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ね・ま～れ『イベント案内』
【佐藤道枝『スクエア＆フラワー』クレパ
ス造形と花のデッサン】
　９月25日(月)まで、午前10時～午後
４時 ※最終日は午後３時まで　　無料
【原田春枝と仲間達の手芸展】
　９月27日(水)～10月12日(木)、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
〈共通事項〉　　ね･ま～れ(十文字)※火
曜休館 ☎42-5320

第９回『横手語りのまつり』
　９月17日(日)午後１時～　　かまくら館
　雄物川･平鹿地区を巡る伝説散歩と昔語
り　　無料　　菅原さん ☎080-5225-5903

しゃるWeだん酒の会 in 横手
　９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

横手文化財保護協会主催
『戊辰戦争勃発150年記念史跡探訪』
　９月22日(金)午前９時～正午 ※小雨
決行　　横手公園駐車場集合　　無料
　横手城跡内および近隣の関連史跡、沼
田瀬兵衞自決および父子の墓碑 ※申込
不要　　半田さん ☎32-4772

第8回『東北将棋フェスティバル』
　９月24日(日)午前10時～ ※受付は午
前８時30分～　　　①将棋大会：一般
1,500円、高校生以下1,200円(昼食･参
加賞付)、②熱血将棋ランド：無料　指
導棋士：島朗九段､山口恵梨子女流二段
　　秋田ふるさと村 ☎33-8800

大人のための英会話･韓国語入門市民講座
　９月27日以降の毎週水曜､午後６時～
(英会話)、午後７時30分～(韓国語)　
　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(先着)　
　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

自然観察指導員雄平会主催
『秋の自然観察会』
　９月30日(土)午前９時～午後１時
　奥小安『猿飛峡』(湯沢市皆瀬) ※皆瀬
あぐり館駐車場に集合　　200円(保険
代) ※昼食・雨具持参、小雨決行
　大日向さん ☎090-7792-5135

ほろっとキッズ『秋の野山で遊ぼう』
　10月１日(日)午前９時～午後３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500円・大人600円(いものこ汁､
保険代)　申込期限：９月20日　
　高橋さん ☎22-4511

第156回 南の館『月例市民将棋大会』
　10月１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10月例会
　10月１日(日)午前10時～　
　御嶽山山頂 ※午前９時30分にグリー
ンポート杉沢出発　　500円(昼食代) 
　記念樹冬囲い(講師：中川原隆一氏)
　小田嶋さん ☎32-9747

横手うたごえ友の会主催『内陸線貸切
カラオケ列車で歌声を楽しみましょう』
　　　10月１日(日)午前10時45分～午
後３時10分、角館駅集合解散(阿仁マタ
ギ駅まで往復) ※参加費、昼食､申込等
の詳細についてはお問合せください　
　佐々木さん ☎090-2270-5050

コーヒーサロン『和生』の開催
　10月３日・17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

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)
　10月５日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】(要予約)
　10月15日(日)午後１時～　　800円
　煉瓦屋(寿町)　　小松さん ☎33-2811

ヨガシャイニングムーン
　10月６日(金)･19日(木)午前10時30
分～、14日(土)午後５時30分～、20日
(金)午後６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

第7回『ゆかい 三人展』
　10月７日(土)～10日(火)､午前10時～
午後４時 ※初日は午前11時～　　喫茶
ポテトクラブ(前郷一番町) 　パステル
画､アクリル画､水彩画､油彩画の絵画展
　無料　　川原さん ☎080-1806-2380

横手郷土史研究会主催
古文書・公文書読解入門巡回講座
　　10月７日(土)大森コミュニティセ
ンター､８日(日)あさくら館､14日(土)
十文字文化センター､15日(日)雄物川コ
ミュニティセンター､21日(土)増田多目
的研修センター､22日(日)金沢孔城館 
※各日午前10時～正午　題材：黒印御定
書､横手高等女学校設立文書　講師:高橋
務氏　　無料　　高橋さん ☎33-0582

