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　７月30日、『横手市消防訓練大会』が十文字地域の
志摩河川敷運動公園で開催され、各地域を代表する
消防団員が日ごろの練習の成果を競い合いました。
　規律訓練では大森消防団、小型ポンプ操法とポン
プ車操法では十文字消防団が優勝。また、山内女性
消防隊が俊敏な軽可搬ポンプ操法を披露するなど、
地域防災をあらためて考える一日となりました。

地域を守る!!地域を守る!!

『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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南部シルバーエリア『イベント案内』
【淑扇会かなもじ展】
　８月30日(水)まで、午前９時～午後
５時　　無料　講師：嶋田淑氏
【料理教室～食物繊維の多い献立～】
　９月24日(日)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 ※８月18日から申込
開始　講師：福地郁子氏
〈共通事項〉　　南部シルバーエリア
☎26-3880

しゃるWeだん酒の会 in 横手
　８月16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

みんなでむのたけじさんを偲ぶ集い
　８月20日(日)午後１時30分～４時30分
　サンサン横手　　500円　　ビデオ上
映会、基調講演(あきた文学資料館名誉
館長　北條常久氏)、参加者交流会ほか
　赤川さん ☎36-1966

太極拳初心者教室～心身リラックスした
自分のための時間を～
　８月21日・９月25日(月)午前10時15
分～11時30分　　Ｙ2ぷらざ　　1,000円
※申込不要　　内履き　
　瀬川さん ☎090-7667-6701

第54回教育者研究会～道徳教育の新たな
充実をめざして～　(参加自由)
　８月22日(火)午後０時45分～４時30分
　雄物川コミュニティセンター　　無料
講師：川原容一氏((公財)モラロジー研
究所)、澤田浩一氏(文部科学省教科調査
官)　　石田さん ☎33-2421

相続・遺言・農地の無料相談会
　８月23日・９月６日(水)午前10時～
午後１時　　ね・ま～れ(十文字)　
　無料 ※要予約
　行政書士 藤原さん ☎23-6930

ヨガシャイニングムーン
　８月24日･９月14日(木)･22日(金)午
前10時30分～､９月15日(金)午後６時30
分～､23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

大森町郷土研究会主催『湯沢城址を巡る』
　８月25日(金)午前９時～午後３時30分
※雨天決行　　湯沢城址(見張り台、馬
場、本丸)、清凉寺 ※大森地域局に集合･
解散　　無料(昼食は自己負担)　　飲み
物、雨天時の服装　　30人 ※８月22日
まで要予約　　根田さん ☎26-2042

第22回彩の会絵画展
　８月25日(金)～27日(日)、午前９時
～午後５時 ※初日は午前11時～　
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料　
　佐々木さん ☎32-6164

山崎茂男の『写真展』
　８月25日(金)～９月10日(日)、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　　　ね･
ま～れ(十文字)※火曜休館 ☎42-5320

道の駅十文字10周年プレイベント
『東京農業大学全学応援団リーダー公開』
　８月27日(日)午前11時～、午後２時
30分～　　道の駅十文字　　無料
　佐々木さん ☎090-9037-4397

ミニコンサートと、童謡・唱歌なつかし
のメロディーを歌う会
　９月２日(土)午後１時～３時　　ね･
ま～れ２階(十文字)　　無料　　ロンド
ンデリーの歌、サウンドオブサイレンス
ほか　　佐藤さん ☎42-0399

横手高校美入野会総会・懇親会
　９月２日(土)午後３時～(総会)、午後
４時～(懇親会) 　横手セントラルホテ
ル　　6,000円 ※８月24日まで要申込
　美入野会事務局 ☎32-3020

第155回 南の館『月例市民将棋大会』
　９月３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

コーヒーサロン『和生』の開催
　９月５日・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

あきたエコマイスター『施設見学会』
　９月５日(火)午前11時～午後３時30分
　横手市内の食品リサイクル工場 ※集
合場所は要問合せ　　100円(会員無料)
※８月22日まで要申込
　佐々木さん ☎090-6783-3612

