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最後の開催となった
『大森スキークラブジュニアアルペン大会』
２月４日　大森公園スキー場

『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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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』
【畠屋寛子氏『着物リメイク』展】
　２月28日(水)まで、午前９時～
午後５時　　無料　
【料理教室～春のお祝いメニュー～】
　３月10日(土)午前10時～　
　1,000円(材料費、参加費)　
　宝石ちらし寿司、ミニキッシュフ
ラワーカップほか　
　エプロン、三角巾、筆記用具　
　20人　講師:佐々木幸子氏 ※２月
20日(火)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

不登校の子を持つ親の会
　２月18日(日)午後１時30分～　
　サンサン横手　　200円　
  宮川さん ☎33-4993

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～
　２月20日(火)・３月６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

ね・ま～れ『イベント案内』
【アトリエBaBaと仲間達の展示会】
　２月21日(水)～３月５日(月)、午
前10時～午後４時　※初日は正午か
ら、最終日は午後２時まで　　無料
　ポーセラーツ、ザルツブルグゲビ
ンデ、デンプルアート、プラントアー
ト、消しゴムはんこ　　
【アトリエBaBaと仲間達『体験教室』】
　２月24日(土)・25日(日)・３月３日
(土)・４日(日)、午前10時～午後３時
　1,000円(材料費)
〈共通事項〉　　ね・ま～れ(十文字)
※毎週火曜休館　☎42-5320

お酒の問題でお困りの方へ
『しゃるWeだん酒の会 in 横手』
　２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

ザ・宅建塾～今から始める宅建～
　２月24日(土)・25日(日)・３月10
日(土)・11日(日)、午後７時～９時
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料　　
　筆記用具　　
　高橋さん ☎080-6895-5642

日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』
　２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)　　小原さん ☎33-3584

第161回 南の館『月例市民将棋大会』
　３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

よこて農家塾３月例会
　３月４日(日)午前10時～
　Ｙ2ぷらざ　　500円(昼食代)　　
　農業の展望(講師：小田嶋契氏)　
　小田嶋さん ☎32-9747

ヨガシャイニングムーン
　３月８日(木)・22日(木)午前10時
30分～、３月９日(金)・16日(金)午
後６時30分～、３月31日(土)午後５
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

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)
　３月８日(木)午後７時～　
　1,000円　　なごり雪ほか
【自然を愛する皆さんの集い】(要予約)
　３月18日(日)午後１時～　 800円
　『写真とカメラの話』講演：鈴木政
治氏 ほか
〈共通事項〉　煉瓦屋(寿町) ※飲み
物･洋菓子付　　小松さん ☎33-2811

横手市長杯 第12回市民バレー交流会
～年齢･性別･障がいを越えて､日頃
の運動不足を解消してみませんか～
　３月10日(土)午前９時～午後４時
　横手体育館　
　１チーム2,000円(保険料含む)　
申込期限：２月28日(水)　
　地域生活支援センターのぞみ　
太田さん ☎35-5781

横手興生病院患者家族会『ひまわり
会』主催の家族相談会を開催します
～心の問題で悩んでいませんか？～
　３月13日(火)午前10時～午後３時
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料
　藤原さん ☎090-4882-4817　
※個別対応・秘密厳守

『法輪功』横手無料気功教室
～簡単で覚えやすい動作で､病気回復
と健康促進につなげてみませんか～
　毎週日曜、午後１時～３時
　旭ふれあい館　　無料
　柿崎さん ☎090-4888-1632　
※初めての方は事前連絡必要

※『みでたんしぇ』コーナーでは、文字
の大きさや掲載内容について市民の皆
さまからさまざまなご意見を頂いてお
ります。より読みやすく親しみのある
紙面にするため、掲載基準やレイアウ
トの見直しを検討しています。
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商工労働課

2019年３月卒業予定の大学生等対象
横手市合同企業説明会を開催します

HPページ番号000023021HPページ番号000023021

　平成31年３月に大学、大学院、短期大学、高等専門
学校および専修学校などを卒業予定の方を対象とした
合同企業説明会を開催します。企業の担当者と直接、
話ができる貴重な機会ですので、卒業後に横手市で就
職を検討されている方はぜひご参加ください。
◆日時／３月19日(月)午後１時30分～４時
　　　　(受付は午後０時30分から)

