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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』
【第２回佐藤家 嫁・姑の『ごてんま
り・押し花・エコクラフトアートプ
リント』二人展】
　３月16日(木)～30日(木)、午前10
時～午後４時 ※初日は午後１時から
【佐藤政子の『押し花教室生徒作品展』】
　３月31日(金)～４月15日(土)、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

どなたでも参加可能!
『初心者硬式テニス教室』
　３月18日(土)午前10時～正午
　横手体育館　　無料 ※申込不要
　内履き ※ラケット貸出可
　高橋さん(午前９時～午後５時対
応可) ☎090-4880-3561

響け歌のWA!コンサート団員募集
～子供から大人まで～
　練習日：３月18日(土)・26日(日)･
４月９日(日)・22日(土)・30日(日)､
午後１時30分～ ※７月23日(日)コ
ンサート予定　　横手女性センター
　ジブリ作品と高橋優さんの曲　
　富樫さん ☎090-5831-0643

横手山岳協会『第23回 山の写真展』
　３月24日(金)～27日(月)、午前９時
～午後５時 ※最終日は午後４時まで
　Ｙ2ぷらざ　　会員が撮影した県
内外の山岳風景や高山植物の写真約
80点　 無料　 山崎さん ☎53-3131

とっぴんぱらりのプー
第161回『昔語りの会』
　３月25日(土)午後１時30分～　
　こうじ庵(鍛冶町)　　無料
　菅原さん ☎080-5225-5903

太極拳体験教室～心身リラックス!
太極拳してみませんか～
　３月25日(土)・４月１日(土)、午
後６時～７時　　Ｙ2ぷらざ
　無料 ※申込不要　　内履き
　瀬川さん☎090-7667-6701

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　３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

オカリナ初心者体験とミニコンサート
　３月26日(日)午後２時30分～
　サンサン横手 　無料　 県南オカ
リナ 日高見さん ☎090-4918-4674

mama's ハンドクラフトマーケット
　４月２日(日)午前９時～午後５時
　イオンモール大曲１階花火の広場
　給食袋、レッスンバッグなどの入
学用品やハンドメイド品の販売　
　手作り雑貨マーケット
☎090-7666-6001

第150回 南の館『月例市民将棋大会』
　４月２日(日)午前10時～　
　十文字文化センター　
　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

神崎りく(湯沢市出身）
『新曲発表会＆感謝祭』
　４月２日(日)午前11時～午後０時
30分　　横手典礼会館　　2,000円
(食事付) ※申込期限:３月25日(土)
※ゲスト出演：伊藤可奈子(オカリ
ナ演奏)、石川陽子(日本舞踊)、加
藤久(なまはげ伝導士）
　斧谷さん ☎090-1492-5968

煉瓦屋『イベント案内』
【思いっきり歌声喫茶】
　４月６日(木)午後７時～ 　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
　４月16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

ヨガシャイニングムーン
　４月８日(土)午後５時30分～・14日
(金)午前10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

パパ'Sサークル『ピーターパン』
　４月15日(土)・５月13日(土)、午
前10時～正午　　秋田県南部男女共
同参画センター　　ネイチャーゲー
ム(４月)、バルーンアート(５月)　
　無料　 長谷川さん ☎090-2955-8246

南部シルバーエリア『イベント案内』
【料理教室のご案内】
　４月15日(土)午前10時～
　1,000円(材料費、参加費)
　エプロン、三角巾、筆記用具
　20人 ※３月22日(水)から申込開始
講師：照井律氏　　長岡赤飯、稲庭
寒天、黒糖バナナ寒天
【陶芸教室～麺皿＆そばちょこ～】
　４月22日(土)午前10時～　 1,100円
　10人 ※大人対象　 エプロン　
〈共通事項〉　　
　　南部シルバーエリア☎26-3880

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
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おひなさま、かわいいな
雄物川郷土資料館特別展
『ひな人形展－郷土に伝わる土人形とつるし飾り－』
４月16日まで開催