健康セミナー
『アロエパワーについて学ぼう!』
　９月５日(火)午後１時～３時　　旭ふ
れあい館　　300円　講師：佐藤昭治氏
(日本成人病予防協会)※アロエ試食有
　大久保さん ☎090-7325-0212

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)
　９月７日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】(要予約)
　９月17日(日)午後１時～　　800円
　煉瓦屋(寿町)　　小松さん ☎33-2811

鍛治町こんぴら　はらがけ祭り
　９月９日(土)午後６時45分～８時45分
　鍛治町通り商店街　　ちびっこ天国､
夜店、ステージ　　若林さん ☎33-1010

よこて農家塾９月例会
　９月10日(日)午前10時～　
　Ｙ2ぷらざ　　500円(昼食代) 
　とかくこの世は(講師：柴田康裕氏)
　小田嶋さん ☎32-9747

第19回東北マンドリンフェスティバル
～マンドリンの群れ～
　９月10日(日)午後０時20分～４時10分
　秋田ふるさと村ドーム劇場　　500円
　荻田さん ☎32-9438

やすらぎコンサート
～ハープの調べをあなたに～
　９月14日(木)午後７時30分～
　横手聖書やすらぎ教会　　無料
演奏：キャサリン・ポーター氏
　斎藤さん ☎080-5565-8539

ザ・民法塾～民法を学ぼう～
　毎週金・土・日曜、午後７時～10時
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　無料　　筆記用
具　　高橋さん ☎080-6895-5642

な な

料

日

日
場

日
場

料

問

日

問

場
日

日

料

場問

日

日

日
場

場

問

日 場

日

料

料

料

問

日

場

問

日

日

場

料
問

日
場

料

問

持

日
場

問

料

料

問

日

料

日

場

問

料

問

日

日

料

料

場

料

問

問

日

日
場

料

料

料

問

場

問

料

料

問

場

料

内

場

問

問

場

日

場

日
料

場

定
持

内

持

持
定

場問

場
内

問

日

問

内

問
料
場

料



健康推進課

大腸がん検診の追加受付を行います
HPページ番号000005429HPページ番号000005429

　男女とも40歳代から増加する大腸がんは、進行する
までほとんど自覚症状がありません。そのため、早期
に見つけるためには、毎年、定期的に検診を受ける必
要があります｡
　今年度、大腸がん検診を受けていない方(40歳以上
の男女)を対象に追加受付を行いますので、お近くの
地域局(横手地域の方は健康推進課)に検査容器と問診
票を提出してください。なお、申し込みをしていない
方や検査容器と問診票をお持ちでない方は、事前にご

連絡をお願いします。
◆追加受付日／９月４日(月)、５日(火)、10月２日
(月)、３日(火)、11月６日(月)、７日(火)、12月
４日(月)、５日(火)
◆受付時間／午前８時30分～11時　
◆料金／600円
※今年度中に51～55歳に達する方、後期高齢者医療
被保険者証提示の方、緊急時医療依頼証提示の方
は無料となります。

【問合せ・受付場所】市健福祉部健康推進課(横手保健センター内)☎33-9600、または各地域局市民サービス課

横手病院・大森病院

看護師・助産師を目指す奨学生を募集します！
横手病院HPアドレスhttp://www.yokote-mhp.jp/　大森病院HPアドレスhttp://www.oomorihp.jp/横手病院HPアドレスhttp://www.yokote-mhp.jp/　大森病院HPアドレスhttp://www.oomorihp.jp/

　将来、看護師や助産師として市立横手病院または市立
大森病院(以下市立病院)に勤務を希望している方を対
象に､奨学金制度を創設しました｡ぜひご応募ください｡
◆応募資格／看護学生または平成30年入学予定者で、
看護系学校卒業後、直ちに市立病院に勤務希望の方
◆貸付金額／月額50,000円
◆定員／市立横手病院３人、市立大森病院２人

◆受付期間／８月14日(月)～９月15日(金)
◆選考日／９月30日(土)
◆選考会場／勤務を希望する市立病院
◆募集要項の入手方法／市立病院で受付期間に配布しま
す。病院ホームページからもダウンロードできます｡
◎市立病院に勤務すると奨学金の返還が猶予され、さ
らに一定期間勤務すると免除されます。