◆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／企業による企業概要の説明を行います。事業
　所ブースを学生などが自由に訪問し、企業担当者か
　ら説明を受けることができます。
◆持ち物／市ホームページから『企業訪問カード』を
　ダウンロードして記入の上、ご持参ください。

【問合せ】市商工観光部商工労働課(県平鹿地域振興局内)☎32-2115

　ごみの減量化対策の推進を図るために、生ごみ処理
容器および装置の購入や設置に対して補助金を交付し
ています。
◆補助率と金額
●コンポスト／補助率２分の１、上限5,000円
●電動生ごみ処理機／補助率２分の１、上限25,000円
●自作／補助率２分の１、上限5,000円
※自作の場合は、材料費の総額が補助金の対象になり
　ます。いずれの場合も材料費の見積書(仕様書)が必
　要になります。

◎補助金利用者の声
　補助金の利用者を対象としたアンケートの声をご紹
介します。
▷集積所が遠く、ごみを出すのが大変でしたが、出す
　回数が減って助かっています。
▷コンポストを設置してから、生ごみの量が減りまし
　た。畑の肥料にもなり一石二鳥です。
※補助金は、事前の申請が必要になります。詳細につ
　いては生活環境課、または市のホームページでご確
　認ください。

生活環境課

生ごみ減量に取り組みませんか？
補助金をご活用ください

【問合せ】市市民生活部生活環境課(本庁舎内)☎35-2184

HPページ番号000001347HPページ番号000001347

学校教育課

平成30年度就学援助のお知らせ
　市では、経済的理由により就学が困難だと認めら
れるお子さまの保護者に対し、小・中学校での就学
に必要な費用の一部を援助します。
　援助を希望される方は、学校からご家庭に配付さ
れる就学援助申請書に記入の上、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で、継続を希望す
　る場合も、平成30年度の申請が必要です。
◆申込期限
①現在、お子さまが小学１年生から中学２年生ま　
　でのご家庭…３月16日(金)
②４月に小学校へ入学するお子さま(新小学１年生)
　のみのご家庭…４月16日(月)

【申込み・問合せ】市教育指導部学校教育課
(条里南庁舎内)☎32-2414

HPページ番号HPページ番号000023011

　１月19日、横手市議会議
員の阿部正夫氏(大森･66歳)
が逝去されました。
　阿部氏は、平成17年10月に市議会議員選挙に初当
選され、12年３か月の長きにわたり市政の発展にご
尽力されました。
　阿部氏の長年のご功績に対し、心から感謝を申し
上げますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたしま
す。

横手市議会議員
阿部 正夫 氏

逝去

ご冥福をお祈りいたします

各種奨学金制度についてお知らせします

①大学奨学生
◆申込資格／今春、大学へ入学を予定している方
◆貸付金額／月額５万円　
◆定員／10人以内
◆申込期間／４月１日(日)～27日(金)※必着
◆返還免除／最短修業年限で卒業した場合は、貸与
　した奨学金の80㌫の返還を免除します。
※他の奨学金制度と併願できますが、採用決定時点
　でどちらかを選択していただきます。
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
　し、平成30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(木)～30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(木)～30日(金)※必着
◆申請書類／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からも
　ダウンロードできます(http://yamaiku.jp/)。

【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

　原則、返還の必要が無く、他の奨学金制度との併
願ができますので、ご活用ください。
◆申込資格
①横手市出身者
②今春、大学に入学を予定している方、または在学
　中の方
③学業、人物とも優秀で向学心に富み、心身が健康
　であり、最短修業年限での卒業が見込まれる方
④学資の支出が困難と認められる方

◆給付金額／年額10万円　
◆定員／８人程度
◆申請書類／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『奨学金給付願請求』
　と明記し、120円分の切手を同封してください。ま
　た、育英会のホームページからもダウンロードで
　きます(http://tsik3950.sakura.ne.jp/)。
◆申込期間／４月２日(月)～27日(金)※必着