継続して国民年金の学生納付特例を受ける場合の手続き
　所得が少なく保険料を納めることが困難な学生の
方は、申請により保険料の納付が猶予される学生納
付特例制度が利用できます。
◆平成28年度に学生納付特例を受けていた方で、平
　成29年度も引き続き在学予定の方は…
　３月下旬に基礎年金番号等が印字されたハガキ形
式の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付さ

れます。同一の学校に在学している方は、このハガ
キに必要事項を記入して返送することにより、平成
29年度の学生納付特例の申請ができます（学生証の
写し等は不要）。
※平成29年度は納付特例を利用せず、保険料の納付
　を希望される場合は、お手数ですが年金事務所に
　ご連絡ください。

HPページ番号000007696HPページ番号000007696

会社を退職したときの年金の手続き
　厚生年金や共済年金に加入していた方で、60歳未
満で退職（失業）した方、または退職した方に扶養さ
れていた配偶者で60歳未満の方は、退職（失業）した
日から14日以内に国民年金加入の届け出が必要です。
◆届出方法
　年金手帳、印鑑、退職した日付がわかるもの（社
会保険喪失証明書等）、保険料の口座振替を希望さ
れる場合は預金通帳と預金通帳届出印を持参し、手
続きしてください。
《保険料の免除・猶予について》
　所得が少ないなどの理由により国民年金保険料を
納めることが困難な場合、申請により納付を免除、

または猶予する制度があります。保険料を未納にす
ると、将来年金を受給できなくなることがあります
ので、未納のままにせず、免除・猶予制度をご利用
ください。
◆申請方法
　年金手帳と印鑑を持参し、申請してください。
《退職時の特例免除制度について》
　退職（失業）した方は特例が受けられ、免除が受け
やすくなります。配偶者、世帯主が退職した場合に
も対象となりますので、免除を申請する際には、退
職した方の雇用保険受給資格者証、または離職票を
持参し、手続きしてください。

HPページ番号000001277､000007696HPページ番号000001277､000007696

健康保険の手続きはお早めに！ 
　就職・退職などで健康保険が変更になる場合は手
続きが必要です。変更（異動）日から14日以内に国保
年金課、または各地域局市民サービス課で手続きし
てください。
◆社会保険等に加入した方へ 
　社会保険等に加入したときは、必ず国民健康保険
の喪失手続きを行ってください。社会保険等加入後
に横手市の国民健康保険を使用した場合、市が病院
等に支払った医療費（医療費総額の７～９割）を返還
していただくことになります。
◎国民健康保険の加入は、届け出が遅れた場合でも
　異動のあった日までさかのぼります。退職等で職
　場の健康保険を脱退する場合は、任意継続保険の
　制度もありますので退職前にご確認ください。

※印鑑は、世帯主の方のシャチハタ印等スタンプ式
　でないものを持参してください。
※いずれの手続きにも個人番号（マイナンバー）が確
　認できる通知カード等を持参してください。

HPページ番号000001279HPページ番号000001279

福祉医療費受給者証『マル福』について
　福祉医療費受給者証をお持ちの方の加入している
健康保険の変更や、氏名や住所が変わったときは、
14日以内に変更の届け出が必要になります。 
　また、今まで助成を受けることができなかったひ
とり親家庭の児童やその親、高齢身体障がい者、重
度心身障がい（児）者の方で、所得や控除の変わった

方、社保本人でなくなった方は、新たに助成を受け
られる場合がありますのでお問い合わせください。
※乳幼児及び小学生の医療の助成は、平成28年８月
　から中学生まで拡大しています。
※福祉医療費は、毎年７月に更新手続きがあります。
　忘れずに更新期間中の手続きをお願いします。

HPページ番号000001304HPページ番号000001304

【問合せ・申請先】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
【年金の問合せ】大曲年金事務所☎0187-63-2296