【問合せ・申込み】市立横手病院総務課☎32-5001、市立大森病院総務課☎26-2141

　介護保険の『高額介護予防サービス費』は、１カ月に
おける利用者負担額の合計が基準額を超えたときに、
超えた分について支給する制度です。
　平成29年８月からの制度改正により、市民税課税世
帯の利用者について、８月以降の利用分における基準

額が37,200円(月額)から44,400円(月額)に変更されま
す。ただし、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービ
スを利用していない方を含む)の利用者負担割合が１
割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12カ月)の上
限が３年間の時限措置として設けられます。

※『世帯』とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を、『個人』
とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を意味します。

高齢ふれあい課

高額介護予防サービス費の基準額が変わります
HPページ番号000019747HPページ番号000019747

【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課(本庁舎内)☎35-2134

対象となる方 平成29年７月までの
負担の上限(月額) 平成29年８月からの負担の上限(月額)

現役並み所得者がいる世帯の方 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方 37,200円(世帯)
44,400円(世帯)〈見直し〉

※同じ世帯で全ての65歳以上の方(サービスを利
用していない方を含む｡)の利用者負担割合が１
割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定

世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)

前年の合計所得金額と公的年金収入額の
合計が年間80万円以下の方など

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給している方など 15,000円(個人) 15,000円(個人)

【問合せ】市総務部契約検査課(条里北庁舎内)☎35-2169

契約検査課

優れた工事を表彰しました
HPページ番号000001932HPページ番号000001932

　市が発注し昨年度完成した工事のうち、他の模範と
なる優れた工事15件の表彰が、７月21日、条里南庁舎
講堂で行われました。良好な工事内容に加え、地域貢献
活動や先進的な取り組みが顕著だった企業と、主導的

な役割を果たした技術者に表彰状が授与されました｡
　各工事の概要を記載したパンフレットは、市ホーム
ページのほか、条里北庁舎、条里南庁舎、Y2ぷらざ､
かまくら館に展示していますのでぜひご覧ください｡

建設課

横手市除雪活動費補助金のお知らせ
HPページ番号000001561HPページ番号000001561

【問合せ・申込み】市建設部建設課(県平鹿地域振興局内)☎32-2406、または各地域局地域課

　町内会などの団体に対し、市道などの除排雪を行うための設備や機械などの購入費の一部を補助します。
◆補助対象経費と補助額

区　分 補助対象経費 補助額

１．消雪パイプ施設
①新設または全面改修に係る経費 経費の２分の１以内(上限130万円）
②修理費(１件２万円以上が対象） 経費の２分の１以内(上限100万円）
③電気料金 経費の２分の１以内

２．融雪溝施設
①新設または全面改修に係る経費 経費の２分の１以内(上限130万円）
②修理費(１件２万円以上が対象） 経費の２分の１以内(上限75万円）
③電気料金 経費の２分の１以内

３．除雪機械
①小型除雪機の取得に係る経費 経費の２分の１以内(上限30万円）
②修理費(１件２万円以上が対象） 経費の２分の１以内(上限10万円）
③燃料費 経費の２分の１以内(上限３万円）

４．融雪機器
①融雪機器の設置に係る経費 経費の２分の１以内(上限30万円）
②修理費(１件２万円以上が対象） 経費の２分の１以内(上限10万円）
③燃料費 経費の２分の１以内(上限３万円）

◎補助を受けるためには、除排雪を行おうとする道
路の延長や利用戸数に一定の条件があります。ま
た、除雪活動団体としての届け出が必要です。
◎緊急性などを調査し、予算内で補助金交付決定します｡

◎交付決定後でなければ事業着手できません。
※詳しい内容については、市のホームページをご確
認ください。

◆除雪活動団体・補助金申請受付期限／10月31日(火)
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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



