国の結核対
策､結核予防の広報や教育資材の作成､
結核の調査研究費などの事業資金に役
立てられます。今後も本運動へのご理
解とご協力をよろしくお願いします。
【問合せ】市健康福祉部健康推進課☎33-9600

複十字シール募金への
ご協力ありがとうございました

お知
らせ

　住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置が義務付
けられています。大切な命や財産を火災から守るため､
まだ設置されていない方は、早めに設置しましょう。
【問合せ】市消防本部予防課☎32-1218

火災から命を守る住宅用火災警報器
お知
らせ

横手市男女共同参画フェスティバル！催し

　『一人ひとりが輝き、自分らしく生きられるまち』の
実現に向け、男女共同参画について考えるきっかけに
していただけるよう、男女共同参画フェスティバルを
開催します。お気軽にご来場ください。
●日時／２月25日(土)午後１時～４時　●場所／Ｙ２

ぷらざ　●参加費／無料　●内容／ブラボー中谷マジ
ックショー、講演会(講師:後藤大平氏)、山内唄おう
踊ろう会､男女共同参画対話劇､もちまき・おかしまき
●託児／あり(無料)※２月17日(金)まで要申込み
【申込み】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2158

ボランティア芸能フェスティバル催し

　横手地区ボランティア連絡協議会に登録し、高齢者
福祉施設等でボランティア活動をしている団体が、日
頃の活動を発表します。芸能ボランティア活動に関心
のある方のほか、どなたでもご覧になることができま
す。お気軽にお越しください。
●日時／３月12日(日)午後１時～４時※開場０時30分
●会場／ふれあいセンターかまくら館 ●入場料／無料
【問合せ】横手地区ボランティア連絡協議会事務局
(市社会福祉協議会横手福祉センター内）☎33-8668

南部シルバーエリア『イベント案内』
作品展・陶芸教室・料理教室

講座

◎作品展『ほろわんぱーく展』保呂羽山少年自然の家
●期間／３月20日(月･祝)まで　●時間／午前９時～
午後５時　●入場料／無料
◎陶芸教室『陶器のかぶと』(大人・先着10人）
●日時／２月25日(土)午前10時～　●参加費／600円
●引渡し／４月下旬　●持ち物／エプロン
◎料理教室『玄米ご飯・大豆ステーキ・わかめスー
プ・いちご大福・有機三年熟成番茶』
●日時／３月26日(日)午前10時～ ●参加費／1,000円
(材料費等) ●講師／鈴木佳子氏　●定員／先着20人
●申込開始／２月21日(火)～　●持ち物／エプロン､
三角巾、筆記用具
≪共通事項≫
【場所･申込み】南部シルバーエリア☎26‒3880

わたし力(ぢから)ＵＰ!講座
『コサージュをつくろう！』

講座

●日時／２月28日(火)午前10時15分～11時30分※受付
午前10時 ●場所／Ｙ２ぷらざ３階 ●参加費／1,000円
●対象／子育て中のお母さん　●定員／先着10人程度
●託児／あり※要申込み(お子さん１人につき500円）
●申込期限／２月21日(火)
【申込み】市子育て支援センター☎32-2426

フラワーアレンジメント教室参加者募集講座

　プリザーブドフラワーと、アーティシャルフラワー
（造花）のコラボアレンジメント。コサージュにもで
きます。
●開催日／３月６日(月) ●時間／午前９時30分～正午
●場所／山内公民館(地域局２階）●材料費／2,000円
●定員／先着10人　●募集期限／２月22日(水)※材料
費を添えてお申し込みください　●持ち物／ハサミ、
エプロン、作品を入れる袋　
【申込み･問合せ】市山内地域局山内地域課☎53-2187

チーム・プラスＹ事業
『発酵・食農フォーラム』を開催します！

催し

　発酵文化･伝統食として身近な‶横
手の味噌"の再発見や、横手産を食
材とする料理の普及、また、幼少期
からの食育活動や地産地消の大切さ
などを考えていただく絶好の機会で
す。ぜひご参加ください！
●日時／２月25日(土)午後１時～
※開場０時30分～　●入場料／無料
●会場／ふれあいセンターかまくら館　
●内容／１時～横手の食材を使ったレシピコンテスト
2016表彰式､よこて発酵文化研究所『よこて味噌(仮)開
発プロジェクト』発表会・２時～上映会『いただきます
みそをつくるこどもたち』・３時30分～講演会『味噌と
日本人』～食育にみる味噌の効用～(講師:小泉武夫氏)
【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

