
『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』
【大森ちぎり絵サークル作品展】
　５月28日(日)まで、午前９時～午後
５時　 　無料　　講師：赤川玲子氏
【韓国料理教室】
　６月18日(日)午前10時～　　おかゆ､
きゅうりキムチほか　　1,000円(材料
費、参加費)　  エプロン、三角巾、筆
記用具　 20人　※5月18日(木)から申
込開始　　講師：小坂侑子氏　
〈共通事項〉    南部シルバーエリア　
☎26-3880

ね・ま～れ『イベント案内』
【古布と和布で創る作品展】
　５月17日(水)～26日(金)、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　主催：月見月と仲間達
  無料　　　ね・ま～れ(十文字) ※火
曜休館 ☎42-5320

『しゃるWeだん酒の会 in 横手』
～ご家族のお酒の問題でお困りの方へ～
　５月17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

ディンプルアート(ガラスの塗り絵)体験
教室＆プラントアート体験会開催！
　５月19日(金)【ディンプルアート】午
前10時～午後１時、【プラントアート】
午後２時～４時 　　Ｙ2ぷらざ(３階) 　
　各2,000円(材料費)
　一戸さん ☎090-9424-2852

真美会『春の美術展』
　５月26日(金)～29日(月)、午前９時
30分～午後６時 ※初日は正午から、最
終日は午後５時まで　　Ｙ2ぷらざ(３
階)　　無料    佐々木さん ☎32-4813

とっぴんぱらりのプー
第163回『昔語りの会』
　5月27日(土)午後１時30分～　
　こうじ庵(鍛冶町)　　無料
　菅原さん ☎080-5225-5903

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　５月28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

手作り雑貨マーケット
　５月28日(日)午前10時～午後３時　
　大曲交流センター　　手作り品の販売
　手作り雑貨マーケット 小松さん
☎090-7666-6001

リンパケア＆おしゃべりサロン
　５月29日(月)午後１時～４時
　旭ふれあい館　　1,000円
　大久保さん ☎090-7325-0212

第152回 南の館『月例市民将棋大会』
　６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６月例会
　６月４日(日)午前10時～ ※午前９時
30分にグリーンポート杉沢出発　　御
嶽山山頂　　500円(昼食代)    記念樹
の冬囲い外し(講師：中川原隆一氏)　
　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】
　６月８日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
　６月18日(日)午後１時～ 　 800円　
　『小さな朗読コンサート』ほか
〈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 小松さん ☎33-2811

横手さつき盆栽会『花季展示会』
　６月９日(金)～11日(日)、午前９時
～午後４時　　駅南町内会館　　無料
※期間中、剪定講習会を予定
　中沢さん ☎32-9383

ヨガシャイニングムーン
　６月10日(土)午後５時30分～、16日
(金)午後６時30分～、23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

汲古の会・雄物川歴史散策会
『蔵光院(沼の柵跡)と郷土資料館めぐり』
　６月12日(月)午前10時～　※午前９
時30分集合　　雄物川民家苑・木戸五
郎兵衛村駐車場集合　　1,000円(昼食･
資料代)　　15人
　塩田さん ☎080-6005-3184

ほろっとキッズ
『秘密基地をつくって泊まろう』
　６月17日(土)午前10時～18日(日)午
前10時　　保呂羽山少年自然の家　　
対象：小学生(保護者参加可)　　20人
　小学生2,500円・保護者2,900円(３食､
保険料、利用料等) 
申込期限：６月７日(水)  
　高橋さん ☎22-4511

コーヒーサロン『和生』の開催～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　　無料　
　秋田県南部男女共同参画センター　
　小池田さん ☎090-2361-4687

バレエをしてみませんか？
　要問い合わせ　　大雄交流研修館ふ
れあいホール　　大人１回1,000円
　中川原さん ☎090-1065-2093

よさこいサークル『横城小町』
～メンバー大募集!!まずは気楽に見学を～
　練習は週２回程度　　旭ふれあい館･
平鹿生涯学習センターで主に活動
　要問い合わせ
※老若男女どなたでも大歓迎！
　鎌田さん ☎080-1663-5475
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　県立近代美術館特別展『スズキコージ ヤッ
ホーホイホー展』のイベントとして､４月22･
23日に行われたライブペインティング＆サイ
ン会。スズキコージさん本人が、高さ２㍍・
長さ３㍍の巨大キャンバスに独創的な絵を描
写し、多くの観客を魅了しました。特別展は
７月８日まで開催されています。