国保年金課

国民健康保険、国民年金等の手続きについてお知らせします

【問合せ】市選挙管理委員会事務局（本庁舎内）☎35-2161

※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

選挙管理委員会

～まず行こう！その行動が秋田力‼～
４月９日（日）は、秋田県知事選挙の投票日です

HPページ番号000021880HPページ番号000021880

◆投票できる方
　年齢／平成11年４月10日以前に生まれた方。
　住所／平成28年12月22日以前から横手市に居住し、
　　　　住民基本台帳に登録されている方。
　※12月23日以降に横手市に転入された方は、前の住
　　所地での投票となります。
◆投票所・入場券
　入場券に記載されている投票所を確認してくださ
い。入場券は、棄権防止と本人確認をスムーズに行う
ため、ハガキでお送りしています。
　投票日が近くなっても届かない場合は、選挙管理委
員会までご連絡ください。
◆選挙公報
　４月７日までに市政協力員を通じて各世帯に配布さ
れます。
　届かない場合は、各地域局地域課または選挙管理委
員会までお問い合わせください。
◆不在者投票
　病院や老人ホーム等に入院や入所されている方は、
指定施設であれば、不在者投票ができます。病院や施
設の職員にご確認ください。

◆郵便投票
　郵便投票証明書をお持ちの方は、４月５日まで投票
用紙を請求することで自宅から郵送で投票できます｡
詳しい内容については、選挙管理委員会までお問い合
わせください。
◆期日前投票
　投票日に都合が悪い方は、期日前投票を行いましょう｡
　期間／３月24日（金）～４月８日（土）
　場所／お住まいの地域に限らず、どこの期日前投票
　　　　所でも投票できます。

市民課
HPページ番号000013453HPページ番号000013453

　年度末・年度初めは、転勤・就職・進学などで住所
変更などの手続きが増え、窓口が大変混雑します。そ
のため、休日に住民異動届（転入・転出・転居など）の
受け付けや関連する届け出ができるよう臨時窓口を開
設しますのでご利用ください。　

◆開設日時／３月25日（土）、４月１日（土）
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
◆開設場所／市役所本庁舎（かまくら館隣）１階
　　　　　　市民課、国保年金課、福祉総合の各窓口
※本庁舎以外の窓口は開設しませんのでご注意くださ
　い。
◆取扱業務／
　○転入・転居・転出などの住民異動届の受け付け　
　○印鑑登録の受け付け
　○住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の交付
　○住民税課税証明書、固定資産税評価証明書、納税
　　証明書の交付
　○マイナンバー通知カード・個人番号カード関係業務
　○国民年金資格関係手続きの受け付け　

　○国保資格取得・喪失手続きの受け付け
　○福祉医療費・後期高齢者医療に関する受け付け
　○児童手当に関する手続き　
※関係機関への問い合わせが生じた場合や必要な資料
　が整っていない場合は当日手続きができません。再
　度、平日に来庁していただくことになりますので、
　あらかじめご了承ください。　
※出生・婚姻・死亡などの戸籍届け出は通常の休日と
　同じく、日直の取り扱いになります。

◎取扱できない業務／
　パスポートの申請・交付、障がい・児童扶養手当等
の手続きなどは、関係機関が休業しているため取り扱
いできません。

　【問合せ】
　○市市民生活部市民課　　　 ☎35-2176
　○市市民生活部国保年金課　 ☎35-2186
　○市健康福祉部子育て支援課 ☎35-2133

国保の方が社保等
に加入

社保等を脱退して
国保に加入

国保の方が他の市
町村へ転出

国保の学生の方が
修学のために転出

社保等の保険証または資格取得
証明書、国保の保険証、印鑑

社保等の資格喪失証明書、印鑑

国保の保険証、印鑑

国保の保険証、在学証明書、
印鑑

転入、転出の手続きができる休日臨時窓口を開設します

市役所本庁舎、
平鹿・雄物川・山内・大雄の
各地域局、
増田地区多目的研修センター、
大森就業改善センター、
十文字B＆G海洋センター

イオンスーパーセンター横手南店
２階　特設会場

午前８時30分から
午後８時まで

午前10時から
午後８時まで

期日前投票所名 投票時間

届出が必要なとき 届出に必要なもの
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『不動産鑑定評価の日』
無料相談会を開催します

