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拉致問題啓発舞台劇公演
『めぐみへの誓い －奪還－』
11月22日　横手市民会館

『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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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

南部シルバーエリア『イベント案内』
【菅谷江理子氏
『押し花・ポーセラーツ』作品展】
　12月24日(日)まで、午前９時～
午後５時　　無料　
【料理教室～福を呼ぶ!節分レシピ～】
　１月20日(土)午前10時～　
　1,000円(材料費、参加費）　
　太巻き、いわしの豆腐付け焼き、
ひじきと大豆サラダほか　
　エプロン、三角巾、筆記用具　
　20人　講師:佐々木幸子氏 ※12月
20日(水)午前９時から申込受付開始
〈共通事項〉　　南部シルバーエリア
☎26-3880

ね・ま～れ『イベント案内』
【第２回
『柴田クラ子の絵手紙教室作品展』】
　12月17日(日)～１月17日(水)、午
前10時～午後４時　※最終日は正午
まで　　無料　　　ね・ま～れ(十文
字）※毎週火曜休館、12月26日(火)
から１月７日(日)まで年末年始休館
☎42-5320

コーヒーサロン『和生』　
～楽しいこと、悩めること、何でも
語り合い、心をいやす～
　12月19日(火)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　　無料
　小池田さん ☎090-2361-4687

お酒の問題でお困りの方へ
『しゃるWeだん酒の会 in 横手』
　12月20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

日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』
　12月24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

クリスマス行事のご案内
　　12月24日(日)、クリスマス礼拝
(午前10時30分～11時45分)､祝会(正
午～午後１時30分)､イブキャンドル
礼拝･リコーダー特別演奏(午後６時
30分～７時30分)、茶話会・キャロ
リング(午後７時30分～８時30分)　
演奏者：廣田俊介氏　
　日本基督教団横手教会(本町９-３)
　無料　　戸井田さん ☎32-1998

クリスマスイブ・キャンドルサービス
　12月24日(日)午後５時～６時
　東北聖書バプテスト十文字教会
　無料　　キャンドルを灯してクリ
スマスをお祝い
　齋藤さん ☎42-3852

第159回 南の館『月例市民将棋大会』
　１月７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

よこて農家塾１月例会
　１月７日(日)午前10時～
　グリーンポート杉沢　　500円(昼
食代)　　納豆と私の人生(講師：㈱
ヤマダフーズ会長 山田清繁氏)　
　小田嶋さん ☎32-9747

NPOヒューマニティ
コミュニケーション『イベント案内』
【思いっきり歌声喫茶】(要予約)
　１月11日(木)午後７時～　
　1,000円　　白い道 ほか
【自然を愛する皆さんの集い】(要予約)
　１月21日(日)午後１時～　 800円
　『古代の叡智　数字と色の神秘』講
演:星 優貴氏､『杉山彰の田園ポップ
ス ギター弾き語りトーク＆ライブ』
〈共通事項〉　煉瓦屋(寿町) ※飲み
物･洋菓子付　　小松さん ☎33-2811

ＢＯＲＮ ＴＯ ＹＯＧ
　毎週土曜日、午前10時30分～正午
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　１回500円
　アーサナ(ポーズ)を中心としたヨ
ガ　　動ける服装、ヨガマット
　各回10人 ※予約不要､初心者歓迎
　木村さん ☎090-8610-4407

な な

※１月の市報は１日号と15日号の合併号となり、15日号の発行がありません。そのため、『みでたんしぇ』の
コーナーは１月１日号への掲載となりますが、掲載依頼はすでに締め切っています。その次は２月15日号
となりますので、掲載を希望する場合は１月15日までに内容が分かるものを秘書広報課にお寄せください｡
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【問合せ】市上下水道部水道課(水道庁舎内)☎35-2252

HPページ番号HPページ番号000007907
水道課

年末年始の水道当番店をお知らせします
　横手市管工事協会では年末年始の漏水や凍結などの
トラブルに備え、地域貢献活動の一環として各地域に
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｡

◆水道当番店の営業時間／午前８時～午後５時
12月31日(日) １月１日(月) １月２日(火) １月３日(水) １月４日(木) １月５日(金)