鮮やかな色彩と描写鮮やかな色彩と描写



大森病院

平成30年４月１日採用 市立大森病院の職員を募集します
HPアドレス http://www.oomorihp.jp/HPアドレス http://www.oomorihp.jp/

◆職種・採用予定人数
◎看護師２人程度　◎介護士２人程度
◎薬剤師２人程度　◎管理栄養士１人程度
◆受験資格
●各職種に必要な免許を有する方、または平成30年３
　月までに国家試験等により免許取得見込の方
●看護師・介護士は昭和62年４月２日以降、薬剤師・
　管理栄養士は、昭和57年４月２日以降に生まれた方
◆試験日・会場／後日連絡(６月下旬予定)・大森病院

◆受付期間／５月16日(火)～６月20日(火)
◆受験案内(要項)の入手方法
　大森病院で配布します。病院ホームページからもダ
ウンロードできます。郵便請求の場合は、封筒の表に
『職員採用試験申込用紙請求』と朱書きし、郵便番号･
住所・氏名を記入し140円切手を貼った返信用封筒(角
形２号)を同封して、下記までお送りください。詳細に
ついては受験案内、または病院ホームページでご確認
ください。

【問合せ・申込み】〒013-8601 横手市中央町８番２号 市総務部人事課(本庁舎内)☎35-2163

人事課

平成30年４月１日採用 横手市職員を募集します
～人物重視！求む！横手愛～

HPページ番号000018251HPページ番号000018251

【問合せ・申込み】〒013-0060 横手市条里一丁目１番１号 市消防本部総務課(条里北庁舎内)☎32-1111

消防本部

平成30年４月１日採用 横手市消防職員を募集します
HPページ番号000018252HPページ番号000018252

◆第２次試験期日(予定)※会場：市役所本庁舎ほか
●第１期、東京試験会場(上級)／８月18日(金)・19日(土) 
●東京試験会場(社会人対象)／８月19日(土)
●第２期／10月27日(金)・28日(土)
◎全ての試験において併願はできません｡
◎社会人対象については、建築・土木の有資格者は書
　類審査の上、教養試験を免除します。
◎障がい者の方は、資格職を除く全ての区分で受験可
　とし、社会人対象以外については受験資格年齢を２
　歳広げます。※以下の３つの要件全てを満たす方
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
　保健福祉手帳)の交付を受けていること

大卒または平成30年３月までに大卒見込みの方で、平成元年
４月２日(障がい者の方は昭和62年４月２日)から平成８年４
月１日までに生まれた方　※教養試験は行いません

大卒程度の学力を有し、平成元年４月２日(障がい者の方は昭
和62年４月２日)から平成８年４月１日までに生まれた方で､
建築・土木(農業土木等を含む)のいずれかの専門課程修了ま
たは平成30年３月修了見込みの方

大卒程度の学力を有し、平成元年４月２日(障がい者の方は昭
和62年４月２日)から平成８年４月１日までに生まれた方で､
建築・土木(農業土木等を含む)のいずれかの専門課程修了ま
たは平成30年３月修了見込みの方

大卒程度の学力を有し、昭和52年４月２日から平成５年４月
１日までに生まれた方で、おおむね３年以上の職務経験を有
し、その分野で優れた知識や技能を持ち、即戦力となり得る
コミュニケーション能力の高い方
※建築土木の有資格者は書類審査のうえ教養試験免除

高卒程度の学力を有し、平成９年４月２日(障がい者の方は平
成７年４月２日)から平成12年４月１日までに生まれた方(平
成30年３月までに高校卒業見込みの方含む)
※短大卒、高等専門学校卒、専門学校卒(２年課程以上)およ
　び平成30年３月までに卒業見込みの方を除く

短大卒程度の学力を有し、平成４年４月２日(障がい者の方は
平成２年４月２日)から平成10年４月１日までに生まれた方
※大卒または平成30年３月までに大卒見込みの方を除く