相談

　地価公示・地価調査等の標準価格、その他不動産の
価格、賃料など不動産鑑定に関する相談に応じます。
　予約や事前申込等は不要です。当日会場へ直接お越
しください。場合によっては多少お待ちいただくこと
があります。
●日時／４月７日(金)午後１時30分～４時30分
●場所／Ｙ2ぷらざ ３階 研修室２
【主催･問合せ】(一社)秋田県不動産鑑定士協会
(不動産鑑定士千田幸紀)☎018-884-1509

『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、借金を抱えお悩み
の方々からの相談に応じています。
　借金問題はさまざまな方法で必ず解決できます。
　一人で悩まず、ご相談下さい。相談は無料です。
●受付時間／月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除く)
①午前８時30分～正午　②午後１時～４時30分
【場所･問合せ】東北財務局秋田財務事務所理財課
(秋田市山王７丁目１‒４ 秋田第二合同庁舎３階）
☎018-862-4196

第3回屋根雪対策実証実験の市民報告会催し

 ようやく厳しい冬が過ぎました。３回目になる市民
報告会を次のように行います。実際に同一住宅に施工
した各種融雪装置の効果や問題点を検証しています。
　事前の申し込みは不要です。
●日時／３月26日(日)午後１時30分～３時
●場所／Ｙ２ぷらざ３階
【問合せ】横手市の新しい屋根雪対策を考えるＮＰＯ
事務局(高橋)☎080-5550-6263

●入札期間／４月５日(水)～12日(水)
●開札日時／４月19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

●お題／『語』※歌に詠む場合は『語』の文字が詠み
込まれていればよく､『語感』、『物語』のような熟語に
しても差し支えありません
●詠進期限／９月30日(土)
●送付先／〒100-8111宮内庁
※封筒に『詠進歌』と書き添えてください
【問合せ】宮内庁ホームページにある『詠進要領』を
お読みいただき、疑問がある場合には、宮内庁式部職
あて、郵便番号、住所、氏名を記入し返信用切手を貼
った封筒を添えて、９月20日(水)までにお問い合わせ
ください
※宮内庁ホームページhttp://www.kunaicho.go.jp/

平成30年歌会始のお題・詠進歌について
お知
らせ

　協会けんぽは、主に中小企業の従業員とそのご家族
の皆さんが加入する健康保険です。健康保険料率は、
全国との医療費格差の拡大などにより、平成29年４月
納付分から10.16㌫（現行10.11㌫）に引き上げとなり
ます。また、40歳から64歳までの方に対する介護保険
料率は、全国一律1.65㌫（現行1.58㌫）へ引き上げと
なります。
　厳しい経済情勢ではありますが、加入者の皆さんの
健康を支え、安心して医療サービスを受けていただく
ためにも、ご理解のほどよろしくお願いします。
【問合せ】全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部
☎018-883-1841

協会けんぽの保険料率が
４月納付分から変わります

お知
らせ

　４月から粗大ごみの戸別収集(予約制)を再開します｡
　地区ごとに月２回の頻度での収集となります。
　なお、十文字・横手・雄物川地区の１回目は４月の
第１週になっていますので、３月27日までご予約して
いただくようお願いします。(別途粗大ごみ収集券を
購入していただく必要があります）
【予約･問合せ】協同組合横手環境協議会☎38-8005

粗大ごみの戸別収集を再開します
お知
らせ

●場所／市建設部都市計画課（県平鹿地域振興局内）
●所在地／横手市旭川一丁目３番41号
【問合せ】市建設部都市計画課☎32-2408

横手都市計画道路　八幡根岸線
事業計画認可図書縦覧中

お知
らせ

●受験資格／
１.昭和62年４月２日～平成８年４月１日生まれの方
２.平成８年４月２日以降生まれで次に掲げる方
(１)大学を卒業した方、および平成30年３月までに大
学を卒業する見込みの方　(２)人事院が(１)に掲げる
方と同等の資格があると認めた方
●採用予定者数／労働基準監督Ａ（法文系）約170人
　　　　　　　　労働基準監督Ｂ（理工系）約40人
『第一次試験』
●日時／６月11日(日)
午前９時35分(試験開始)～午後６時５分(試験終了)
●場所／秋田大学教育文化学部３号館(予定)
●申込方法／インターネットにより行ってください
●申込期間／３月31日(金)午前９時～４月12日(水)
●インターネット申込専用アドレス／
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
※インターネット申し込みができない環境にある場合
は、秋田労働局総務課、県内各労働基準監督署および
各公共職業安定所で受験申込書の交付を受け、郵送ま
たは持参してください。郵送または持参される場合は
申込期間が短いので注意してください。
●郵送または持参の申込期間／
３月31日(金)～４月３日(月)※通信日付印有効
【問合せ】秋田労働局総務課☎018-862-6681

