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さくらんぼ狩り(十文字地域)
　小さな手で抱えた“赤い宝石”を、笑顔
でお父さん、お母さんに見せていました。
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『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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　　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

龍生派いけばな野外展2017
　７月17日(月)まで､午前９時～午後５時
※最終日は午後３時まで　　秋田ふるさ
と村　　無料　　髙橋さん ☎33-5761

原田ハルヱ＆備前源『手芸＆写真二人展』
　７月16日(日)～31日(月)、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　　無料　　　ね･
ま～れ(十文字）※火曜休館 ☎42-5320

十文字スワンコーラス
道の駅サマーコンサート2017
　７月16日(日)午前10時30分～
　道の駅十文字　　無料　　消えた八月
ほか　　遠藤さん ☎42-2044

横手マンドリンクラブ『７月の碧空に響
くマンドリンオーケストラの調べ』
　７月17日(月)午前10時30分～　　Ｙ2

ぷらざ　　無料　　荻田さん ☎32-9438

しゃるWeだん酒の会 in 横手
　７月19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

第18回横手地域写真クラブ合同展
　７月21日(金)～23日(日) ※初日は正
午から、最終日は午後４時20分まで
　Ｙ2ぷらざ　　無料　
　北村さん ☎33-2042

ヨガシャイニングムーン
　７月21日・８月18日(金)午後６時30
分～、10日(木)午前10時30分～、12日
(土)午後５時30分～　　Ｙ2ぷらざ(３階)
　1,000円(体験500円) ※要予約
　吉岡さん ☎090-5405-7731

とっぴんぱらりのプー 
第165回昔語りの会
　７月22日(土)午後１時30分～　
　こうじ庵(鍛治町)　　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
　７月23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、賞品、参加賞付)　
　中田さん ☎32-2479

響け『歌のWA！』コンサート
　７月23日(日)午後２時～　　横手市
民会館　　1,000円(中学生以下無料)　
　ジブリ・高橋優さんの曲、オペラ
　富樫さん ☎090-5831-0643

大人のための英会話･韓国語入門市民講座
　７月26日以降の毎週水曜､午後６時～
(韓国語)、午後７時30分～(英会話)　
　サンサン横手　　6,000円(全８回分)
※別途テキスト代　　各講座15人　　
　国際文化交流協会 前田さん(平日午前
10時～午後６時)☎090-6489-2803

リンパケア＆おしゃべりサロン
　７月28日(金)午後１時～４時　
　旭ふれあい館　　1,000円(ローション
代)　　大久保さん ☎090-7325-0212

第３回掛唄実演会開催
　７月30日(日)午前10時～正午
　金沢孔城館　　無料
　石川さん ☎37-3244

コーヒーサロン『和生』の開催
　８月１日・15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

あきたエコマイスター県南協議会
講演会『気候変動の今を伝える』
　８月２日(水)午後２時～３時30分
　湯沢雄勝広域交流センター　　無料
講師：草彅正敏氏(防災士)
　佐々木さん ☎090-6783-3612

武術太極拳教室に参加してみませんか
　８月２日・９日・16日・23日(水)午後
７時30分～午後９時　　大雄交流研修館
　無料　　内履き
　三浦さん ☎090-3369-3817

ほろっとキッズ
『わくわく！昆虫採集キャンプ』
　８月５日(土)午後１時～６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
　子ども2,000円・大人2､400円(２食､
保険料、利用料込み)　申込期限：７月
25日(火)　　高橋さん ☎22-4511

第154回 南の館『月例市民将棋大会』
　８月６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８月例会
　８月６日(日)午前10時～　　グリー
ンポート杉沢　　500円(昼食代)　
　お酒・あれこれ(講師：森谷康市氏)
　小田嶋さん ☎32-9747

弓道体験教室～夏休みにお子さんと一
緒に参加してみませんか～
　８月６日(日)午後２時～５時
　横手武道館　　無料　　初心者コース
(小学生は保護者同伴)、経験者コース
　動きやすい服装、靴下 ※７月31日ま
で武道館(☎33-7307)に申込み
　照井さん ☎090-9634-2114

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)
　８月10日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】(要予約)
　８月20日(日)午後１時～　　800円
　煉瓦屋(寿町)　　小松さん ☎33-2811