横 手 イシダ設備
☎32-0518

山二施設☎32-1119
新栄施設☎33-2581

荒川施設☎32-3974
横手水道☎32-1910

高  善☎32-2179
佐々木水道☎32-6213

東北カッター
☎33-4788

ますだ機工
☎33-2245

増 田 藤原建材店☎45-5002 アサヒ電器☎45-2537 さとう住設☎38-8095

平 鹿 真田設備
☎24-0868

髙橋設備
☎25-3311

平鹿設備☎24-1561
井上管工☎24-0036

柿崎水道☎25-3242
細谷設備☎24-0159

遠藤設備
☎24-2550

菊地設備
☎24-2309

雄物川 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 佐一設備☎22-2094
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
山 内 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 川越水道☎53-2528
大 雄 大雄産業☎52-2021 カマダ設備☎52-2560

月日
地域

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、不動産賃貸などの事業に用
いる構築物・機械・備品を償却資産といい、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29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
申告をしてください。また、個人農家の方は、市報12
月15日号と一緒に配布する『農業用償却資産申告書』で
申告をしてください。新しく事業を始めた方や、平成
29年中に償却資産が無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／取得の時期や価格、耐用年数､
経過年数から算出します。
◆提出期限／１月31日(水)
※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)通知カードおよび運転免許証など
の身分証をご持参ください。

【問合せ・提出先】市市民生活部税務課(本庁舎内)☎32-2767または、各地域局市民サービス課

　滞納が発生すると、期限内に納付している方との公
平性が保たれないだけでなく、滞納処分のために貴重
な税金から本来必要のない経費を支出しなければなり
ません。そのため、市では滞納への取り組みを強化し､
早期の滞納解消と収納率向上に努めています。
◆市が行っている滞納解消への取り組み
①口座振替の推進／安心・便利・確実な口座振替の利
用をお勧めします。

②督促状の送付／納期限が過ぎても納付が確認できな
い場合は、督促状を送付します。この場合、本税に
督促手数料と滞納日数により延滞金が加算されます｡

③催告状の送付／未納の税金などがある場合、その一
覧を記載した催告状を送付します。

④差し押さえ／法律上、督促状を送付した日から10日
を過ぎても納付が確認できない場合は『財産を差し
押えなければならない』と規定されています。この場

合、滞納者の同意を得ることなく勤務先、取引先、
自動車、不動産などの財産を調査し、把握した財産
を差し押さえ、取り立て・換価します。場合によっ
ては、居宅などを捜索することがあります。

※鍵開けや自動車のけん引、保管などの実費について
は、滞納処分費として滞納者の負担となります｡

⑤秋田県地方税滞納整理機構への引き継ぎ／滞納処
分(差し押さえなど)を専門に行うため、秋田県と県
内市町村で設立した組織です。悪質な滞納者につい
ては機構へ引き継ぎを行い、滞納処分を実施します｡
◆差し押さえの実施状況
　712件、39,172,598円(平成28年度実績)
◎今後も引き続き滞納処分を実施し、納税の公平性の
確保に努めていきます。納期限までに納めることが
できない特別な事情がある場合はご相談ください。

〝納税相談は滞納解消の第一歩〟

収納課

納税は国民の義務です　税金の滞納には厳しく対処します！

【問合せ】市市民生活部収納課(本庁舎内)☎32-2518、または各地域局市民サービス課

【各地域の申込先】
横手地域(Y²ぷらざ２階横手市児童センター内 子育て支援課)☎32-2426、増田市民サービス課☎45-5514､
平鹿市民サービス課☎24-1114、雄物川市民サービス課☎22-2156、大森市民サービス課☎26-2115、
十文字市民サービス課☎42-5114、山内市民サービス課☎53-2933、大雄市民サービス課☎52-3905

平成30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込みが必要です～

HPページ番号HPページ番号000019294
子育て支援課

◆対象者／小学４年生までの児童で、放課後や学校休
業日に家族が仕事などの理由で家庭にいない児童

※一部の小学校区で５・６年生の受け入れ可
◆開所日／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×日割り計算　

※複数入所の２人目以降、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、家庭状
況などを判断し、学年の低い児童の受け入れを優先
します。