【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

◆申込資格／今春、高等学校、大学などに入学を予
　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(月額)
①高等学校、高等専門学校など／２万円
②大学､短期大学､専門課程を置く専修学校／４万円
◆定員／30人程度

◆申請書類／学校教育課、本庁舎総合案内窓口、各
　地域局(横手を除く)で３月上旬から配布します。
　また、市のホームページからもダウンロードでき
　ます。申請書類に所定事項を記入の上、必要書類
　を添えて提出してください。
◆申込期間／４月２日(月)～27日(金)※必着
※他の奨学金制度と併願、併用ができます。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
市教育指導部学校教育課(条里南庁舎内)☎32-2414

横手市奨学金貸付制度

(一財)山下太郎顕彰育英会奨学金・奨励賞制度

(一財)高橋誠悦育英会奨学金給付制度
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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



平成29年度第２回福祉の就職フェア催し

●日時／３月６日(火)午後１時30分～４時
●場所／Ｙ²ぷらざ３階研修室※参加無料・申込不要
●対象／求職者･福祉の仕事に関心のある方※学生は､
今年度卒業予定の方
●内容／求人事業所との個別面談、求職相談(ハロー
ワーク)、福祉の仕事相談･求職登録などの各コーナー
【問合せ】秋田県社会福祉協議会☎018-864-2880

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18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／３月２日(金)※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

福祉サービスに関する苦情解決を
お手伝いします

相談

　思っていたサービスの内容と違う、詳しく説明して
くれないなど、不満や要望をご利用の事業所に話しに
くいときや、話し合ってもなかなか解決しないときは
当委員会にご相談ください。
●時間／午前８時30分～午後５時(平日のみ)
【問合せ】秋田県運営適正化委員会(秋田県福祉サービ
ス相談支援センター)☎018-864-2726

東北税理士会横手支部
『確定申告税務無料相談』

相談

●期日／２月17日(土)・18日(日)
●時間／午前10時～午後４時
●場所／イオンスーパーセンター横手南店２階
【問合せ】東北税理士会横手支部☎33-7093

●入札期間／２月28日(水)～３月７日(水) ●開札日
時／３月14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

　秋田県最低賃金は、平成29年10月１日から『時間額
738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、清掃など軽易な業務に従事している労働者につい
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)※平成29年12月24日から／
◎非鉄金属製錬･精製業：851円 ◎電子部品･デバイス
等製造業：786円　◎自動車・同附属品製造業：822円
◎自動車(新車)､自動車部分品・附属品小売業：814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

　秋田新卒応援ハローワーク、県内各ハローワークで
は、３月末まで、学生・生徒および保護者の方を対象
とした『未内定者への集中支援』を実施します。
　支援期間中は、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。
●支援内容／求人情報の提供、応募書類の添削指導、
面接指導、個別求人開拓など
【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
皆さまへ

お知
らせ

　『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せず困っ
ている方は、筆界特定制度をご利用ください。
【問合せ】秋田地方法務局筆界特定室☎018-862-1442

ご存知ですか？『筆界特定制度』
お知
らせ

　市内の福祉・ボランティア団体などが、平成31年度
に行う『みんなが安心して暮らせる地域づくり』を目的
とした事業や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16日(金)
【申込み･問合せ】横手市共同募金委員会事務局
(横手市社会福祉協議会内）☎36-5377

～赤い羽根共同募金～
福祉活動応援事業の助成団体を募集します

お知
らせ

　横手都市計画下水道変更決定図書、および横手都市
計画ごみ焼却場変更決定図書(南部環境保全センター
の廃止)を長期縦覧しています。
【縦覧場所･問合せ】市建設部都市計画課(県平鹿地域
振興局庁舎２階)☎32-2408

都市計画変更決定図書の
長期縦覧をしています

お知
らせ

　湯沢の自然・歴史について勉強しませんか？
●試験日時／３月18日(日)午前10時30分～11時30分
●場所／湯沢市役所２階会議室
●受験料／ブロンズ級:1,000円(中学生以下500円)
※お支払い後、出題範囲のテキストをお渡しします
●申込期限／３月２日(金)
●試験内容／ゆざわジオパークに関する基礎的な知識
【問合せ】湯沢市ジオパーク推進協議会事務局(湯沢市
役所観光･ジオパーク推進課内)☎0183-55-8195