平成29年度労働基準監督官採用試験の
お知らせ

お知
らせ

　市に納税義務のある方は、市内の土地や家屋の評価
額を記載した帳簿を縦覧し、自分の資産の評価額が適
正かどうかを他の資産と比較することができます。
　また、縦覧期間中は固定資産課税台帳を無料で閲覧
でき、自分の資産の評価額や課税標準額、税額を知る
ことができます。ご覧いただく際は、申請者がご本人
であることを確認できる身分証明書（運転免許証、マ
イナンバーカードなど）をご持参ください。
　なお、代理人の場合は委任状が必要になります。
●縦覧閲覧期間／４月３日(月)～５月31日(水)
※土日、祝日を除く
●時間／午前８時30分～午後５時15分
●縦覧場所／市市民生活部税務課（本庁舎２階）
●閲覧場所／市市民生活部税務課、または各地域局市
民サービス課
【問合せ】市市民生活部税務課☎32-2767

平成29年度の土地・家屋評価額を
縦覧します

お知
らせ

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、再就職を希望される方が対象です。
◎金属加工技術科
◎住宅リフォームデザイン科
●訓練期間／５月９日(火)～10月30日(月)
●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／３月24日(金)
【場所･問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

　すべての産業および労働者に適用される『秋田県最
低賃金』は、平成28年10月６日から『時間額716円』
に改正されています。また、特定の産業に適用される
４つの『特定最低賃金』も次のとおりです。
　なお､特定最低賃金が適用される事業所であっても､
18歳未満、65歳以上、雇入れ後６カ月未満で技能習得
中、清掃等軽易な業務に従事しているなどの労働者に
ついては、秋田県最低賃金が適用されます。
●特定最低賃金(時間額)／
◎非鉄金属製錬・精製業：834円
◎電子部品･デバイス等製造業：766円
◎自動車・同附属品製造業：805円
◎自動車(新車)、自動車部分品･附属品小売業：794円
【問合せ】秋田労働局賃金室☎018-883-4266、または
最寄りの労働基準監督署

必ずチェック最低賃金！
使用者も労働者も

お知
らせ

水辺のふれあいフェスタ
『サケの稚魚放流体験会』

催し

　横手南ロータリークラブと横手川漁業協同組合の共
催でサケの稚魚を約３万匹放流します。
●日時／４月２日(日)午前10時放流（雨天決行）
●場所／横手川蛇の崎川原
●参加費／無料
※事前申し込み不要
●持ち物／バケツ、長靴
【問合せ】市まちづくり推進部
横手地域課☎32-2725

　林業の仕事をしていたことはありませんか？林退共
制度に加入していて、退職金をまだ受けとっていない
方を探しています。以前、林業の仕事をしていたが、
ご自身が林退共へ加入していたのか分からないという
方についてもお調べします。また、罹災された共済契
約者および被共済者の皆さんに対し、各種手続(共済
手帳の紛失､退職金の請求等)の必要が生じた場合はで
きる限り速やかに対応しますので、最寄りの支部また
は本部へお問い合わせ、ご相談ください。
【問合せ】独立行政法人勤労者退職金共済機構林業退
職金共済事業本部☎03-6731-2887   03-6731-2890
詳しくはホームページでもご案内しています
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