●日時／９月６日(水)午前９時30分～10時30分
●場所／認定こども園上宮第二幼稚園
●対象／未就園児と保護者、妊婦さん
●申込期間／８月19日(土)～31日(木)　
●持ち物／いつものお出かけセット、飲み物、外遊び
用の靴、汗拭きタオル、内ズック　●定員／10組程度
【問合せ】市子育て支援センター☎32-2426

幼稚園であそぼう！『運動会ごっこ』講座

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

◎ワード応用講習
●日時／９月７日(木)･８日(金)　●定員／10人
◎エクセルビジネス活用講習
●日時／９月21日(木)･22日(金)　●定員／10人
◎２級電気工事施工管理技士試験準備講習
●日時／９月28日(木)･29日(金)　●定員／10人
≪共通事項≫　●時間／午前９時～午後４時　
●受講料／無料(テキスト代は別途）
【場所･申込み】大曲技術専門校☎0187‒62‒6321

子育て講座『小児看護の基礎知識』講座

　伊藤小児科内科医院・伊藤忠彦先生を講師に迎え、
子どもの健康状態の観察方法、かかりやすい病気や看
護方法などを学びます。
●日時／９月12日(火)午後０時45分～３時※受付０時
30分～　●場所／病児保育園おひさま見学後、Ｙ²ぷ
らざ３階で講座　●受講料／無料※託児あり10人まで
(要申込)　●申込期限／９月５日(火)
【申込み】市ファミリー･サポート･センター☎35‒7211

　夏休みになり、花火を楽しむ機会が多くなります。
その際に、古くなった未使用の花火をごみとして出す
ケースが見受けられます。発火の原因となり非常に危
険ですので、未使用の花火はそのままごみとして出さ
ないでください。花火は使い切り、水につけてから燃
やすごみとして出してください。
　また分別ルールの再確認として､『ガラス･せともの』
の日に下記のような違う材質のごみが混入されるケー
スも最近多く見受けられますので、それぞれ正しく分
別して出すよう、皆さまのご協力をお願いします。
◎漆塗り､プラスチック製のお椀や食器類→燃やすごみ
◎ホーロー鍋など→金属類　◎電球→燃やさないごみ
　割れたガラスせとものについても、紙などに包んで
出されるケースも見受けられますが、包む必要はあり
ませんので、そのままコンテナに入れてください。
【問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184

未使用の花火はそのままごみに
出さないで!

お知
らせ

環境あきた県民塾　塾生募集!
(高校生以上対象 受講料無料)

講座

●日時・内容／①８月26日(土)午後１時～３時『最新
の地球温暖化情報を学び､私たちにできる温暖化対策
を知ろう！』　②９月２日(土)午前10時～午後３時『上
手な化学物質との付き合い方』･『ふるさとの自然再考』
③10月７日(土)午前10時～午後３時『リサイクルまわ
る仕組み』･『再生可能エネルギーを学ぼう！』　④10月
28日(土)午前10時～午後３時『アーバンマインとは？』
･『大気･水圏の環境問題を知る･測る･伝える』　⑤11月
25日(土)午前10時～午後１時『省ＣＯ2型住宅と健康に
ついて』　●場所／①④⑤あさくら館､②釣りキチ三平
の里『体験学習館』､③エコ＆リサイクルフェスティバ
ル､あきた次世代エネルギーパーク
【申込み】(一社)あきた地球環境会議☎018-874-8548

　國學院大學博物館学研究室の協力のもと、古墳時代
から江戸までの和鏡や蒔絵鏡筥、鏡が描かれた浮世絵
など約100点を展示し、和鏡の歴史を振り返ります。
●期間／８月16日(水)～９月24日(日)
●時間／午前９時～午後５時　●入館料／一般100円､
高校･大学生50円､中学生以下無料 ●期間中イベント／
鏡鑑定会･展示解説(國學院大學青木豊教授):９月９日
(土)午前10時～※午後１時から、雄物川コミュニティ
センターで行われる『後三年合戦沼柵公開講座』では、
青木教授による講演『我が国の鏡文化』があります
【場所･問合せ】雄物川郷土資料館☎22-2793