昭和57年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方で､
介護福祉士資格取得済み、または平成30年３月までに当該資
格を取得見込みの方

昭和52年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた方で､
建築・土木関連の資格を有し、職務経験がおおむね３年以上
ある方　※資格／建築：一級建築士、建築基準適合判定資格
者　土木：一級土木施工管理技士、技術士

短大または高専卒程度の学力を有し、平成４年４月２日(障が
い者の方は平成２年４月２日)から平成10年４月１日までに生
まれた方で、建築・土木(農業土木等を含む)のいずれかの専
門課程修了または平成30年３月修了見込みの方
※大卒または平成30年３月までに大卒見込みの方を除く

大卒程度の学力を有し、平成元年４月２日(障がい者の方は昭
和62年４月２日)から平成８年４月１日までに生まれた方
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・小論文
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※書類審査
　あり

主な受験資格第１次試験
内容(予定)

第１次試験
期日・会場

要項配布
受付期間試験名 採用

人数

５月15日(月)

～

６月２日(金)

７月14日(金)

～

８月14日(月)

６月24日(土)
25日(日)

市役所
本庁舎ほか

大卒または大卒見込みの方(４年制大学での救急救命
士資格取得者または資格取得見込みの方を含む)で、
昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれ
た方
救急救命士専門学校卒業または卒業見込みの方(４年
制大学での救急救命士資格取得者または資格取得見込
みの方は除く)で、昭和62年４月２日から平成10年４
月１日までに生まれた方
平成30年３月までに高卒見込みの方で、平成９年４月
２日から平成12年４月１日までに生まれた方

上級

中級

初級

１人
程度

３人
程度

・教養試験
・適性検査
・面接試験

８月上旬

10月下旬

主な受験資格第１次試験
内容

第２次試験
予定

第１次試験
期日・会場

要項配布
受付期間試験名 採用

人数

５月15日(月)

～
６月２日(金)

６月25日(日)
市役所

条里北庁舎

７月14日(金)

～

８月14日(月)

９月17日(日)
市役所

条里北庁舎

市役所
本庁舎ほか

７月２日(日)

９月17日(日)

東京都内

・自力により通勤ができ、かつ、介護者なしに職務遂
　行が可能な方
・一般的な活字印刷文による筆記試験および口述によ
　る面接試験に対応可能な方
◆受験案内(要項)の入手方法
   市役所本庁舎、各地域局で受付期間に配布します。
市ホームページからもダウンロードできます。郵送請
求の場合は、封筒の表に試験名〈例：上級(A日程)受験
案内請求〉を朱書きし、郵便番号・住所・氏名を記入し
140円切手を貼った返信用封筒(角形２号)を同封して､
下記までお送りください。詳細については受験案内、
または市ホームページでご確認ください。

◎免許要件、居住要件、身体要件については受験案内
　でご確認ください。
◆受験案内(要項)の入手方法
   消防本部、消防署、各分署で受付期間に配布します｡
市ホームページからもダウンロードできます。郵送請

求の場合は、封筒の表に試験名〈例：初級受験案内請求〉
を朱書きし、郵便番号・住所・氏名を記入し140円切手
を貼った返信用封筒(角形２号)を同封して、下記まで
お送りください。詳細については受験案内、または市
ホームページでご確認ください。

【問合せ・申込み】〒013-0525 横手市大森町字菅生田245番地205 市立大森病院総務課☎26-2141

税務課

税務課からのお知らせです
HPページ番号000022238

000001272
000014741

HPページ番号000022238
000001272
000014741

●所得の申告はお済みですか？
　国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は、前年の
所得から算定されています。これらの保険に加入して
いる本人や世帯の方で、所得の申告が必要な方には、
申告の案内をお送りします。
未申告のままでは…
◎世帯の所得金額が一定の基準以下の方が受けられる
　軽減制度について、未申告の場合は所得金額が分か
　らないため、適正な軽減を受けることができません｡
◎世帯に１人でも未申告の方がいると、１カ月の医療
　費が高額になった場合の払い戻しや、自己負担額の