夏休みわくわく教室～手作りアロマせっ
けん×English～(小学生対象)
　８月11日(金)午前10時～、午後１時～
(２部制)　　Ｙ2ぷらざ(３階)　　
　1,200円(材料費) ※親子での参加は
１人1,000円　　各15人(要予約)
　奥さん ☎070-5328-4436

2017『平和の鐘を鳴らそう集会』
　８月15日(火)正午～　　西法寺(平鹿
町上吉田)　　無料　
　柿崎さん ☎32-1100

フラダンスサークル『マハロ』
　毎月第１・３月曜、午前10時30分～
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料(体験）
　小西さん ☎090-7662-5166

ザ・宅建塾～合格への道しるべ～
　毎週水曜、午後７時～９時 ※第３水
曜を除く　　Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料
　高橋さん ☎080-6895-5642
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税務課

平成29年度の国民健康保険税についてお知らせします
HPページ番号000001289､000001290､000001291HPページ番号000001289､000001290､000001291

●平成29年度国民健康保険税の税率
　平成29年度の国民健康保険税率および賦課限度額
(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)
は、据え置きとなります。
　所得割は国民健康保険加入者の所得金額に対する
割合、均等割は加入者の人数に応じた金額、平等割
は１世帯当たりの金額です。

 

●均等割・平等割の軽減適用
　世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額と平
等割額が軽減されます。平成29年度も５割軽減と２
割軽減の適用範囲が拡大されました。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期  
　高齢者医療の被保険者に移行した方です。
◎軽減判定のための所得には青色事業専従者給与、
　および事業専従者控除・土地建物などの譲渡所得
　の特別控除は適用されません。

●国民健康保険税の納税相談と減免制度
　国民健康保険税は、前年(今年度の場合は平成28年
中)の所得をもとに税額を決定します。
　失業や経営不振、病気療養などの理由で、前年の
収入に比べて今年の世帯の収入が大幅に減るなど、
分割納付などの徴収猶予を行っても納付が困難と認
められる場合には、保険税の減免の申請を行うこと
ができます。減免の申請には、各納期限(年金からの
特別徴収の場合は年金支給日)の７日前までに、申請
書と必要書類の提出が必要です。また、申請前にも
れなく納税相談を受けていただきます。
　市では、申請に基づき収入や資産などの調査を行
い、総合的に判断した上で、減免の可否を決定しま
す。まずは、納税相談にお越しください。

【問合せ】市農林部農業振興課(県平鹿地域振興局内)☎32-2112、または各地域局地域課

農業振興課

平成29年度第２期農振変更(除外)を受け付けます
HPページ番号000001959HPページ番号000001959

　市が定める計画(農振計画)で農用地区域とされて
いる土地に家を建てたり、農地以外の目的に利用し
ようとする場合は、農用地区域から外すこと(農振除
外)を市に申出する必要があります。
　要件により除外が困難な場合もありますので、住
宅建築などの計画がありましたら、事前に担当窓口
へご相談ください。
　なお、農地転用が必要な農業用施設については、
用途変更が必要となりますが、用途変更の申出は随
時受付します。

◆受付場所／各地域局地域課産業建設係(横手地域は
　市農林部農業振興課）
◆申出期限／８月18日(金)
※申出期限は農振変更の進捗状況で変更する場合が
　あります。
◆計画変更日／12月下旬(予定)
※審査の結果、除外できない場合があります。

◎許可を受けずに農地転用や開発行為を行った場合は､ 
　法令により厳しい罰則が設けられていますので、ご
　注意ください。

国保年金課

国保年金課からのお知らせ

　新しい後期高齢者医療の被保険者証(保険証)を、７
月下旬に加入者に送付します。８月１日以降は、新し
い保険証(みず色)を医療機関に提示してください。
◎入院時の食事代と医療費の自己負担限度額が減額と
　なる『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を

平成29年８月から

　受けている方で、引き続き世帯員全員が住民税非課
　税の場合は、保険証と一緒に新しい認定証を送付し
　ます｡
※今年度、新たに世帯員全員が住民税非課税になった
　方は、申請が必要です。