お知
らせ 雄物川郷土資料館 特別展『和鏡の文化史』

－黒曜石の鏡から魔鏡まで－

　市内の小学校の子どもたちが、夏休みに製作・研究
した理科作品約650点が展示されます。
●日時／９月９日(土)･10日(日)午前９時～午後４時
●場所／浅舞公民館蛭野分館(旧蛭野小学校）
【問合せ】市教育指導部教育指導課☎35-2123

お知
らせ 横手市児童生徒理科研究作品展を

開催します

●募集住宅／市報９月１日号､横手かまくらＦＭおよ
び市ホームページなどでお知らせします ●申込方法／
申込者と面談を行います※申込多数の場合は抽選
●申込期間／９月１日(金)～12日(火)※土日を除く
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35-2224または、各地
域局地域課

お知
らせ 市営住宅の入居者を募集します

●入札期間／９月６日(水)～13日(水)
●開札日時／９月20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

　忘れずに最寄りの金融機関で期限内に納めましょう｡
口座振替の方は、残高のご確認をお願いします。
　公共料金の支払いと同じように、個人事業税も口座
振替にしませんか。金融機関へお出かけになる手間が
省けて、安全、確実です。
【問合せ】県総合県税事務所収納管理課☎018-860-3331

県税からのお知らせ『個人事業税(１期)の
納期限は８月31日(木)です』

お知
らせ

　80歳以上(昭和12年３月31日以前生まれの方)で、自
分の歯を20本以上持っている方を募集し､表彰します｡
該当される方はお問い合わせください。
●募集期限／８月25日(金)
【問合せ】横手保健所☎32-4005

お知
らせ いい歯のお年寄り集まれ!

『8020いい歯のお年寄り表彰』参加者募集

●日時／９月12日(火)～10月31日(火)の週２回(火･木)
午後６時30分～８時30分(全15回） ●場所／ＯＡステ
ーション横手校　●受講料／無料※テキスト代として
2,000円程度の自己負担あり　●申込期限／９月１日
(金)※受講者少数の場合は中止となります
【申込み･問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35‒2133

ひとり親の方対象
『パソコン(パワーポイント2013)講習会』

講座

●日時／９月28日(木)午前10時～午後１時ごろ
●材料費／1,000円　●内容／彩り鮮やかな郷土料理を
作ろう　●定員／先着16人　●託児／あり(要申込)　
●申込期限／８月31日(木)※平日午前９時～午後５時
【場所・申込み・問合せ】市女性センター☎33‒3995、
横手中央公民館☎32‒3137

横手中央公民館・女性センター共催
『横手のごちそう教室』

講座 　皆さまに感謝の気持ちを込めておもてなしをさせて
いただきます。ぜひ、お越しください。
●日時／９月16日(土)午前９時～午後３時
●内容／看護師体験、シャボンラッピング、食堂、献
血、バザー、キッズルームなど
【場所･問合せ】県立衛生看護学院(前郷二番町)
☎23-5011

衛看祭2017『Rainbow～ つなげよう
届けよう 満開の笑顔を ～』

催し

第２回雪となかよく暮らす
フォトコンテスト開催のお知らせ

募集

　横手市で撮影した雪あそび､雪よせ､スキー､かまくら
などの雪となかよくしている素敵な写真を募集します｡
応募方法は、インスタグラムで指定のハッシュタグを
付けて投稿､または郵送､Ｅメールでご応募ください。
●募集期間／８月15日(火)～12月28日(木）　
●賞品／特産品(○特賞:１万円相当 ○優秀賞:５千円
相当 ○入賞:３千円相当）※各賞１人　
●結果発表／平成30年１月下旬※詳しくは、市ホーム
ページ(ページ番号:000021742)をご覧ください
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2266