　上限を定める限度額認定証、入院時食事代の減額認
　定証の適正な交付を受けることができません。

●軽自動車税納税通知書を発送しました
　軽自動車税の納税通知書がまだお手元に届いていな
い方や、車検などで納税証明書が必要な方は、下記ま
でご連絡ください。
◎軽自動車税の納付期限は５月31日(水)です。

●平成29年度分の課税証明書などの発行は
　6月12日(月)からを予定しています

【問合せ】市市民生活部税務課☎32-2510、収納課☎32-2518または、各地域局市民サービス課
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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



旭公民館主催『子育てセミナー』･
             『地産地消料理教室』

講座

『子育てセミナー』(材料費:各1,000円･定員:各10組）
家庭菜園に挑戦。プランターで野菜を育てます
●日時／５月27日(土)午前10時～11時
ポーセラーツ体験｡親子でペアのマグカップを作ります
●日時／６月10日(土)午前10時～11時
『地産地消料理教室』(材料費:500円・定員:15人）
　横手の旬の野菜を使った『日本料理』を学びます。
講師が作るのを見学して試食する料理教室です。
●日時／６月13日(火)午前10時～午後１時
●講師／神谷光子氏
≪共通事項≫ ●場所／旭ふれあい館
●申込開始日／５月15日(月)午前９時～
【申込み･問合せ】旭公民館☎36-1100

　横手市観光エキスパートの方々の活動成果を展示し
ます。第１弾は、手漉き和紙の伝統を守る佐々木清男
さんが作った十文字和紙を使用した、さまざまな作品
です。ぬくもり溢れる十文字和紙に惚れ込んだ泉川さ
んの作品展を、この機会にぜひご覧ください。
●期間／５月19日(金)～６月22日(木)
●入場料／100円※中学生以下無料
【場所･問合せ】横手公園展望台☎32-1096

横手市観光エキスパートの世界展Ⅰ
『十文字和紙・泉川祐子さん』

お知
らせ

　市では地球温暖化防止対策の推進、および雪国の快
適な暮らしの推進を目的とし、自宅や事業所に地中熱
利用設備を導入する方へ補助金を交付しています。
●補助対象者／市内に住所または事業所を有する方
●補助金額／補助対象額の２分の１(上限50万円）
●その他／交付条件や補助対象経費等の詳細について
は、市ホームページ(ページ番号:000014032)をご覧い
ただくか、お問い合わせください
【問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184

地中熱利用設備を導入する際は
補助金をご利用ください！

お知
らせ

　県では､雪下ろし中の安全対策や負担軽減を目的に､
住宅の改修工事費用を補助する事業を行っています。
●補助対象者／市内にお住まいで、次のいずれかに該
当する方　①65歳以上の方(平成29年度中に達する方
を含む)　②身体障害者手帳の交付を受けている方　
③上記いずれかの方と同居する方※過去に本事業の補
助を受けた世帯は対象となりません
●補助対象工事／雪下ろしの安全対策等に要する５万
円以上の工事※すでに実施、または完了した工事は対
象外です。県リフォーム推進事業と併用はできません
●補助金額／工事費の２分の１(上限額10万円）
●その他／原則、先着順で補助の対象者を決定します
【問合せ】県生活環境部県民生活課☎018‒860‒1522、
または市建設部建築住宅課☎35‒2224

平成29年度安全・安心な雪下ろし
支援事業について

お知
らせ

　古式銃砲や刀剣類を所持する場合は､県教育委員会に
登録が必要です｡該当する方は審査を受けてください｡
●日時／奇数月の10日･午前９時～正午※９月は､８日
(金)･３月は､９日(金)　●場所／県庁第二庁舎４階
●手数料／(刀剣類一振り)登録6,300円･再交付3,500円
【問合せ】県教育庁文化財保護室☎018-860-5192

銃砲刀剣類登録審査会についてお知
らせ

日本語教室で勉強してみませんか？講座

　横手市日本語学習会では、外国人の方向けの日本語
教室を１年を通して開催しています。
『ひらがな』､『カタカナ』､『漢字』を習ってみたい方、
日本語の勉強を通して日本の文化を学んでみたい方、
日本語検定の合格を目指す方。まずは見学だけでも結
構ですので、お気軽にお問い合わせください。
●日時／毎週金曜日・午前10時～正午
●場所／Ｙ２ぷらざ３階　●受講料／１カ月500円
【問合せ】市総務部秘書広報課☎35-2162