※同じ小学校区に複数のクラブがある場合は調整あり
◆申込方法／担当課に用意している申込用紙に記入の
上、必要書類を添付し提出してください。
◆申込期間／１月４日(木)～23日(火)※土日祝日を除く

経営企画課

住民組織による小型のバス運行実証実験を行っています
　市では、11月27日から増田地域の狙半内地区で､小型
車両(ワンボックスタイプ)による新しい公共交通の実
証実験を行っています。お気軽にご利用ください。
◆運行委託先／狙半内共助運営体(奥山良治会長）
◆運行ルート／狙半内地区の滝ノ下集落から十文字地
域の高橋整形外科前まで
◆運行日／毎週月･水･金曜　◆運行回数／１日４往復
◆利用方法／事前に予約が必要です。利用前日の午

前８時30分から午後４時まで(平日のみ)にご予約
ください。

【予約先・問合せ】市総合政策部経営企画課(本庁舎内)☎35-2164

11月10日に行われた
『自家用有償旅客運送
の実証実験開始にか
かる契約締結式』

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

平成30年度分軽油引取税免税証(農業用)交付申請書の
(仮)受け付けについて

　農業用免税軽油制度は、法律上、平成30年３月31日
で終了する予定ですが、制度が継続された場合に対
応するため、平成30年度使用分の免税証交付申請書
の集合(仮)受け付けを行います。
◎県税事務所窓口での(仮)受け付けは１月31日から
行いますが、免税証の交付が遅くなるため、でき
るだけ右記会場での申請をお願いします。

◎当日は大変混み合うことが予想されます。記入さ
れた方から受け付けを行いますので、必ず申請書

に記入して会場までお越しください。

◆時間／午前10時～11時30分、午後１時～３時30分

対象地域 受付日 会　場
大雄・大森 １月５日(金) 大雄農業団地センター
雄物川 １月11日(木) 雄物川地域局
横手・山内 １月22日(月) 県平鹿地域振興局
平鹿 １月26日(金) 平鹿生涯学習センター

十文字・増田 １月30日(火) 十文字文化センター
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※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



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、
就農に生かそうとする研修生を募集します。
●研修期間／平成30年４月～(２年間）
●募集定員／①県農業試験場(秋田市):作物コース３
人、野菜コース２人、花きコース２人 ②県果樹試験
場(横手市):果樹(りんごなど)コース５人 ③県花き種
苗センター(潟上市):花きコース２人 ④かづの果樹セ
ンター(鹿角市):果樹(りんごなど)コース１人 ⑤果樹
試験場天王分場(潟上市):果樹(梨)コース１人 ⑥畜産
試験場(大仙市):酪農コース２人、肉用牛コース１人
●応募条件／申請時おおむね45歳未満で、研修終了後
確実に市内で就農する方　●応募期限／１月19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

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。お気軽にご参加ください。
　また、町内会や自主防災組織でのご要望があれば、
出前講習会も開催します。
●日時･場所／
○12月16日(土)午前９時30分～横手市消防署
　　　　　　　午前10時～雄物川分署
○12月17日(日)午前９時30分～大森大雄分署
　　　　　　　午前９時30分～小松川会館
　　　　　　　午前10時～平鹿町防災センター
○12月19日(火)午前９時30分～亀田地区交流センター
○12月24日(日)午前10時～十文字分署
●参加費／無料(申込不要）
●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※約１時間30分程度
【問合せ】市消防本部警防課☎32-1246、消防署･各分署

旭公民館主催講座『生け花教室』講座

　万年青のお生花を学びます。万年青は縁起の良いお
祝い花。お正月や祝儀の花として生けられます。
●日時／12月27日(水)午前10時～正午
●場所／旭ふれあい館　●内容／お正月の花
●参加費／3,000円　●定員／先着10人　
●持ち物／水盤、剣山(ある方はご持参ください）
【申込み･問合せ】旭公民館☎36-1100

お  も  と

●入札期間／平成30年１月10日(水)～17日(水)
●開札日時／平成30年１月24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、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