『平鹿地域多目的総合施設』
飲料等自動販売機設置事業者の募集

募集

　設置事業者については入札で決定し､貸付契約します｡
●入札日時／10月２日(月)午後１時30分　●入札場所
／条里北庁舎３階　●貸付物件／平鹿地域多目的総合
施設２カ所 ●貸付期間／11月１日～平成32年３月31日
●貸付料／市が設定する予定価格以上で、最高の入札
価格を貸付料とします　●申込期限／９月20日(水)
※必要書類を市財産経営課に持参してください。参加
資格や注意事項、提出書類については、市ホームペー
ジ(ページ番号:000008365)をご確認ください
【問合せ】市総合政策部財産経営課☎35-2168

◎新規講習　●日時／10月５日(木)･６日(金)
●受講料(テキスト代など)／4,500円
◎再講習　●日時／10月５日(木)
●受講料(テキスト代など)／2,500円
≪共通事項≫●場所／平鹿生涯学習センター
●申込期限／９月８日(金)※申込書の配布のみ各分署
でも行っています
【申込み･問合せ】市消防本部予防課☎32‒1218

甲種防火管理講習会講座

●利用例／手こぎボート、ウィンドサーフィン、水上
バイクなど　●利用期間／通年利用可能※手続き不要
【問合せ】湯田ダム管理支所☎0197-74-2011

８月１日より錦秋湖の湖面利用禁止を
解除しました

お知
らせ

　東成瀬村に完成予定の成瀬ダムを活用しながら、村
の雄大な自然と源流の魅力を発信し、地域活性化の方
策を共に考えます。
●日時／９月９日(土)午後１時～４時30分
●場所／ふれあいセンターかまくら館　●内容／オー
プニングコンサート、パネルディスカッション
【申込み･問合せ】成瀬ダム工事事務所調査設計課
☎23‒8438

『東成瀬源流シンポジウム 2017』を
開催します

催し

　重大事故に直結する悪質・危険な運転が、いまだに
後を絶ちません。横手市では６月中に６件酒気帯び運
転で摘発されています。飲酒運転は運転者本人、車や
お酒の提供者､同乗者が厳しく罰せられるだけでなく､
被害者やその家族の人生を大きく狂わせる結果につな
がります｡秋田県では､８月１日から31日までの１か月
間『飲酒運転追放県民運動』強調月間となっています。
　これからの時期は飲酒をする機会が増えると思われ
ますが、『飲酒運転は絶対にしない、させない』を徹底
し、飲酒運転を根絶させましょう。
【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課
☎35-2266

飲酒運転の撲滅について
お知
らせ

●日時／８月29日(火)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／
『横手と戊辰戦争コース』生の森、招魂社跡、秋田神
社、搦手門前、沼田香雪歌碑など　●定員／先着20人
※資料代等の実費負担があります。詳しくはご確認く
ださい　●受付期間／８月18日(金)～
【申込み】(一社)横手市観光協会☎33‒7111

市内名所を巡る半日観光に
参加してみませんか？

催し

　多数の皆さまのご来場をお待ちしています。
●日時／９月２日(土)午前９時～午後３時
●場所／秋田県果樹試験場(平鹿町醍醐字街道下65)　
●内容／研究成果発表会、試験圃場の公開、くだもの
試食、ブルーベリー苗木プレゼント(先着500人)､リン
ゴもぎ取り体験、クイズラリーほか※入場無料
【問合せ】県果樹試験場総務企画室☎25‒4224

秋田県果樹試験場参観デー開催催し

お知
らせ 『フラット35』子育て支援型･地域活性化型

のご案内
　市では平成28年度から、子育て環境整備などの支援
を目的とした『三世代同居等促進住まい支援事業補助
金』制度と、県外から市内への定住を目的とした『移住
促進空家対策リフォーム補助金』制度を設けています｡
　これらの制度に加え、住宅の取得に合わせ、借入時
に返済終了までの金利が確定する住宅ローン『フラッ
ト35』をご利用の場合、借入から５年間の金利を0.25
㌫引き下げる制度がスタートしました。この制度は、
フラット35を提供する住宅金融支援機構と、横手市が
協定を締結して実現したものです。
◎フラット35を北都銀行でご利用の場合、横手市と締
　結している地方創生包括連携協定に基づき、住宅ロ
　ーン手数料が半額となります
◎補助金や『フラット35』には、それぞれ要件があり
　ますので、お気軽にご相談ください
【問合せ】市総合政策部経営企画課☎35-2164
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※７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　92,149人   （-71）