【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

８月から70歳以上の方の高額療養費の
自己負担限度額が変わります 

HPページ番号000019267

国民年金保険料免除・猶予制度をご利用ください HPページ番号000007696

８月から後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります HPページ番号000018765

　福祉医療費受給者証の有効期限は、一部の方を除い
て毎年７月31日です。継続して福祉医療費を受給する
ためには更新の手続きが必要です。対象者には通知し
ますので、必要なものを確認の上、忘れずに手続きを
してください。
◎乳幼児および小中学生の区分に該当している方は､

　７月中に受給者証を郵送します(更新手続きは不
　要)。ただし、所得が確認できない方(未申告など)
　や、世帯状況・保険証等の内容に変更がある方は､
　手続きが必要です。
※現在、所得制限等で非該当の方でも、前年の所得に
　よっては該当となる場合があります。

　所得が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な
方を対象に、本人の申請により納付を免除・猶予す
る制度があります。
　保険料未納期間がある場合、将来、老齢基礎年金
や障害基礎年金、遺族基礎年金などを受け取ること
ができない場合があります。未納のままにせず、制
度をご利用ください。

●免除申請／本人・世帯主・配偶者の前年の収入に
　よっては、申請により保険料の納付が免除されま
　す。
●納付猶予申請／50歳未満の方で、本人・配偶者の
　前年の収入によっては、申請により保険料の納付
　が猶予されます。
◆申請方法／年金手帳と印鑑を持参してください。 

福祉医療費受給者証の更新手続きをお忘れなく HPページ番号000001304

●高額療養費とは／同月内に医療機関などで支払った保険適用分の医療費が高額になり、決められた限度額を
　超えた場合、その超えた分が支給される制度です。
※過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が４回以上あった場合、４回目以降は44,400
　円になります。

区　分 税率等 賦課限度額

医療給付費分
所得割 9.67％

54万円均等割 24,100円
平等割 20,800円

後期高齢者支援金分
所得割 2.61％

19万円均等割 6,500円
平等割 5,500円

介護納付金分
所得割 2.42％

16万円均等割 7,500円
平等割 4,200円

【問合せ】市市民生活部税務課(本庁舎内)☎32-2510、または各地域局市民サービス課

●自己負担限度額(月額)
平成29年７月まで

軽減割合 基準となる所得金額(世帯主、被保険者および
特定同一世帯所属者(※)の所得合計額)

７割軽減 世帯の合計所得金額が33万円以下

５割軽減 世帯の合計所得金額が【33万円＋27万円×被
保険者および特定同一世帯所属者の数】以下

２割軽減 世帯の合計所得金額が【33万円＋49万円×被
保険者および特定同一世帯所属者の数】以下

所得区分 外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

現役並み所得者
課税所得145万円以上
の方

44,400円
80,100円+(医療費
‒267,000円)×１％
(※44,400円)

一般
他の区分に当てはま
らない方

12,000円 44,400円

区分Ⅱ
住民税非課税世帯で､
区分Ⅰ以外の方

8,000円

24,600円

区分Ⅰ
住民税非課税世帯で､
年金収入80万円以下
等の方

15,000円

➡

所得区分 外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

現役並み所得者 57,600円
80,100円+(医療費
‒267,000円)×１％
(※44,400円)

一般
14,000円
(年間上限
144,000円)

57,600円
(※44,400円)

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ 15,000円
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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



　県産材を使用した新築住宅やペレットストーブ等の
購入に対して、最大40万円相当のポイントがもらえる事
業です。ポイントは、助成金や県産品と交換できます｡
　詳しい内容は、県のホームページ『美の国あきたネッ
ト』の農林水産部林業木材産業課のページをご覧いた
だくか、下記へお問い合わせください。
【問合せ】県林業木材産業課☎018-860-1915、県平鹿
地域振興局森づくり推進課☎32-9505

ウッドファーストあきた
木材利用ポイント事業

お知
らせ

　平成30年４月に海上保安学校および海上保安大学校
に入学する学生を次のとおり募集します。
●受付期間／インターネット受付○海上保安学校７月
18日(火)～27日(木)○海上保安大学校８月24日(木)～
９月４日(月)http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
●第１次試験日／海上保安学校９月24日(日)、海上保
安大学校10月28日(土)・29日(日)
【問合せ】秋田海上保安部管理課☎018-845-1621