甲種防火管理講習会講座

◎新規講習
●期日／７月13日(木)･14日(金)　●受講料／4,500円
◎再講習
●期日／７月13日(木) ●受講料／2,500円
≪共通事項≫
●場所／大仙市仙北ふれあい文化センター※横手会場
の講習会は、10月開催予定
●申込期限／６月16日(金)　●申込先／市消防本部
※申込書の配布については、各分署でも行っています
【問合せ】市消防本部予防課☎32-1218

『ニュースポーツを体験しよう！』
参加者募集

催し

　５月31日(水)『チャレンジデー2017inよこて』に合
わせて、ニュースポーツ体験会を開催します。クラブ
会員･非会員どなたでも参加できます。運動する服装､
運動靴(内履き)をご用意ください。なお、体験に参加
した方は、チャレンジデーの参加者と認められます。
●日時／５月31日(水)午後１時30分～３時30分
●場所／横手体育館※参加無料　
●内容／スマイルボウリング、スカットボール、ユニ
カール、ミニテニス、卓球バレーなど
【問合せ】ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ☎33-2102

横手読書会５月例会催し

●日時／５月25日(木)午後２時～
●場所／女性センター　●講師／宮野榮子氏
●演題／詩･あの日の追憶‒終戦の日前夜のことなど‒
【問合せ】横手図書館☎32-2662

市内名所を巡る半日観光に
参加してみませんか？

催し

●日時／５月25日(木)午後１時30分～
●集合場所／条里南庁舎向かい防雪センター前駐車場
●コース／【増田コース】真人公園、亀田の久蔵碑、史
跡・吉野鑛山、西成瀬地域センター、成瀬頭首工、こ
ろり地蔵、二本杉、リンゴ園など　●定員／先着20人
●その他／資料等の実費負担があります
【申込み･問合せ】(一社)横手市観光協会☎33‒7111

増田まんが美術館特別企画展
『俺節(おれぶし)』原画展

催し

　横手市出身の漫画家･土田世紀氏(2012年没)が､1991
年にビッグコミックスピリッツ(小学館)で連載した作
品『俺節』の舞台化が決定。これに合わせ、横手市が
プロデュースする原画展を東京都で開催します。
●期間／５月26日(金)～６月18日(日)
●場所／赤坂ブリッツ(東京都港区赤坂)
『俺節原画展』オープニングセレモニー
●日時／５月26日(金)午後１時～
●場所／ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター(赤坂ブリッツ隣り)
【問合せ】市まちづくり推進部増田まんが美術館
事業室☎23‒6767

子育て講座『ベビーヨガ』
お子さんと一緒に心と体をリフレッシュ

講座

●日時／５月31日(水)午前10時15分～11時30分※受付
10時～　●場所／大森コミュニティセンター※大上橋
工事中のため、迂回路をご利用ください　●参加費／
無料　●対象／未就園児(生後３か月～２歳程度)とそ
の保護者　●定員／20組程度　●内容／親子のスキン
シップを取り入れたヨガエクササイズ　●持ち物／ヨ
ガマット(なければバスタオル)､汗拭きタオル､飲み物
など　●申込期限／５月26日(金)
【申込み･問合せ】大森町子育て支援センター☎26‒3520

赤ちゃんのお風呂の入れ方体験講座
参加者募集

講座

●日時／６月６日(火)午前10時～11時　●場所／横手
保健センター　●内容／沐浴体験　●参加費／無料
●対象／妊婦さん(市内に住所のある方)とそのご家族
●持ち物／母子手帳、飲み物等　●定員／５組
●申込期限／５月30日(火)　
【申込み】市健康福祉部健康推進課☎33-9600

栄公民館主催
『木製額縁フラワースタンド制作講座』

講座

●日時／６月14日(水)午前９時30分～午後１時30分　
●場所／ウッディさんない　●材料費／2,500円(昼食
代は各自負担)　●定員／先着10人　●申込開始日／
５月17日(水)午前９時～
【申込み･問合せ】栄公民館☎33-5320