男　43,615人  （-34）
女　48,534人  （-37）

世帯　34,389世帯   （1）

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……８月16･23･30日､９月１日
増田図書館……８月21･28日､９月１･４日
平鹿図書館……８月15･22･29日､９月１日～
雄物川図書館…８月16･23･30日､９月１日
大森図書館……８月15･22･29日､９月１･５日
十文字図書館…８月16･23･30日､９月１日
山内図書室……８月19･20･26･27日､
　　　　　　　９月２･３日
大雄図書室……８月20･27､９月３日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………８月22･29日､９月５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
　…………………………８月21･28日､９月４日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………休館予定なし
ゆとり館…………………８月15･22･29日
えがおの丘………………８月21･28日､９月４日
大森健康温泉……………８月21･28日､９月４日

ゆとりおん大雄………８月17日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………８月16･23･30日
　西･南部 ……………８月19･20･26･27日
                    ９月２･３日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………８月21･28日､９月４日
南部シルバーエリア…８月21･28日､９月４日
※夏休み期間中(～８月21日)プールは毎日営業

相
談

診
療
日

善
意

８月20日(日)「名探偵コナン 業火の向日葵」

８月27日(日)「クレヨンしんちゃん
　　　　　　　　　　 オラの引っ越し物語」

【112分】

【112分】
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20仏滅

27赤口26大安25仏滅24先負23友引

19先負

22 先勝

18友引17 先勝16赤口15大安

21大安

赤口31仏滅 ２ ３先勝29友引 30先負28先勝

４ 友引 ５ 先負

十文字まるごとマルシェ

▼10:00～､スーパーモールラッキー

八木番楽

▼～9日､18:00～､八木神社(増田)
ねんりんピック秋田2017
卓球交流大会

▼～11日､9:30～､横手体育館

仁井田番楽

▼19:00～､仁井田新山神社､仁井田
コミュニティセンター(十文字)

市議会９月定例会

▼10:00～､本庁舎６階議場(傍聴席
は７階)､本会議(開会､市長所信説
明ほか)

横手市中学校駅伝競走大会

▼雄物川河川公園

◎横手市へ
　大橋鉄工秋田㈱／㈱ノースプラン
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／将軍横手店
　横手市飲食愛球会／㈲秋田かまくらミート
　秋田りんご村／髙　幸雄さん／大山友子さん
　伊藤暉悦さん／後藤周一さん／髙橋絹子さん
　阿部専助さん／三井睦子さん
◎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
　田中コンクリート工業㈱
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　コーラス蕗／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　遠藤亮次さん
◎居宅支援センター森の家へ　
　大森小学校３年生

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　８月23･30日／13：30～15：30
大沢診療所(内科)
　８月28日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　８月22･29日､９月５日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　８月17･24･31日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

14仏滅

◎法律相談※事前の予約が必要です
　８月16日(水)／増田庁舎(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎45-4848(社会福祉協議会)
　８月16日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　８月23日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　８月25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)
　８月21日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　８月25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)
　８月15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)
　８月23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)
　８月24日(木)／ゆとり館(平鹿）(9:30～12：00）
◎人権相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　８月23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)
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月 日

８月20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)

45-2363桃雲堂高橋医院(増田)
32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

32-5124平鹿総合病院(渡邊医師・高橋医師※1)

35-2222横手胃腸科クリニック(横手)

32-5001市立横手病院(細谷医師)

32-5124平鹿総合病院(浅野医師)９月３日(日)