お知
らせ 平成29年度海上保安学校・大学校

学生採用試験

　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、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｡
　また、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。
【問合せ】市消防本部予防課☎32-1218

お知
らせ 火災から命を守る住宅用火災警報器

けい ほう き

まちの起業家育成プログラム受講者
募集について

講座

●対象者／市内に在住・在勤・在学の方、市内で起業
している、または起業を検討している方など
●募集期限／７月21日(金)
●プログラム内容
①Ｅ-ラーニング(全30講座)【予定期間／９月中旬まで
※すでに開講中】パソコン・スマホなどで、起業に関
する基本的な知識から具体的なノウハウまでを学習し
ます※通信料は各受講者負担となります
②選抜型チャレンジプログラム【予定期間／９月下旬～
平成30年３月下旬】Ｅ-ラーニング受講者の中から選抜
された方を対象に、事業プランに応じた支援と定期的
な面談を行いサポートします。また、集合支援・ビジ
ネスマッチングを実施します
●申込方法／市ホームページ(ページ番号:000022440)
をご確認のうえ、申込フォームまたはファックス・メー
ルで申し込みください
【申込み･問合せ】市商工観光部商工労働課☎32‒2115

●募集対象／ものづくり・工業製品(部品やソフトウェ
アは含むが、食料品、飲料および医薬品などは除く)
●募集対象者／《小中学生の部》市内の小学生および中
学生《一般の部》高校生以上で市内に在住または通勤
・通学している方、市内に拠点を置く団体など
●募集期限／９月29日(金) ●応募方法／申込書に記入
のうえ、下記窓口に提出してください。申請書は市の
ホームページからもダウンロードできます※詳細や留
意事項などもご確認ください(ページ番号:000020038)
【提出先･問合せ】市商工観光部商工労働課☎32‒2115

ものづくりに関するアイディア募集中!!
『ものづくりアイディアコンテスト2017』

募集

●開催日／８月６日(日)午前10時～正午　
●場所／Ｙ2ぷらざ　●内容／自衛隊全般、自衛官採用
制度等の説明※説明会にはどなたでも参加できます
【問合せ】自衛隊秋田地方協力本部横手地域事務所
☎32‒3920

平成29年度第２回自衛官採用制度
地域説明会

お知
らせ

マタニティクラス参加者募集(２日間受講）講座

●対象／11月～平成30年１月に出産予定の妊婦さんと
そのご家族　●期日・内容／①８月18日(金)いのちの
話・沐浴体験・パパの妊婦体験　②８月25日(金)赤ち
ゃんのお世話の仕方・妊娠中の食事・赤ちゃんの虫歯
予防など　●時間／午後６時30分～８時30分　
●場所／横手保健センター　●定員／18組※参加無料
●申込期限／８月10日(木)
【申込み】市健康福祉部健康推進課☎33-9600

暑中見舞い講習会 in 平成高校講座

●日時／７月22日(土)午前９時～　●参加費／無料　
●内容／生徒がはがき印刷をお手伝い　
●持ち物／はがき　●定員／40人
【場所･問合せ】県立平成高校(宮川)☎24‒1195

栄公民館主催講座『そば打ち講習会』講座

●日時／８月８日(火)午前10時～正午　●材料費／500
円　●定員／８人　●講師／境町そば打ち研究会　
●受付開始日／７月18日(火)午前９時～　
【申込み･問合せ】栄公民館☎33-5320

南部シルバーエリア『イベント案内』
作品展・料理教室

講座

◎写友写真展『光と影』
●会期／７月30日(日)まで　●入場料／無料
●時間／午前９時～午後５時
◎お盆向きの料理教室『魚のすり身のしそ巻きなど』
●日時／８月６日(日)午前10時～
●講師／佐々木幸子氏(横手市)　●参加費／1,000円
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具　
●定員／先着20人　●申込開始日／７月19日(水)～
《共通事項》
【場所･申込み】南部シルバーエリア☎26-3880