ひとり親の方対象『介護講習会』講座

　介護職員として就労するために必要な知識と技術を
学びます。
●受講期間／平成30年２月までの間で４カ月間　
●場所／ニチイ学館大曲教室(大仙市) ●受講費用／
テキスト代12,000円(その他研修実費あり）●対象／
全日程受講でき、介護職に就く意欲のある方ほか
●募集期間／９月29日(金)まで随時●定員／10人程度
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35-2133

横手市障害者スポーツ教室を開催します講座

●日時／６月16日(金)午前10時～11時30分　●場所／
横手体育館　●参加費／無料(保険は県障害者スポー
ツ協会で加入） ●対象／市内に住む身体・知的・精
神障がい者他で、会場まで各自で来場できる方(付き
添いの方も入場可)　●競技／ボッチャ、卓球バレー
●申込期限／６月９日(金)
【申込み･問合せ】市健康福祉部社会福祉課☎35‒2132､
または横手市社会福祉協議会☎36‒5377

増田庁舎の１階にカフェを出店する方を
募集します！

募集

　増田庁舎１階のフリースペースおよび調理設備を利
用し、カフェを出店する方を募集します。子育てを地
域で支える拠点として、地域のみなさんの世代を超え
た交流の場として、観光などで増田を訪れる方への地
域の魅力発信の場として、いろいろな魅力と役割をも
ったカフェを開設してみませんか。
●入居予定／７月から　●応募方法／増田地域課備え
付けの応募要項に基づく書類を提出してください。要
項は、市のホームページ(ページ番号:000022213)から
もダウンロードできます　●提出期限／６月８日(木)
【提出先･問合せ】市増田地域局増田地域課☎45-5510

第 46 回雄物川駅伝競走大会
参加チーム募集

募集

　今年も雄物川駅伝競走大会を開催します。たくさん
のランナーの参加をお待ちしています。
●期日／６月25日(日)　●出場資格／横手市に住所を
有する方、または市内に勤務する方　●チーム編成／
監督１人、選手５人、補欠４人まで　●申込用紙／申
込要綱はコミュニティセンターに備え付け、または市
ホームページ(ページ番号:000010946)からダウンロー
ドできます　●提出期限／６月５日(月)
【申込み･問合せ】雄物川コミュニティセンター☎22-5535

横手やきそば食べ歩き（覆麺）審査員を
大募集！

募集

　９月２日(土)・３日(日)に行われる『横手やきそば
四天王決定戦』に進出する店舗を決める、覆麺(覆面)
審査員を募集中です。審査員には３～４店舗を食べ歩
き､各店舗の評価をしていただきます｡審査を達成した
方には、お食事代1,500円をキャッシュバックします｡
●審査期間／５月20日(土)～７月９日(日)
【申込み･問合せ】横手やきそば四天王決定戦
実行委員会事務局☎33‒7111

県南で初の開催!!
秋田マスターズ陸上選手権大会

募集

●期日／６月25日(日)開会式:午前９時10分～　
●場所／十文字陸上競技場　●参加料／3,000円
●年齢区分／18歳以上の男女※５歳刻み
●参加資格／日本マスターズ登録者(登録料5,000円)
【問合せ】秋田陸上競技協会(袴田)☎080-1842-7427､
または横手市陸上競技協会(岸部)☎090-2368-6589

　(株)羽後カントリーから、市に対し同社ゴルフ場の
優待券をいただきました。抽選で無料配布します。
●優待券／①株主優待券100枚　②会員同伴券５枚
●応募資格／市内在住の方　●申込方法／はがき、ま
たはメールで、住所・氏名・希望する券を記入してお
申し込みください(一人１口まで)　●応募期限／５月
31日(水)必着※当選者には、直接優待券を発送します
【応募先】〒013-8601 横手市条里一丁目１番１号
　　　　横手市総合政策部財産経営課☎35-2168
　　　　　kanzai@city.yokote.lg.jp