お知
らせ 裁判所不動産競売入札公示

　国民年金保険料は、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、領収書などの保険料を支
払ったことを証明する書類が必要となります。今年１
月から10月２日までの間に国民年金保険料を納付され
た方には、10月下旬より日本年金機構から『社会保険
料(国民年金保険料)控除証明書』が送付されています
(10月３日以降、今年初めて保険料を納めた方には、
来年の２月上旬ごろ送付されます)。税金の上でも有
利になる国民年金は、老後はもちろんのこと、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。
【問合せ】市市民生活部国保年金課☎35-2186

お知
らせ 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！

　市が行っている住宅改修補助金の予算が残りわずか
となりました。予算が無くなり次第、申請受付を終了
しますので、ご了承願います。
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224

お知
らせ 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

　求職者と市内外の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(ページ番号
000008465)をご覧のうえ、お申し込みください。
●日時／平成30年１月31日(水)午後１時30分～３時30
分※受付は１時～　●場所／横手セントラルホテル　
●参加費／無料　●内容／企業との面接(企業説明の
みも可)、ハローワーク相談、職業適性診断、シルバ
ー人材センター、若者サポートステーションよこて相
談、起業創業相談、内職相談などの各コーナー
●持ち物／履歴書(面接希望の方)　●その他／親族な
ど、代理の方が企業説明を受けることもできます
【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

白衣のクリスマスコンサート催し

　患者さんや地域の皆さんに､クリスマス気分を味わっ
てもらおうと始めたコンサートは、今年で24回目を迎
えます。恒例の病院職員によるハンドベル演奏や合唱
のほか、明照保育園の園児の皆さんによるマーチング
演奏も披露します。
　ぜひ、コンサートで一緒に楽しい時間を過ごしまし
よう。
●日時／12月23日(土)午後３時～４時
●場所／市立横手病院Ｂ棟１階
【問合せ】市立横手病院総務課☎32-5001

ハロートレーニング（求職者支援訓練）
『オフィスワーク基礎科』 受講者募集

募集

　求職者向けとして３カ月間、パソコンの基礎からワ
ープロ・表計算ソフトの操作などを学びます。　
●期間／平成30年２月５日(月)～５月２日(水)
●時間／午前９時～午後３時50分※土日・祝日は休み
●場所／㈱しすてむ工房　●受講料／無料(テキスト
代別)　●対象／ハローワークに求職申し込みを行い､
職業訓練などの必要性を認められる方　●定員／15人
※１月16日(火)午後１時からの面接等で選考　●申込
期限／平成30年１月10日(水)　●その他／一定の要件
を満たす場合、給付金を受けられる制度があります
【申込み】ハローワーク横手☎32‒1165

第12回いぶりんピックを開催します募集

●日時／平成30年２月６日(火)　●場所／山内公民館
『いぶりがっこクラシカル部門』…添加物は天然由来の
ものを使用したレシピにより、自らが作ったものであ
ること　●対象者／市内在住で、販売用のいぶりがっ
こを生産している方
『いぶりフリースタイル部門』…いぶりがっこを含めた
燻製食品　●対象者／添加物を使用しているいぶり
がっこ、および燻製食品づくりを行っている方
●応募期限／平成30年１月17日(水)
●その他／一般審査員(２人)を募集します。いぶり
がっこを食べたことのある方であれば、どなたでも構
いません※募集期限:平成30年１月19日(金)
【申込み･問合せ】市山内地域局山内地域課☎53-2934

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、再就職を希望する方が対象です。
◎金属加工技術科　◎電気・通信施工技術科
◎住宅リフォームデザイン科
《共通事項》
●訓練期間／平成30年２月１日(木)～７月26日(木)　
●時間／午前９時20分～午後３時40分　
●受講料／無料(テキスト代別)　●定員／各15人　
●募集期限／12月25日(月)
【場所･問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