ゆざわジオパーク検定試験開催
受験者募集中

お知
らせ

　十文字地域の梨木公園で、例年掲揚している『こい
のぼり』が、強風により大部分が無くなっています。
ぜひ、皆さまの『こいのぼり』をお譲りください。
●募集内容／ご家庭で役目を終えた『こいのぼり』
※大きさは問いませんが、傷みの激しいものや汚れの
あるもの、ポールおよび矢車はお受けできません
●受付方法／十文字地域局に持参、または宅配便など
※送料はご負担願います
【受付窓口･問合せ】市十文字地域局十文字地域課
〒019-0529横手市十文字町字海道下７☎42-5119

お譲りいただける『こいのぼり』を
募集します！

お知
らせ

　秋田地方法務局湯沢支局は、大曲支局に統合しまし
た。湯沢支局で取り扱っていた不動産登記や供託など
の事務は､大曲支局で取り扱っています。また､土地・
建物の登記事項証明書や会社の印鑑証明などは、横手
法務局証明サービスセンター(ふれあいセンターかま
くら館２階)でも取得できます。詳しくは、秋田地方
法務局ホームページでご確認ください。
【問合せ】秋田地方法務局大曲支局☎0187-63-2100
http://houmukyoku.moj.go.jp/akita/

秋田地方法務局湯沢支局は統合により
閉庁しました

お知
らせ

●対象者／平成29年４月１日以降に、がん治療に伴い
医療用補正具を購入した方　●対象経費(助成限度額)
／ウイッグ(15,000円)および乳房補正具(10,000円)の
購入費用　●申請期限／３月末日(29年度購入分）
【申請先･問合せ】県平鹿地域振興局福祉環境部
☎32-4006
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/26803

がん患者医療用補正具の購入費用を
一部助成『期限までに申請してください』

お知
らせ

　平成29年度に実施した複十字シール運動募金に、横
手市全体で1,391,697円の募金をいただきました。市
民の皆さまにご協力いただき､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無くし、健康で明るい
社会をつくることです。
　こうして集められた募金は、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、平成23年の設置義務化以降、
横手市でも設置されているご家庭が増えており、早期
発見により火災を未然に防いだ事例もあります。
　ただし、住宅用火災警報器は、古くなると電子部品
の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなること
があるため、10年を目安に交換しましょう。
　警報器のボタンを押すか、またはひもを引いて定期
的に作動確認を行いましょう。
【問合せ】市消防本部予防課☎32-1218

ケイホウキ(住宅用火災警報器)
10年たったら取り替える

お知
らせ

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
福祉施設など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10日(土)午後１時～４時※開場０時30分
●場所／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

異文化交流サロンを開催します催し

　横手市日本語教室の生徒と講師による『異文化交流
サロン』が開催されます。今回はベトナム・フィリピ
ンの出身生徒による郷里の歌と、『いのちの歌(竹内ま
りや)』を各国の言葉に翻訳したコーラスを行います。
外国文化に触れることのできる機会ですので、ぜひお
越しください。
●日時／２月25日(日)午後１時～３時
●場所／道の駅十文字
【問合せ】市総務部秘書広報課☎35-2162

朝倉公民館主催『写経体験教室』講座

　ゆったりとした雰囲気の中で行います。初めての方
も、安心してご参加いただけます。
●日時／３月７日(水)午後１時30分～４時
●場所／桂德寺 ●体験料／600円 ●定員／先着20人
●申込締切日／２月23日(金)午後５時(土日祝を除く)
【申込み･問合せ】朝倉公民館☎35-2138

居宅介護支援事業等の基準条例制定に
関するパブリック・コメント

募集

　介護保険法の改正(平成30年４月１日施行分)により､
指定居宅介護支援事業者の指定などは、同日以降、市
町村が実施することとされます。このため、平成30年
４月１日までの条例制定の整備が必要となりました。
　つきましては、広く市民の皆さまの考えを反映させ
るため、ご意見を募集します。
●募集期間／３月15日(木)まで
●資料公開場所／各地域局市民サービス課、本庁舎４
階高齢ふれあい課※市ホームページでもご覧いただけ
ます(ページ番号:000023070)
●提出方法／資料公開場所への持参、郵便、ファクス
および電子メール
【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課(本庁舎４階）
☎35-2134　 32‒9709　 korei＠city.yokote.lg.jp