介護をネタに楽しい交流会！
ぶっちゃけ～！介護者リフレッシュ交流会

催し

●日時／２月25日(土)午前10時～午後０時30分
●場所／あさくら館(朝倉公民館）●参加費／100円
●対象／在宅で家族を介護している方､将来在宅介護を
する可能性のある方､支援者･介護福祉関係者､介護に
関心のある方 ●内容／介護ドタバタ奮闘記？､ぶっち
ゃけ生トーク､情報提供タイム､たかはらてるお生歌＆
生演奏､豚汁＆おにぎり＆交流会 ●その他／当日参加
も可能ですが、事前に申し込みいただければ幸いです
【申込み】ゆめ協働隊(高橋)☎23-5227　 23-5234
　sgr＠e-mail.jp

横手市子どもの貧困対策推進計画(案)への
意見を募集しています

募集

　横手市子どもの貧困対策推進計画(案)について意見
募集(パブリックコメント)していますので、ご意見を
お寄せください。
●募集期限／３月10日(金)必着　
●閲覧方法／子育て支援課、または各地域局市民サー
ビス課、学校教育課で閲覧するか、市のホームページ
(ページ番号000021879)からダウンロードしてご覧く
ださい
●意見の提出方法／閲覧場所に備え付けの意見提出用
紙に記入のうえ､子育て支援課まで郵便､ファクス､電
子メール､持参のいずれかの方法で提出してください｡
用紙は市ホームページからもダウンロードできます。
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課（本庁舎内）
☎35-2133　 32‒9709　 kosodate＠city.yokote.lg.jp
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※１月末現在（先月末比)

人口　93,111人  （-132）
男　44,076人  （-51）
女　49,035人  （-81）

世帯　34,447世帯 （-13）

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……２月15･22日､３月１日
増田図書館……２月20･27日､３月１日
平鹿図書館……２月21･28日､３月１日
雄物川図書館…２月15･22日､３月１日
大森図書館……２月21･28日､３月１日
十文字図書館…２月15～17･22日､３月１日
山内図書室……２月18･19･25･26日､
　　　　　　　３月４･５日
大雄図書室……２月19日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………２月21･28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
　…………………………２月20･27日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………２月15日
ゆとり館…………………２月21･28日
えがおの丘………………２月20･27日
大森健康温泉……………２月20･27日

ゆとりおん大雄…………２月16日､３月２日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………２月15･22日､３月１日
　西･南部 ……………２月18･19･25･26日､
                    ３月４･５日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………２月20･27日
南部シルバーエリア…２月20･27日
※２月６日～３月17日は、改修工事のため入
　浴は休業します｡(営業時間９時～17時）

相
談

診
療
日

善
意

２月19日(日)「トイストーリー｣
２月26日(日)「猫の恩返し」

【 81分】
【 75分】
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19大安

26友引25大安24仏滅22友引

18仏滅17先負16友引15先勝

20赤口

３ 先勝２ 赤口 ４ 友引 ５ 先負28仏滅 ３/1

梨木水かぶり

▼8:30～､梨木愛宕神社(十文字）
増田梵天まつり

▼9:30～､増田七日町通り商工会前
駐車場～三所神社
よこいち。

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

梵天コンクール

▼9:30～､市役所本庁舎前
旭岡山神社梵天奉納祭

▼10:00～､市役所本庁舎前～旭岡
山神社
第26回あきた十文字映画祭

▼～19日､十文字文化センター

横手市民スキー大会アルペン競技

▼8:30～､天下森スキー場
十文字雪まつり2017

▼9:00～､道の駅十文字
金澤八幡宮ぼんでん

▼14:00～､金澤八幡宮鳥居前

木戸五郎兵衛神社
梵天・恵比寿俵奉納祭り

▼11:00～､木戸五郎兵衛神社(雄物
川町沼館）

平成28年度横手市スポーツ賞授与式

▼15:00～､松與会館

‶スポーツ"ＹＵＫＩＹＯＳＥ世界大会
ｉｎ よこて

▼10:00～､詳細は市報２月１日号
15ページ

ひな人形展 お茶会

▼13:30～､雄物川郷土資料館

横手市男女共同参画フェスティバル

▼13:00～､詳細は４ページ
発酵・食農フォーラム

▼13:00～､詳細は４ページ

後三年合戦金沢資料館特別展示
『戎谷南山展第二部』

▼～3月12日､9:00～､後三年合戦金
沢資料館
絵画×物語～描かれたストーリー

▼～4月16日､9:30～､秋田県立近代
美術館

ひな人形展
－郷土に伝わる土人形とつるし飾り－

▼～4月16日､9:00～､雄物川郷土資
料館

かまくら

▼～16日､18:00～､市役所本庁舎前
道路公園､横手公園ほか

月 日

２月19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)