介護保険運営協議会市民委員を
募集します

募集

　市では、介護保険制度の円滑な運営を図るため、介
護保険事業計画･高齢者福祉計画の進行管理や見直し､
および介護保険の運営に関する重要事項について協議
する介護保険運営協議会の市民委員を募集します。
●応募資格／市内在住の満40歳以上(平成30年４月１日
現在)で介護保険制度を理解し、平日夜間の会議に出
席できる方
●任期／平成30年４月１日～(３年間）
●募集人数／８人程度　●活動内容／介護保険事業計
画の策定、および運営状況などにご意見いただきます
※年４回程度、委員報酬あり、包括支援センター運営
協議会委員も兼ねていただきます
●応募方法／高齢ふれあい課、および各地域局市民サ
ービス課にある応募用紙に記入し提出※応募用紙は市
のホームページ(ページ番号:000022881)からもダウン
ロードできます　●申込期限／平成30年１月12日(金)
【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課☎35-2134

『放送大学』平成30年度第１学期
(４月入学）の学生募集

募集

　放送大学では、平成30年度第１学期(４月入学)の学
生を募集中です。放送大学はテレビ、ラジオのほか、
インターネットなどを通して学ぶ通信制の大学です。
　心理・教育・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学など、約300の幅広い分野を学べます。
　資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学
秋田学習センターまでご請求ください。放送大学のホ
ームページでも受け付けています。
●出願期限／①平成30年２月28日(水)②３月20日(火)
【問合せ】放送大学秋田学習センター☎018-831-1997

●休業日／12月31日(日)～平成30年１月３日(水)
　月１回のごみ収集日が上記休業日に当たっている場
合は、２月のごみ収集日に出していただくようお願い
します(１月中に代替のごみ収集日は設けませんので
ご了承ください)。併せて『クリーンプラザよこて』
も休業となりますので、持ち込みすることができませ
ん。また、冬期間のごみ集積所付近の除排雪について
もご協力くださるようお願いします(除排雪がされて
いないとスムーズなごみ出し、および収集ができなく
なります)。皆さまのご理解ご協力をお願いします。
【問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184

お知
らせ 年末年始におけるごみ収集の休業および

ごみ集積所管理について

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

催し

　東北６県の強豪チームが横手へ集結!!
　横手市からは十文字中学校(男女)が出場します。
●期間／平成30年１月６日(土)～８日(月)
●会場／増田体育館ほか
●日程／６日(土):交流ゲーム
７日(日):予選リーグ(男女)
８日(月):決勝トーナメント､
予選２･３位による交流ゲーム
【問合せ】市まちづくり推進部
スポーツ振興課☎35-2173

お勤めしている方対象
『大曲技術専門校スキルアップセミナー』

講座

◎ドリル研削作業(基礎編)
●日時／平成30年１月16日(火)･17日(水)
◎スプレー塗装基礎講習
●日時／平成30年１月18日(木)･19日(金)　
◎イチから学ぶフォトショップ講習
●日時／平成30年１月25日(木)･26日(金)　
《共通事項》　●時間／午前９時～午後４時　
●受講料／無料　●定員／各10人
【場所･申込み】大曲技術専門校☎0187‒62‒6321

秋田県立技術専門校の平成30年度入校生
を募集します！

募集

　秋田県立技術専門校３校では次のとおり、平成30年
度入校生(平成30年４月入校)の募集を行います。
◎鷹巣技術専門校
○若年者(中卒以上)コース／建築工芸科(定員５人）
○高卒コース／住宅建築科(定員15人)、自動車整備科
(定員20人)【問合せ】☎0186-62-1626
◎秋田技術専門校
○高卒コース(各科定員20人)／自動車整備科、オフィ
スビジネス科、メカトロニクス科、情報システム科
【問合せ】☎018-895-7166
◎大曲技術専門校
○高卒コース(各科定員20人)／機械システム科、電気
システム科、建築施工科、色彩デザイン科
【問合せ】☎0187-62-2457
※試験日程などの詳細については、各技術専門校にお
問い合わせくださるか、秋田県雇用労働政策課のホー
ムページをご覧ください
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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)
　住民基本台帳をもとに算出しています