◎2017横手市実験農場フィールドデー
　『作ってみよう！食べてみよう！横手産野菜！』を
テーマに、恵泉女学園大学教授藤田智氏の講演や、県
立大学生物資源科学部による土層調査研究発表、地場
産野菜の収穫体験、試食会など、横手の野菜の魅力が
ギュッと詰まったフィールドデーを開催します。
●期日／８月３日(木)午前９時～午後３時
※ふれあいホール駐車場から実験農場までシャトルバ
ス送迎をしますので、そちらもご利用ください
【場所･問合せ】市実験農場☎52‒2532
◎『朝採り野菜がうまいのは？』参加者募集！
　朝採り『トウモロコシ』の収穫体験＆採れたて試食会
の参加者を募集します。ぜひ、お子さんと一緒にご参加
ください! ※天候等により変更になる場合があります
●日時／８月３日(木)午前９時～10時　●定員／50人
●申込開始／７月20日(木)午前９時～
【場所･申込み･問合せ】市実験農場☎52-2532

実験農場『2017横手市実験農場フィールド
デー』､『朝採り野菜がうまいのは？』

催し

　社会保険労務士が、労務や経営などの相談に応じます｡
●期日／８月12日(土)　●時間／午前９時～午後５時
※原則１時間　●会場／Ｙ2ぷらざ３階
●対象／中小企業の事業主など
【申込み･問合せ】秋田県最低賃金総合相談支援センター
(秋田県社会保険労務士会内）☎0120‒695‒783、または
018‒865‒5335    akita2@akita-sr.or.jp

秋田県最低賃金総合相談支援センター
『無料相談会』

相談

　ラジカセやゲーム機、スチールカメラなど、20～30
年前の家電製品が展示されます。この機会にぜひご覧
ください。
●期間／７月21日(金)～８月28日(月)午前９時～午後
４時30分　●入館料／100円※中学生以下無料
【場所･問合せ】横手公園展望台☎32-1096

お知
らせ 横手公園展望台企画展　県立博物館出張展

『風雲！男泣き家電城』

　横手地区ほ場整備事業の排水路工事に伴い、市道城
野岡赤坂線の一部通行止めを以下のとおり行いますの
で、市民の皆さまのご協力をお願いします。
●車両通行止め期間／７月25日(火)～８月10日(木)終
日通行止め　※歩行者は平日のみ午前８時から午後５
時まで通行できます
●工事場所／横手市赤坂地内の市道城野岡赤坂線の一
部区間(通行止め箇所)市道静町赤坂線との交差点から
市道城野岡開拓３号線との交差点部までの約250㍍
【問合せ】(発注者)県平鹿地域振興局農林部農村整備
課☎32-9509 (請負者)株式会社半田工務店 ☎33-0300
現場担当･小野寺

県営ほ場整備事業　横手地区の工事に
伴う市道通行止めについて

お知
らせ

　ごみ分別ルールとは別に、集積所のマナーについて､
今一度ご理解、ご確認くださるようお願いします。
・集積所に出したごみを収集業者以外の人が勝手に持
　ち出す
・集積所に出したごみ袋の中身を調べる
・ほかの地区の集積所にごみを出す
・収集日に関係なくごみを出す
　このような行為は迷惑行為になりますので絶対に行
わないでください。皆さまの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

ごみを出す際についてのお願い
(集積所について）

お知
らせ

◎『高嶋ちさ子12人のヴァイオリニスト 
　Best Classics Harmony』
　国内外で幅広く活躍している彼女たちが奏でる優雅
な演奏を、ぜひお楽しみください。
●期日／９月10日(日)午後３時開演　
●チケット／全席自由席 一般3,500円､ 高校生以下500
円(当日は各500円増) 
◎『キッズのためのはじめての音楽会』
　温かいトークで大人気のヴァイオリニスト奥村愛さ
んをはじめとした一流の演奏家たちと、愛らしいキャ
ラクター『おんのすけ』が繰り広げるコンサート『キッ
ズのためのはじめての音楽会』を公演します。詳しく
はチラシ、市ホームページ(ページ番号:000010308)を
ご覧ください。
●期日／９月24日(日)午後１時30分開演　
●チケット／無料(全席自由)※入場は応募用紙による
受付で応募者多数の場合は抽選　
《共通事項》●プレイガイド／横手市民会館･かまくら
館・カシワヤ楽器・金喜書店・楽器の店カネキ　
●その他／横手建設(株)創立100周年記念事業として協
賛をいただいて、実現した公演です
【場所･問合せ】横手市民会館☎32‒3136