林業退職金共済制度(林退共)からの
お知らせです

お知
らせ

2017年度 秋田県オルガン奏者養成講座
募集要項

講座

●期日・内容等／６月から翌年３月までの間に、各一
時間程度・全６回実施の個人レッスンと、公開講座等
を各コースとも受講していただきます
●会場／アトリオン音楽ホール・第３練習室
●受講料／一人50,000円
●対象／①初級コース：中学生以上で、ピアノ演奏の
能力がある方。また、期間を通じて十分な練習時間を
確保できる意欲のある方　②フォローアップコース：
秋田県オルガン奏者養成講座修了生、ならびに他のホ
ールで同等の経験を一定期間した方
●募集人員／①、②合計20人
●講師／香取智子（アトリオン音楽ホール　オルガニ
スト)・椎名雄一郎（外部講師）
●申込方法／所定の申込用紙の必要事項を記入の上、
郵送で４月７日(金)まで必着で申し込みください※申
込用紙は、秋田アトリオン事業部窓口で配布している
ほか、アトリオン音楽ホールのホームページからダウ
ンロードできます
【申込み･問合せ】秋田アトリオン事業部
☎018-836-7803   018-836-7868

ねんりんピック秋田 2017
（ラージボール）卓球交流大会秋田県予選会

募集

●日時／４月９日(日)午前９時30分～開会式
●会場／秋田県立体育館
●競技種目／60歳以上男女シングルス・65歳以上男女
シングルス・70歳以上男女シングルス
●参加資格／
①本協会に加入し、試合当日
までに平成29年度の登録を完
了した方　②平成29年４月１
日以降引き続き居住、または
勤務している方　③平成30年
４月１日現在で、各種目の年
齢(満年齢)に達する方　④健康診断を受けた方
●参加料／シングルス１人1,100円※申込締切日前に
本協会振込用紙により郵便局に振り込むこと
●申込方法／種目別・男女別に、県協会の申込用紙に
記入し、メールまたは郵送で申し込みください
●申込期限／３月30日(木)必着
【申込み･問合せ】秋田県卓球協会☎018-824-2166

市報よこて  2017.3.1505 市報よこて　2017.3.15 04

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン



市報よこて　201７.３.1５07 市報よこて　201７.３.１５ 06

月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※２月末現在（先月末比)

人口　92,951人  （-160）
男　43,999人  （-77）
女　48,952人  （-83）

世帯　34,401世帯 （-46）

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……３月15･22･29日､４月３･５日
増田図書館……３月21･27日､４月３日
平鹿図書館……３月21･28日､４月３･４日
雄物川図書館…３月15･22･29日､４月３･５日
大森図書館……３月21･28日､４月３･４日
十文字図書館…３月15･22･29日､４月３･５日
山内図書室……３月18～20･25･26日､
　　　　　　　４月１･２日
大雄図書室……３月19･20日､４月２日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………３月21･28日､４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
　…………………………３月21･27日､４月３日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………３月15日
ゆとり館…………………３月21･28日､４月４日
えがおの丘………………３月21･27日､４月３日
大森健康温泉……………３月21･27日､４月３日

ゆとりおん大雄………３月16日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………３月15･20･22･29日､
                    ４月５日
　西･南部 ……………３月18～20･22(午後)･
                    25･26日､４月１･２日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………３月21･27日､４月３日
南部シルバーエリア…３月21･27日､４月３日
　　　※３月18日浴場リニューアルオープン

相
談

診
療
日

善
意

３月19日(日)「トイストーリー ２｣
３月26日(日)「カールじいさんの空飛ぶ家」

【 92分】
【 96分】
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21先勝20赤口

31赤口 ２ 友引28先負 29仏滅

４ 仏滅３ 先負

４/1 先勝

よこいち。

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

水辺のふれあいフェスタ
『サケの稚魚放流体験会』

▼10:00～､横手川蛇の崎河原､
　詳細は５ページ

休日臨時窓口開設

▼8:30～17:15､本庁舎１階､詳細
は３ページ

休日臨時窓口開設

▼8:30～17:15､本庁舎１階､詳細
は３ページ
横手公園展望台開館

▼～11月30日､9:00～

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

月 日

３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(福嶋医師・妹尾医師※１)
32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

３月20日(月)

３月26日(日)
22-5511雄物川クリニック(雄物川)

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(渡邊医師)
４月２日(日)