人口　91,841人   （-74）

男　43,487人  （-41）
女　48,354人  （-33）

世帯　34,340世帯  (-12）

無料映写会　～南部シルバーエリア無料映写会　～南部シルバーエリア

◆上映時間／13：00～　◆問合せ／☎26-3880◆上映時間／13：00～　◆問合せ／☎26-3880

横手図書館……12月20･27･29～１月４日
増田図書館……12月18･25･29～１月４日
平鹿図書館……12月19･26･29～１月４日
雄物川図書館…12月20･27･29～１月４日
大森図書館……12月19･26･29～１月４日
十文字図書館…12月20･27･29～１月４日
山内図書室……12月16･17･23･24･29～１月３日
大雄図書室……12月17･23･24･29～１月３日

石坂洋次郎文学記念館…12月29～１月３日
横手市民会館……………12月19･24･26･29～１月３日
後三年合戦金沢資料館…12月29～１月３日
釣りキチ三平の里体験学習館
　…………………………12月18･25･29～１月３日
雄物川郷土資料館………12月29～１月３日
ゆっぷる…………………12月20日
ゆとり館…………………12月19･26･31～１月２日
えがおの丘………………12月18･25日

大森健康温泉…………12月18･25･30～１月２日
ゆとりおん大雄………12月21日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………12月20･23･27･29～１月３日
　西･南部 ……………12月16･17･23･24･29～１月３日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………12月18･25･31～１月３日
南部シルバーエリア…12月18･25･31～１月１日
※プールは12月18日～3月の間､工事のため休館します

相
談

善
意

12月17日(日)「カールじいさんの空飛ぶ家｣
12月24日(日)「ポケットモンスター　破壊の繭とディアンシー｣

【 96分】
【 98分】
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17先負

24大安22先負21 友引 23仏滅20先勝

16友引15先勝

19赤口18大安

28先負26先勝 27友引25赤口

２ 友引１/１ 先勝

安全な雪下ろし講習会

▼9:30～(大森大雄分署､小松川会館)
10:00～(平鹿町防災センター)

よこいち。

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

ウオーキングデー

▼9:00～､かまくら館集合
安全な雪下ろし講習会

▼9:30～(条里北庁舎)､10:00～(雄物川分署)
十文字イルミネーション点灯式

▼17:00～､十字の里
第30回槻の木光のファンタジー点灯式

▼17:00～､旧平鹿地域局前

第33回横手市民サッカー大会

▼～24日､横手体育館
横手市中学校女子バレーボール
冬季大会

▼増田体育館
白衣のクリスマスコンサート

▼15:00～､詳細は４ページ

横手市消防出初式

▼9:10～(山内地域)､10:15～(大
雄地域)､13:00～(十文字地域)､
13:50～(雄物川地域)

横手市新春賀詞交歓会

▼15:30～､詳細は12月１日号13ペ
ージ

横手市消防出初式

▼13:00～(平鹿地域)､13:10～(増田地域)

安全な雪下ろし講習会

▼10:00～､十文字分署

横手市消防出初式

▼9:20～(大森地域)
二井山裸参り

▼19:00～､湯殿山神社(雄物川地域)

横手市消防出初式

▼9:30～(横手地域)
第６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

▼～8日､詳細は４ページ

刀剣展～伝統を引き継ぐ～(後期)

▼～12月17日､9:00～､雄物川郷土資料館
陣館遺跡国指定記念特別展示

▼～12月24日､9:00～､後三年合戦金沢資料館
大雄イルミネーション

▼～12月24日､17:00～､ゆとりおん大雄前
おおもりケヤキ並木イルミネーション

▼～1月8日､17:00～､雄物川地域局前

おものがわイルミネーション

▼～1月8日､17:00～､雄物川地域局前
生誕100年 千葉禎介写真展

▼～1月31日､9:30～､秋田県立近代美術館
2017コレクション展 第３期
生誕140年 平福百穗

▼～1月31日､9:30～､秋田県立近代美術館

第50回秋田県高等学校インドアテニス大会
兼第49回東北高等学校インドアテニス大会
秋田県予選会

▼～27日､横手体育館

安全な雪下ろし講習会

▼9:30～､亀田地区交流センター
ワーク・ライフ・バランス講演会

▼13:30～､詳細は11月15日号２ペ
ージ

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)