羽後カントリー倶楽部の優待券を
市民の皆さんに無料配布します

お知
らせ

　市では少子化対策や地域活性化対策の一環として、
独身男女が気軽に楽しむことができるイベントの事業
費の一部を助成します。
◎大規模イベント…50人以上の参加が見込まれるイベ
ント
●補助額／50万円以内※２件程度募集　●応募資格／
市内で活動する団体(ＮＰＯ､会社､事業者､任意団体等)
◎小規模イベント……６人以上10人以内の参加が見込
まれるイベントを２回以上開催
●補助額／10万円以内※２件程度募集　●応募資格／
市内で事業を行っている事業者(飲食店、結婚式場等)
≪共通事項≫●企画内容／独身男女(20歳以上)の出会
いのきっかけを創出する企画　●その他／予算には限
りがあり､応募多数の場合は審査のうえ､決定します｡
詳しくは市ホームページ(ページ番号:000014427)をご
覧いただくか、お問い合わせください
【申込み･問合せ】市総合政策部経営企画課☎35-2164
　kikaku＠city.yokote.lg.jp

独身男女の出会いイベントを
プロデュースしてみませんか？

お知
らせ

●入札期間／６月７日(水)～14日(水)
●開札日時／６月21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
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

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……５月17･24･31日､６月１日
増田図書館……５月15･22･29日､
　　　　　　　６月１日･５日
平鹿図書館……５月16･23･30日､６月１日
雄物川図書館…５月17･24･31日､６月１日
大森図書館……５月16･23･30日､６月１日
十文字図書館…５月17･24･31日､６月１日
山内図書室……５月20･21･27･28日､
　　　　　　　６月３･４日
大雄図書室……５月21･28日､６月４日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………５月16･23･30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
　…………………………５月15･22･29日､６月５日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………５月17日
ゆとり館…………………５月16･23･30日
えがおの丘………………５月15･22･29日､６月５日
大森健康温泉……………５月15･22･29日､６月５日

ゆとりおん大雄………５月25日､６月１日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………５月17･24･31日
　西部…………………５月17(午前)･20･21･
                    27･28日､６月３･４日
　南部…………………５月20･21･27･28日､
                    ６月３･４日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………５月15･22･29日､６月５日
南部シルバーエリア…５月15･22･29日､６月５日

相
談

診
療
日

善
意

５月21日(日)「ひつじのショーン
　　　　　　　　　バック・トゥ・ザ・ホーム」

５月28日(日)「ＳＴＡＮＤ ＢＹ ＭＥ　ドラえもん」

【 85分】

【 95分】
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5 先負

６/1 大安

道の駅さんない第12回そば打ち
アマチュア選手権大会

▼10:00～､道の駅さんない
あいのの温泉直売所 山菜恵ちゃん
『山菜祭り』

▼10:30～､山菜恵ちゃん
よこいち。

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

道の駅さんない『山菜まつり2017』

▼～21日､10:00～､道の駅さんない
気まぐれ弾き語りコンサート

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

横手市観光エキスパートの世界展Ⅰ

▼～6月22日､9:00～､横手公園展望台
第52回秋田県中学校
春季バスケットボール大会

▼～21日､横手体育館､増田体育館
春夏物リサイクル市

▼～22日､10:30～､Ｙ２ぷらざ

さんない芝桜まつり

▼～28日､大松川ダム公園
県民体育大会軟式野球競技

▼～28日､グリーンスタジアムよこて､平鹿球場
横手カップバスケットボール大会

▼～28日､雄物川体育館
ウオーキングデー

▼9:00～､あさくら館集合

県南小中学校剣道大会

▼～27日､横手体育館
平鹿地域総合防災訓練

▼10:30～､浅舞小学校

雄物川地域総合防災訓練

▼9:50～､雄物川小学校

2017大森リゾート村芝桜フェスタ

▼～21日､9:00～､大森リゾート村
スズキコージ ヤッホーホイホー展

▼～7月8日､9:30～､秋田県立近代美術館
2017コレクション展第１期没後20年紺野五郎

▼～7月17日､9:30～､秋田県立近代美術館

雄物川郷土資料館特別展
『明治を生きた先覚者たち』

▼～8月3日､9:00～､雄物川郷土資料館

チャレンジデー2017 in 横手

▼市内各地､詳細は市報5月1日号10ページ
十文字地域総合防災訓練

▼9:30～､植田小学校

◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／たすけあいネットあゆむ
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／ささき歯科医院
　東北電力横手営業所青年部／ガイア横手店
◎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
◎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　
　大森民謡同好会