第9回バレエコンサート
　10月９日(月)午後２時～　
　横手市民会館　　無料　
　中川原さん ☎090-1065-2093

平成29年度銀杏同窓会横手支部会総会
　10月21日(土)午前10時～　　よこて
シャイニーパレス　　2,500円　　議事･
教養講座(講師：みさと在宅診療所院長
佐藤浩平氏)　　成田さん ☎32-9227

美術館で秋のピアノコンサート
　10月22日(日)午後２時～　　
　横手Ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ美術館(鍛治町郵便
局向かい) 　500円　　40人(要申込) 
　高橋さん ☎090-2993-1985

よこて園芸療法の会『庭じかん』募集案内
【『花の寄せ植えプランター』希望者募集‼】
対象：北・朝倉地区在住で70歳以上の
単身または高齢者のみのお宅　　800円
(プランター・花苗・球根等)　　30人
【園芸療法ボランティア募集＆学習会開催】
　10月14日・28日(土)午後１時～、11
月11日(土)午前９時～　　あさくら館
　１回1,000円(材料費等)　　園芸療法
に関する講座　　10人　対象：全ての回
に参加できる市民の方
〈共通事項〉申込期限：９月29日
　浅利さん ☎080-1811-3135

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
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国保年金課

10月１日から国民健康保険の被保険者証が新しくなります
HPページ番号000016016HPページ番号000016016

●新しい被保険者証をお送りします
　横手市国民健康保険に加入している方に、10月１日
から使用していただく新しい被保険者証を、９月中旬
以降に世帯主宛てに簡易書留で郵送します(一部、窓
口交付になる方には別途お知らせします)。期限切れ
の証の返却は不要です。
※新しい保険証は一般被保険者証が黄土色、退職被保
　険者証がラベンダー色になります。
●10月以降に医療機関を受診する際の注意点
○新しい被保険者証を窓口にご提示ください。

○70歳以上の方は『国民健康保険高齢受給者証』、福祉
医療の対象の方は『福祉医療費受給者証』も一緒にご
提示ください。
※後期高齢者医療制度に加入している方の被保険者証
は、７月に送付済みです。　　　
●資格異動の手続きはお早めにお願いします
　社会保険などへの加入・脱退に伴い、国民健康保険
の資格取得・喪失があった場合は、異動があった日か
ら14日以内に各地域局市民サービス課(横手地域は国
保年金課)に届け出をしてください。

【問合せ】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

建設課

平成29年度新規除雪作業員を募集します
HPページ番号000011490HPページ番号000011490

◆業務内容／各地域局管内の道路の除排雪作業など
◆勤務条件
○勤務期間／11月15日～平成30年３月14日
※状況により３月31日まで延長あり
○勤務日／月曜～金曜(祝日を除く)
※降雪量により休日出勤あり
○勤務時間／原則として午前８時30分～午後４時30分
※降雪量により早朝出勤あり
○賃金／時給1,140円※休日、早朝出勤は割り増し
◆募集人数／11人(横手地域局２人、増田地域局１人､
　雄物川地域局２人、大森地域局２人、十文字地域局
　１人、大雄地域局３人）

※応募先の地域局で定員を超えた場合、他地域局と調
　整する場合があります。
◆応募要件／大型特殊自動車運転免許を保有し、車両
　系建設機械運転技能講習(整地・運搬等)を修了、も
　しくは10月末までに修了見込みの方で、心身ともに
　健康な方
◆応募方法／ハローワークを通じてお申し込みくださ
　い。９月29日(金)までに、ハローワークの紹介状、
　履歴書、運転免許証の写し、自動車安全運転セン
　ターが交付する運転記録証明書(３年間)を提出して
　ください。
◆選考結果／10月中に本人に通知します。