38-8951小田嶋まさる内科(横手)

32-5124平鹿総合病院(松元医師・阿部医師※１)
32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)

２月26日(日)
35-2666こはま泌尿器科クリニック(横手)

32-5001市立横手病院(細谷医師)

42-0421高橋医院(十文字)

32-5124平鹿総合病院(西成医師)
３月５日(日)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院

◎横手市へ
　大沼政子さん
◎横手市サンハイムへ
　協和ふわりぃ基金／齋藤幹夫さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　ＮＰＯ法人ハートアライズ／将軍横手店
　公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
　後藤周吉さん／五十嵐正子さん／石井光幸さん
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　中安甲吉さん
◎居宅支援センター森の家へ　
　扇佳流扇好会

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　２月15･22･29日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　２月27日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　２月21･28日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　２月16･23日､３月２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
　２月15日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　２月22日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　２月24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)
　３月１日(水)／Y2ぷらざ３階相談室(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎33-8668(社会福祉協議会)
◎行政相談（問合せ／市生活環境課☎35-4099）
　２月20日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　２月21日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　２月24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)
　２月21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)
　２月22日(水)／ゆとり館(平鹿）(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
◎人権相談（問合せ／市生活環境課☎35-4099）
　２月22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・金曜／本庁舎１階相談窓口☎32-2111(内線8528)
　※月曜が祝日の場合、火曜に実施します
◎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
（１月１日～１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

0.05～0.07

大安

６ ７ 大安 ８ 赤口 ９ 先勝 11先負 12仏滅仏滅

※１…耳鼻科の医師も診察します

かまくらや各地域の雪まつり行事の詳細については、市報２月１日
号６･７ページの『横手の雪まつり』をご覧ください。

横手市医師会だより横手市医師会だより 西成医院　西成 忍 医師西成医院　西成 忍 医師
『在宅医療と自宅での看取り』『在宅医療と自宅での看取り』
　住み慣れた自宅で最期を迎えたいという希望が増えています。横手市医師会では往診などの在宅
医療に力を入れており、市内には在宅医療に対応している医療機関がたくさんあります。在宅診療
では検査や治療に限界はありますが、訪問看護や介護サービスなどの多職種連携を利用することで、
安心して自宅での看取りが可能です。『重い病気で医療機関に通えない状態になったら？』あるいは
『歩けなくなって今までの医療機関に通えなくなった場合はどうしよう？』こんな時は迷わずに医
療機関に、かかりつけ医がいない場合でも地域包括支援センターにご相談ください。

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

献
血

月 日 場 所 受付時間

３月５日(日)
横手

２月24日(金)
横手

２月21日(火)
横手

イオンリテール㈱イオン横手店 10:00～11:45
13:00～16:00

横手警察署 10:00～12:30
市立横手病院 14:00～16:00

西東北日野自動車㈱横手支店 10:00～10:45
秋田いすゞ自動車㈱横手営業所 12:15～13:00

横手興生病院 14:15～16:00

※原則400ml献血のみの受付となります

◎第72回市民医学講座
日時／３月11日(土)14:00～16:00
場所／かまくら館
内容／『糖尿病ってどんな病気？～糖尿病とその合併症について～』
　　　『放っておくと とっても怖い糖尿病 糖尿病性腎症と透析療法について』
問合せ／横手市医師会事務局☎33-6911

◎市税等の納期限です
国民健康保険税８期
介護保険料８期
後期高齢者医療保険料８期
問合せ／市収納課☎32-2518

◎防災ラジオ試験放送日
　毎月第二水曜、11:45頃から防
災ラジオの試験放送を行います｡
問合せ／市危機管理課☎35-2195

27先負

21先勝 23先負

大安

10友引