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。
◎機械加工技術科 ◎電気設備技術科 ◎ビル管理技術科
《共通事項》●訓練期間／４月３日(火)～９月28日(金)
●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／２月28日(水)
【場所･問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

(公社)秋田被害者支援センター
『平成30年度ボランティア支援員』募集

募集

●募集期限／２月28日(水)　●募集人員／約10人
●募集資格／(１月１日現在)25歳以上の心身ともに健
康で、専門的な研修を受けることができ、支援活動が
できる方　●活動内容／電話相談、付き添いなどの直
接的支援、自助グループへの支援、広報啓発活動など
【申込み･問合せ】(公社)秋田被害者支援センター事務局
☎018-893-5935

秋田県育英会『東京寮』､『ビューリー千秋』
入寮生募集（後期・在学募集）のお知らせ

募集

●寮名／◎東京寮(男子)東京都世田谷区北沢一丁目　
◎ビューリー千秋(女子)神奈川県川崎市中原区
●各募集人数／後期募集:20人程度、在学募集:若干名
●応募資格／秋田県出身者で、入寮申請時点で各学生
寮から通学できる大学などに合格している方、または
現在受験(志望)中の方※在学募集は申請後に管理者に
よる面接有り　●募集期間／２月26日(月)まで※詳し
くは、秋田県育英会のホームページをご覧ください
【申込み･問合せ】秋田県育英会☎018‒860‒3552
http://www.akita-ikuei.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)
　住民基本台帳をもとに算出しています

人口　91,620人   （-123）

男　43,395人  （-52）
女　48,225人  （-71）

世帯　34,311世帯   （0）

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……２月21･28日､３月１日
増田図書館……２月19･26日､３月１･５日
平鹿図書館……２月19～23･27日､３月１日
雄物川図書館…２月21･28日､３月１日
大森図書館……２月20･27日､３月１日
十文字図書館…２月21･28日､３月１日
山内図書室……２月17･18･24･25日､
　　　　　　　３月３･４日
大雄図書室……２月18･25日､３月４日
横手市民会館…２月20･27日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
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19･26日､３月５日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………２月21日
ゆとり館…………………２月20･27日､３月６日
えがおの丘………………２月19･26日､３月５日
大森健康温泉……………２月19･26日､３月５日
ゆとりおん大雄…………２月15日､３月１日

健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………２月21･28日
　西部…………………２月17･18･24･25･28(午後)､
　　　　　　　　　　３月３･４日
　南部…………………２月17･18･24･25･28(午前)､
　　　　　　　　　　３月３･４日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………２月19･26日､３月５日
南部シルバーエリア…２月19･26日､３月５日
※プールは3月末まで工事のため休館します