◎横手市へ
　よこてレインボーパトロールあっぱれ隊
　第199回東北六県中堅職員研修参加者一同
　自治労連秋田県本部／渡部一博さん
　向山五郎さん／菅谷岳広さん
◎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
　山本誠一さん／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／㈱秋田銀行
　ＮＰＯ法人ハートアライズ／㈱村岡組
　㈱フジペン／将軍横手店／ガイア横手店
　横手おやこ劇場／加藤一さん／後藤周一さん
　髙橋絹子さん／齋藤吉明さん
◎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／浅舞感恩講保育園
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　大森保育園／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
　リコーダーのえんりょうさん

診
療
日

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　12月20･27日／13：30～15：30
  ※１月３日は休診します
大沢診療所(内科)
　12月25日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　12月19･26日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　12月21･28日､１月４日
　　吉谷地／13：00～15：00
　　山内武道／15：10～17：00

12仏滅

29仏滅

３ ４先負 仏滅 ５ 大安

13大安 14赤口

６ 赤口 ７ 先勝

11先負

天皇誕生日

元日

◎法律相談※事前の予約が必要です
　12月15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20日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　12月25日(月)／ゆとり館(平鹿)(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
　12月27日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30)
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
◎行政相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　12月18日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　12月22日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
◎くらしの相談(生活への不安や困りごとの相談)
　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27日(水)／雄物川在宅介護支援センター(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
◎39歳までの方の無料就職相談
　(問合せ／秋田県南若者サポートステーションよこて☎23-5101)
　12月28日(木)／雄物川在宅介護支援センター(9:30～12：00)
◎人権相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　12月27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

31赤口30大安

献
血

12月19日(火)
大森

大森町高齢者等保健福祉センター 14:30～16:00

㈱ヌイテックコーポレーション 12:15～12:45

横手市役所大森庁舎 10:00～11:15

受付時間場 所月 日

※原則400ml献血のみの受付となります｡

休
日
当
番
医

月 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)

32-9461針生皮膚科内科医院(横手)
35-2222横手胃腸科クリニック(横手)

32-5001市立横手病院(高橋医師)
38-8951小田嶋まさる内科(横手)
26-2141市立大森病院

12月31日(日)

36-2711胃腸科内科高橋クリニック(横手)
32-5124平鹿総合病院(福嶋医師・高橋医師※1)

12月17日(日) 32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

12月24日(日)

12月23日(土)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)

35-7020渡辺内科循環器科医院(横手)１月１日(月)
33-7533和賀胃腸科内科医院(横手)１月２日(火)
24-1181山﨑医院分院(平鹿)１月３日(水)

※１…整形外科の医師も診察します

◎山内中学校閉校式典
日時／12月16日(土) 14:00～
場所／山内中学校体育館

◎大森公園スキー場のオープンについて
今年度は、大森公園スキー場を無料開放します！初心者向けのスロー
プで、ファミリーや練習に最適なスキー場へ、ぜひお越しください。
オープン予定日／12月26日(火)
最長滑走距離／220㍍　最大斜度／10度
問合せ／大森公園スキー場(大森スキークラブ)☎26-4210

横手市医師会だより横手市医師会だより 市立横手病院 循環器科　和泉 千香子 医師市立横手病院 循環器科　和泉 千香子 医師

『寒い日のお風呂の入り方』『寒い日のお風呂の入り方』
　寒い季節になりました。お風呂でゆっくり温まると気持ちがいいですが、寒い日のお風呂の入り
方には注意が必要です。寒い脱衣所で裸になると血圧が上がり、お湯に入って温まると今度は血圧
が下がります。この変動でお風呂の中で倒れたり、心筋梗塞・脳梗塞などの病気につながる事もあ
ります。予防するには『脱衣所を暖めておく』『湯船のふたを開けておく、またはシャワーでお湯を
入れるなど浴室も暖めておく』『気温の高い日没前までに入る』『飲酒後や食事の直後には入らない』
などが有効といわれています。お風呂の入り方に気を付けて、寒い冬も元気にお過ごしください。

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

◎Ｙ2ぷらざ臨時休館のお知らせ
期間／12月30日(土)～１月２日(火)
問合せ／Ｙ2ぷらざ総合案内☎32-2418

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｡

◎天下森スキー場オープン予定
日時／12月23日(土) 9:00～
問合せ／天下森スキー場☎45-9816