45-2363桃雲堂高橋医院(増田)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院

◎横手市へ
　よねや商事㈱
◎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
　よねや商事㈱／カーブスジャパンフードドライブ
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／カーブスよねや
　横手ヤクルト販売㈱／アサヒ飲料㈱／将軍横手店
　㈱ツルタック／ＮＰＯ法人ハートアライズ
　藤井多美夫さん／髙橋絹子さん／後藤周一さん
◎養護老人ホームひらか荘へ　
　傾聴ボランティアあすなろ／湧水会／日の出屋
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　川西婦人会／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
　リコーダーのえんりょうさん

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　３月15･22･29日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　３月27日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　３月21･28日､４月４日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　３月16･23･30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
　３月15日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　３月17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)
　３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)
　３月27日(月)／ゆとり館(平鹿）(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
　４月５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）
　３月21日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　３月21日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　３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)
　３月22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）
　３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（問合せ／☎32-2111 内線8528）
　毎週月曜・金曜／本庁舎１階相談窓口(9：30～12：00／13：00～15：30)
　※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
（２月１日～２月28日測定）

単位：マイクロシーベルト毎時

これまで秋田県の通常レベル範囲内
(0.022～0.086)で推移しており、今
年度で市独自の測定を終了します。

測定場所

横手消防署

測定値

0.05～0.06

大安

６ 赤口 ７ 先勝 ８ 友引 ９ 先負

※１…整形外科の医師も診察します

◎中学校入学式日程
４月６日(木)13:30～／横手清陵学院
４月７日(金)13:30～／平鹿・十文字
　　　　　　14:00～／横手南・横手北・増田・横手明峰・山内

◎小学校入学式日程
４月７日(金)10:00～／栄・増田・浅舞・吉田・醍醐・雄物川・
　　　　　　　　　　 大森・十文字第二・植田・睦合・山内・大雄
　　　　　　10:10～／十文字第一
４月10日(月)10:00～／朝倉・横手北
　　　　　　13:30～／横手南・旭

◎秋田県知事選挙日程
告示日／３月23日(木）
期日前投票期間／３月24日(金)～４月８日(土)
投開票日／４月９日(日)
問合せ／市選挙管理委員会事務局☎35-2161

横手市医師会だより横手市医師会だより 湊クリニック　湊 浩一郎 医師湊クリニック　湊 浩一郎 医師
『あがり症』『あがり症』
　人から注目される場面で、『赤面する、心臓がドキドキする、汗をかく、手足が震えてしまう、う
まく言葉が出ない』『以前、恥ずかしい思いをしたため、朝礼の当番や内輪の発表会がつらい、避け
たい』など、周囲に言えず、自分の性格のためだと悩んでいる方は少なくありません。いわゆる、
あがり症(社交不安障害ともいいます)の方です。このような場合、心理療法と薬物療法を組み合わ
せた治療が有効です。薬がよく効いて、「長い間の苦しみが無くなった」と感謝されることもありま
す。このメッセージがひそかに悩む方々に届くよう期待します。

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

献
血３月16日(木)

平鹿

月 日 場 所 受付時間

３月23日(木)
横手

３月19日(日)
雄物川

スーパーセンタートラスト
雄物川店

10:00～11:45
13:00～16:00

マックスバリュ平鹿町店 15:15～16:30

横手市役所平鹿庁舎 10:00～11:45

介護老人保健施設西風苑 13:15～14:30

㈱アイ・クリエイト 10:00～11:00

協同組合横手卸センター 12:30～16:00
※原則400ml献血のみの受付となります

◎平成29年『春の全国交通安全運動』
春の全国交通安全運動が実施されます。交通ルール遵守と正しい交
通マナーを実践し、子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。
期間／４月６日(木)～４月15日(土)
問合せ／市地域づくり支援課☎35-2266

◎学習塾／習い事フェアinよこいち｡
学習塾などの紹介や、国際教養大学
三栗谷氏による講演会を開催します｡
時間／10:00～(講演会は13:00～)
問合せ／伊藤さん☎090-6791-6592

春分の日

16友引

22友引

30大安

５大安

27先勝