横手市自主文化事業委員会主催
『イベント案内』

催し

　マイナンバー制度では、各種手続きに必要な情報を
行政機関の間でやり取りする『情報連携』が始まります｡
７月中旬から試行運用が始まり、秋頃から本格運用と
なる予定です。本格運用開始後は、各種手続きで添付
書類が一部省略できるようになります。ただし、試行
運用期間中は、今までどおりの書類の提出をお願いし
ます。
【問合せ】市総合政策部情報政策課☎35-2166

マイナンバー制度による情報連携の
試行運用が始まります

お知
らせ

　あやめ杯民謡大会は新人民謡歌手の登竜門です。県
内外から参加者が集まり、一般・年少・熟年の三部門
に分かれて自慢の“のど”を競います。いつもは民謡
を聴かない方でも楽しめること間違いなし！ご家族・
ご友人とお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
●日時／７月17日(月・祝)午前９時～　
●場所／平鹿生涯学習センター※入場無料
【問合せ】市平鹿地域局平鹿地域課☎24‒1118

第27回あやめ杯民謡大会
開催のお知らせ

催し

横手読書会７月例会

●日時／７月26日(水)午後２時～
●場所／市女性センター
●内容／講師：半田作治氏(横手読書会会長）
演題：わが過去の一端を語る(その２）
【問合せ】横手図書館☎32-2662

催し

　太 鼓、よさこい、ストリートダンスで会場を盛り上げ
ます。さらに注目のステージには“芸能界のご意見番"
美川憲一さん、2016年レコード大賞新人賞受賞“開運
演歌女子" 羽山みずきさんが登場。ラストは迫力満点
の打ち上げ花火をお楽しみください。
●日時／７月29日(土)午後４時～９時30分
●場所／楽天イーグルススタジアム大雄　駐車場内
【問合せ】市大雄地域局大雄地域課☎52‒2111

2017大雄サマーフェスティバル催し
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※６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　92,220人   （-84）

男　43,649人  （-27）
女　48,571人  （-57）

世帯　34,388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……７月19･26日､８月２日
増田図書館……７月18･24･31日
平鹿図書館……７月18･25日
雄物川図書館…７月19･26日､８月２日
大森図書館……７月18･25日
十文字図書館…７月19･26日､８月２日
山内図書室……７月15～17･22･23･29･30日
大雄図書室……７月16･17･23･30日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………７月18･25日､８月１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
　…………………………７月18･24･31日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………７月19日
ゆとり館…………………７月18･25日､８月１日
えがおの丘………………７月18･24･31日
大森健康温泉……………７月18･24･31日

ゆとりおん大雄………７月20日､８月３日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………７月17･19･26日､
　　　　　　　　　　８月２日
　西･南部 ……………７月15～17･22･23･29
                    ･30日､８月５日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………７月18･24･31日
南部シルバーエリア…７月18･24･31日
※夏休み期間中、プールは休まず営業します

相
談

診
療
日

善
意

７月16日(日)「ドラえもん　のび太の宇宙英雄記」

７月23日(日)「バグズ・ライフ」

【100分】

【 97分】
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28 大安 29赤口27仏滅

４ 赤口 ５ 先勝 ６ 友引３ 大安

30先勝25 友引 26先負24先勝

31友引 ２ 仏滅８/１先負

よこいち。

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

にかほ市・雄物川町
『海と山との直売所交流事業』

▼10:00～､ほほえみ直売所(雄川荘)

2017大雄サマーフェスティバル

▼16:00～､詳細は４ページ
県南地区弓道大会
兼秋田県近的選手権大会予選会

▼横手武道館

ミューズ(芸術の女神)
まなざしの先の女性たち

▼～9月18日､9:30～､秋田県立近代美術館
秋田県小学校クラブ野球大会
兼スポーツ少年団大会横手市予選会

▼～16日､スタジアム大雄､平鹿野球場
(22日はグリーンスタジアムよこて)

ウオーキングデー

▼9:00～､かまくら館集合
第14回よこての全国線香花火大会

▼17:00～､横手川蛇の崎川原
第39回猩々まつり

▼17:00～､十字の里
天皇杯･皇后杯全日本バレーボール選手権

▼～23日､増田体育館

バドミントンクイーンズサーキット
2017横手大会

▼～23日､横手体育館
2017コレクション展第２期
Femme ファム・女性のすがた

▼～10月9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
横手公園展望台企画展
赤川華流中国文墨画展