８月27日(日) 32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院

８月15日(火)
横手 イオンリテール㈱イオン横手店 10:00～11:45

13:00～16:00

８月27日(日)
十文字

㈱マルシメ
スーパーモールラッキー店

10:00～11:45
13:00～16:00

９月３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

９月４日(月)
横手 県平鹿地域振興局庁舎

14:30～16:00

13:30～16:30

大森町高齢者等保健福祉センター
12:15～12:45㈱ヌイテックコーポレーション
 9:45～11:15横手市役所大森庁舎

横手市役所雄物川庁舎

ＪＡ秋田ふるさと本店営農経済部
（雄物川営農センター） 13:00～14:00

14:45～16:00

受付時間場 所月 日

８月30日(水)
雄物川

８月24日(木)
大森

※原則400ml献血のみの受付となります

※１…耳鼻科の医師も診察します

９/１大安

６ 仏滅 ７ 大安 ８ 赤口 ９ 先勝 10友引

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

◎平鹿図書館休館のお知らせ
平鹿地域多目的総合施設への移
転作業のため、休館します。
期間／９月１日から約２カ月間
※新図書館の開館は10月下旬か
ら11月上旬を予定しています。

◎第73回市民医学講座
日時／９月２日(土) 14:00～
場所／かまくら館
問合せ／市健康推進課☎33-9600

◎救急フェア･救急のつどい2017
日時／９月２日(土) 12:00～
場所／秋田ふるさと村ドーム劇場
内容／心肺蘇生応急手当体験、横
手病院医師による講話、寸劇 ほか
問合せ／市健康推進課☎33-9600

今泉祇園囃子

▼9:00～､永泉寺(十文字睦合)
平成29年度横手市成人式

▼11:00～､横手市民会館
市民盆踊り・屋形舟鑑賞会

▼19:00～､本庁舎前おまつり広場
増田盆おどり

▼19:30～､中七日町通り

全日本元祖たらいこぎ選手権

▼9:00～､真人公園
屋形舟繰り出し

▼18:30～､蛇の崎川原･蛇の崎橋
雄物川郷土資料館第２回特別展
『和鏡の文化史』

▼～9月24日､詳細は４ページ

東北学童軟式野球新人大会
横手市予選

▼～20日､26日､平鹿野球場ほか

第72回国民体育大会東北ブロック大会兼
第44回東北総合体育大会バレーボール競技

▼～20日､横手体育館､雄物川体育館

ＹＯＫＯＴＥ 音 ＦＥＳＴＩＶＡＬ

▼10:00～､よこてイーストほか
エコライフ・よこいち。

▼10:00～､Ｙ2ぷらざ

秋田県市町村文化講演会
『マンガは文化』

▼13:00～､かまくら館

深間内神楽

▼20:00～､深間内伊多子神社(平鹿)
ウオーキングデー

▼9:00～､かまくら館集合

雄物川スタルヒン杯550歳野球大会

▼～4日､8:00～､中島グラウンドほか
横手やきそば四天王決定戦2017

▼～3日､10:00～､秋田ふるさと村
たいゆう緑花園パノラマフェスタ

▼9:00～､たいゆう緑花園
きてたんシェひらかまつり

▼15:00～､浅舞公民館駐車場

蔵史めぐり 感謝Day

▼9:00～､中七日町通りほか(増田)
横手市総合防災訓練

▼9:00～､上平野沢､三又(山内)
県南高等学校新人陸上競技大会

▼～29日､十文字陸上競技場

武家の意匠～モチーフになった動植物たち～

▼～27日､9:00～､後三年合戦金沢資料館
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
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

横手市医師会だより横手市医師会だより すずき皮膚科クリニック　鈴木 長男 医師すずき皮膚科クリニック　鈴木 長男 医師

『日常生活改善で病気に対処』『日常生活改善で病気に対処』
　痩せたいけど痩せられず、肥満で悩む人は多い。肥満指数(ＢＭＩ)が30以上の高い人の場合、最
も適切な体重(ＢＭＩで男性は23～27、女性は19～25)の人に比べ、男女とも死亡率がほぼ２倍高く
なるという。尋常性乾癬という頻度の高い、増えている皮膚病がある。この皮膚病も肥満の人がか
かりやすく、元来かかっている人は悪化の原因でもある。そして、高血圧や糖尿病、脳梗塞や狭心
症などの血管障害の頻度も明らかに高く、肥満対策が大事だ。運動や食事療法をストレス無く、健
康的に実施したいもので、その成功者のアドバイスは参考になる。

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