相
談

診
療
日

善
意

２月18日(日)「もののけ姫｣
２月25日(日)「ドラえもん　ひみつ道具博物館｣
３月４日(日)「カンフーパンダ２」

【133分】
【104分】
【90分】

2/15
3/5▶▶▶
2018
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18先負

25仏滅23友引22先勝 24先負21赤口

17友引16先勝15大安

20 大安19仏滅

27赤口 28先勝26大安

５赤口

３/１友引

梨木水かぶり

▼8:30～､詳細は２月１日号７ページ
増田の梵天まつり

▼9:00～､詳細は２月１日号７ページ
金澤八幡宮ぼんでん

▼14:00頃～､詳細は２月１日号７ページ
よこいち。

▼10:00～､Ｙ２ぷらざ

旭岡山神社梵天奉納祭

▼9:45～､詳細は２月１日号７ペー
ジ

十文字雪まつり2018

▼9:00～､十文字道の駅

梵天コンクール

▼9:00～､詳細は２月１日号７ペー
ジ

かまくら

▼～16日､18:00～､詳細は２月１日
号６ページ

横手市民スキー大会　アルペン競技

▼8:30～開会式､天下森スキー場
横手市男女共同参画フェスティバル

▼13:00～､Ｙ２ぷらざ
横手市発酵フォーラム

▼13:30～､詳細は２月１日号14ペー
ジ

”スポーツ” YUKIYOSE 世界大会
 in よこて

▼10:00～､山内中学校
木戸五郎兵衛神社初午祭

▼11:00～､木戸五郎兵衛神社
異文化交流サロン

▼13:00～､詳細は５ページ

ひな人形展
～旧家の人形とつるし飾り

▼～４月15日､9:00～､雄物川郷土
資料館

◎横手市へ
　自治労連秋田県本部／山口一真さん／赤坂修治さん
　丹羽靖彦さん／山田要さん／池田修二さん
◎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
　将軍横手店／横手地区更生保護女性会／㈱ガイア
　㈱サンベンディング横手／㈱秋田ふるさと村
　後藤周一さん／小山康久さん／石井光幸さん
◎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
　日の出屋芸能
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　リコーダーのえんりょうさん／中安甲吉さん
　高橋明さん
◎老健おおもりへ
　扇好会
◎居宅支援センター森の家へ
　堀江茂寿さん

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　２月21･28日／13：30～15：30
大沢診療所(内科)
　２月26日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　２月20･27日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　２月15･22日､３月１日
　　吉谷地／13：00～15：00
　　山内武道／15：10～17：00

13先負

２ 先負

14仏滅

10大安９ 仏滅８ 先負７ 友引６ 先勝 11赤口

12友引 振替休日

◎法律相談※事前の予約が必要です
　２月14日(水)／増田庁舎(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎45-4848(社会福祉協議会)
　２月21日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　２月23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)
　２月28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)
　２月19日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　２月19日(月)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00)
　２月23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)
　２月20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28日(水)／ゆとり館(平鹿)(9：30～12：00)
　　　　　　　　☎24-3283(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)
　２月19日(月)／大雄地域福祉センター(9:30～12：00)
◎人権相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　２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(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
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

４ 大安３ 仏滅

献
血

２月21日(水)
横手

秋田県農業共済組合横手市支所 10:00～11:00
㈱秋田ふるさと村 14:30～16:00

横手興生病院 14:45～16:00
ＪＡ秋田ふるさと横手支店 12:45～13:45

トヨタカローラ秋田㈱横手市店 12:00～12:45
㈱アイ・クリエイト 10:00～11:00

受付時間場 所月 日

２月27日(火)
横手

※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)

35-2666こはま泌尿器科クリニック(横手)

32-5001市立横手病院(熊谷医師)

42-0421高橋医院(十文字)

32-5124平鹿総合病院(荻原医師)
３月４日(日)

35-5005しおたこどもクリニック(横手)

32-5124平鹿総合病院(鈴木医師・阿部医師※1)
２月18日(日) 32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

２月25日(日) 32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124平鹿総合病院

※１…耳鼻科の医師も診察します

◎秋田県立近代美術館休館について
期間：２月１日(木)～３月31日(土)
問合せ／秋田県立近代美術館☎33-8855

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 市立横手病院 院長　丹羽 誠 医師市立横手病院 院長　丹羽 誠 医師

『女性の11人に１人がかかる病気が『乳がん』です』『女性の11人に１人がかかる病気が『乳がん』です』
　乳がんの特徴は、初めは『痛くない』、そして自分で『シコリ』に気付くことができること。痛く
ないからと言ってシコリに気付きながら放置するのは、もったいない。シコリの多くは良性ですか
ら、ぜひ診察を受けて安心することです。乳がんであれば全てを失うのではとご心配ですか？　今
までの生活や仕事を続けながら治療を受けることができます。小さいほど治りやすいもので、全体
の８割の方が治癒しています。シコリに気付けば受診を、シコリが無くても40歳以上であれば２年
ごとの検診を強くお勧めします。

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

ひな人形展　お茶会

▼13:30～､雄物川郷土資料館
市議会３月定例会

▼10:00～､本庁舎６階議場(傍聴
席は７階)､本会議(開会､施政方
針説明､教育行政方針説明ほか)

市議会３月定例会

▼10:00～､本庁舎６階議場(傍聴
席は７階)､本会議(議案説明､  
質疑ほか）