▼～7月18日､9:00～､横手公園展望台

第27回あやめ杯民謡大会

▼9:00～､詳細は４ページ
おもフェス・おもしぇす2017

▼10:30～､雄物川中央公園

第48回おおもり田楽灯ろう
コンクール

▼19:00～､北都銀行大森支店前出
発

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
後三年合戦金沢資料館特別展示
『武家の意匠-モチーフになった動植物たち-』

▼～8月27日､9:00～､後三年合戦金
沢資料館

2017横手市実験農場フィールドデー

▼9:00～､詳細は５ページ

◎横手市へ
　横手市電気工事業協議会
◎横手市立小学校、市内図書館へ
　国際ソロプチミスト横手
◎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
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／農事組合法人みずほ
　ペンションぷうたろう
◎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
　扇好会／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　川西保育所
◎居宅支援センター森の家へ　
　歌子会

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　７月19･26日､８月２日／13：30～15：30
大沢診療所(内科)
　７月24日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　７月25日､８月１日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　７月20･27日､８月３日
　　吉谷地／13：00～15：00
　　山内武道／15：10～17：00

12 13赤口 14先勝11仏滅10先負

◎法律相談※事前の予約が必要です
　７月19日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　７月26日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　７月28日(金)／十文字町健康福祉センター(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎42-5858(社会福祉協議会)
　８月２日(水)／Ｙ2ぷらざ3階(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)
　７月18日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　７月28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)
　７月27日(木)／大森庁舎(9：30～12：00）
　　　　　　　　☎26-3274(社会福祉協議会)
　８月４日(金)／十文字町健康福祉センター(9：30～12：00）
　　　　　　　　☎42-5858(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)
　７月28日(金)／大森庁舎(9:30～12：00）
　８月３日(木)／十文字町健康福祉センター(9：30～12：00）
◎人権相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　７月26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

休
日
当
番
医

月 日

７月16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)

33-7533和賀胃腸科内科医院(横手) 32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

７月17日(月) 35-5005しおたこどもクリニック(横手)

35-2666こはま泌尿器科クリニック(横手)

32-5001市立横手病院(高橋医師)

45-5800下田内科消化器科医院(増田)

26-2141市立大森病院
７月30日(日)

７月23日(日) 32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

７月21日(金)
横手

㈱マルシメ
スーパーモールラッキー店

13:30～14:15特別養護老人ホームビハーラ赤坂
10:00～11:45アックス横手駅前店

10:00～11:45
13:00～16:00
10:00～11:15㈱平鹿精機製作所
10:00～11:15㈱品川合成製作所
13:00～14:00㈱アスター
15:00～16:00ＪＡ秋田ふるさと平鹿支店

受付時間場 所月 日

７月27日(木)
平鹿

７月23日(日)
十文字

※原則400ml献血のみの受付となります

海の日

県立博物館出張展
『風雲！男泣き家電城』

▼～8月28日､詳細は４ページ

横手市医師会だより横手市医師会だより 細谷内科医院　細谷 知樹 医師細谷内科医院　細谷 知樹 医師

『ただいま横手』『ただいま横手』
　高校卒業後横手を離れ18年、昨年４月からふるさとに戻ってきました。横手での生活を始めて１
年がたちます。いろいろな商業施設が増え、町は活性化しているように思えますが、以前よりどこ
か寂しいなあと感じています。医療業界も同様、高度な治療法や薬、検査法が日々進化しています
が、どこか寂しい感じがありませんか？　さまざまな情報が飛び交う世の中です。医師任せの治療
ではなく、かかりつけの先生と一緒にあなたへの最適な医療を考えていきましょう。そして、健康
で楽しい生活を送れますように。

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

◎市税等の納期限です
固定資産税２期
国民健康保険税１期
介護保険料１期
後期高齢者医療保険料１期
問合せ／市収納課☎32-2518

ねむりながし

▼18:00～､横手川蛇の崎川原
第46回秋田県特別支援学校
『学校展』

▼～6日､秋田ふるさと村

大安