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　５月17･24･31日／13：30～15：30
大沢診療所(内科)
　５月22日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　５月16･23･30日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　５月18･25日､６月１日
　　吉谷地／13：00～15：00
　　山内武道／15：10～17：00

10友引 11先負9 先勝8 赤口7 大安6 仏滅

休
日
当
番
医

月 日

５月21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)

35-7020渡辺内科循環器科医院(横手)

32-5124平鹿総合病院(鈴木医師・佐野医師※１)
32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

５月28日(日)
33-6021復古堂医院(横手)

32-5001市立横手病院(小山医師)

42-0421高橋医院(十文字)

32-5124平鹿総合病院(荻原医師)
６月４日(日)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院

※１…耳鼻科の医師も診察します

◎法律相談※事前の予約が必要です
　５月17日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　５月17日(水)／増田庁舎(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎45-4848(社会福祉協議会)
　５月24日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　５月26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)
◎行政相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　５月15日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　５月26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)
　５月16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)
　５月24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)
　５月24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)

献
血

月 日 場 所 受付時間
５月18日(木)

横手

芝桜フェスタ会場
（大森リゾート村）

横手市役所本庁舎 10:00～11:45
13:00～16:00

５月21日(日)
大森

５月26日(金)
増田

10:00～11:45
13:00～16:00

㈱クツザワ 10:00～11:00
横手市役所増田庁舎 14:30～16:00

※原則400ml献血のみの受付となります

横手市医師会だより横手市医師会だより ゆあさ整形外科クリニック　湯浅 勝則 医師ゆあさ整形外科クリニック　湯浅 勝則 医師

『運動のすすめ』『運動のすすめ』
　昨年から学校運動器検診が始まりました。子供達の脊椎や四肢が健やかに発育しているかチェッ
クするためです。これにより成長期特有の疾患を早期に発見できることが期待されます。ご家庭に
は『運動器保健調査票』が配布されますが、おうちの方もぜひ一緒にやってみて下さい。体の硬い
私は、体前屈で惨憺たる結果でした。運動器は子供だけでなく、大人にとっても大切な器官です。
適度な運動はロコモ、メタボ、骨粗鬆症の予防になり、健康寿命を延ばします。最近、スポーツか
ら遠ざかっているあなた、週１回30分の運動から始めてみませんか。　

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

さんたん

◎『みどりの朝市』が始まります!
初日の3日は、商品購入者を対象に
先着で花の苗などをプレゼント！
期間：6月3日(土)～11月11日(土)
　　  毎週水・土曜日、5:30～
場所：市役所本庁舎駐車場
問合せ：市農業振興課☎32-2112

◎『第10回緑いっぱいのゴルフ場を歩く会』開催！
日時／5月31日(水) 8：30～(受付開始8：15～)
集合場所／羽後カントリー倶楽部玄関前
参加費／1人700円(軽食･ドリンク付き)スポーツクラブさくら会員は600円
申込み期限／5月23日(火) ※先着30人
問合せ／NPO法人大森スポーツクラブさくら(大森体育館内)☎26-4167

◎法務局 人権・困りごと特設相談所開設(無料） ※10:00～15:00　
６月１日(木）大森コミュニティセンター、山内公民館
　　２日(金）浅舞公民館、雄物川コミュニティセンター
　　５日(月）Ｙ2ぷらざ､増田地区多目的研修センター､大雄地域福祉センター
　　７日(水）十文字文化センター
問合せ／秋田地方法務局大曲支局☎0187-63-2100

◎市税等の納期限です
軽自動車税１期
固定資産税１期
問合せ／市収納課☎32-2518

厄神立て

▼19:00～､大雄･藤巻地区

◎防災ラジオ試験放送日
　毎月第二水曜､11:45ころから防
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

◎大森ワインをリニューアル！
　『大森産ブドウのワイン』
　新酒発表記念パーティー2017
日時：5月23日(火) 18:00～
　　　※チケット制１人5,000円
場所･問合せ：さくら荘☎26-2301

※『市民のうごき』(５月末現在)
　は６月１日号へ掲載します。

17先勝

28先勝