【問合せ・申込み】市建設部建設課(県平鹿地域振興局内)☎32-2406

◆投票できる方
①平成11年10月16日以前に生まれた方
②平成29年７月７日以前から横手市に居住し、住民基
　本台帳に登録されている方
◆投票所・入場券
　入場券に記載されている投票所を確認してくださ
い。入場券は、棄権防止と本人確認をスムーズに行う
ため、ハガキでお送りしています。
　投票日が近くなっても届かない場合は、選挙管理委
員会までご連絡ください。
◆選挙公報
　10月13日までに各世帯に配布されます。
　届かない場合は、各地域局地域課または選挙管理委
員会までお問い合わせください。
◆不在者投票
　病院に入院または、介護施設などに入所されている
方は、指定施設であれば不在者投票ができます。病院
や施設の職員にご確認ください。
◆郵便投票
　郵便投票証明書をお持ちの方は、10月11日まで投票

用紙を請求することで自宅から郵送で投票できます。
　詳しい内容については、選挙管理委員会までお問い
合わせください。
◆期日前投票
　投票日に都合が悪い方は、期日前投票を行いましょう｡
・期間／10月９日(月・祝)～14日(土)
・場所／お住まいの地域に限らず、下記のどちらの期
　　　　日前投票所でも投票できます。

選挙管理委員会事務局

～その一票　未来を決める　道しるべ～
10月15日(日)は、横手市長選挙および
横手市議会議員一般選挙の投票日です

HPページ番号000022217HPページ番号000022217

【問合せ】市選挙管理委員会事務局(本庁舎内)☎35-2161

　狂犬病予防注射は年１回の接種が法律で義務付けら
れています。今年度、まだ接種をしていない犬の飼い
主の方は、必ず接種を実施してください。予防注射
は、お住まいの地域以外でも受けられますので、直接
会場へお越しください。
◆当日持参するもの／愛犬手帳、犬鑑札
◆料金／予防注射料3,250円(注射済票料550円含む)､
　新規登録料3,000円
※生後91日以上の犬は、必ず登録しなければいけませ
　ん。一度登録すると生涯有効ですが、引越しや登録
　事項の変更などがあった場合には変更届、死亡した
　場合には死亡届が必要です。

◎実施会場と時間の詳細については、各地域局市民
　サービス課(横手地域は健康推進課)から回覧などで
　お知らせします。また、市のホームページでもご確
　認いただけます。

健康推進課

狂犬病予防注射を忘れずに！
HPページ番号000005835HPページ番号000005835

【問合せ】市健康福祉部健康推進課(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

【問合せ】市健康福祉部高齢ふれあい課(本庁舎内)☎35-2134

高齢者世帯などの冬季の生活を支援します
HPページ番号HPページ番号000001560

●雪寄せ・雪下ろしを支援します
　建設業者やシルバー人材センターなどの協力により､
対象となる高齢者世帯などの雪寄せ・雪下ろし作業を
支援します。また、所得の状況により利用料の一部を
助成します。
◆利用申込期間／10月２日(月)～20日(金)
◆対象者／自力で雪寄せや雪下ろしをすることが困難
　で、家族や親族、近隣の方などからの援助(金銭的
　援助を含む)を受けることができない①～③の要件
　に該当する世帯
①65歳以上の高齢者のみの世帯
②高齢者以外の世帯員が、身体障がい者手帳１～２級
　をお持ちの方のみの世帯
③配偶者のいない女子と義務教育終了前の児童のみの
　世帯
◆申込方法／申込書を高齢ふれあい課または各地域局
　市民サービス課に提出してください。

●雪寄せ作業員を募集します
　１人暮らし高齢者などの冬季の生活を支援するため､
雪寄せ作業を行っていただける市民の方を募集します｡
◆作業内容／
○作業期間は12月中旬～２月末ごろまでですが、降雪
　状況により随時作業していただく場合があります。
○早朝に市の除雪車が出動した際に、道路間口から玄
　関までの雪寄せ作業を行います。作業範囲は事前に
　現地確認を行います。
○作業報酬は１世帯当たり１シーズン33,000円が基本
　報酬ですが、作業面積や回数による加算があります｡
　作業報酬例／近隣４世帯の除雪作業(実働25日程度)
　で15万円
◆応募締切／10月31日(火)
※併せて、雪寄せ支援事業や雪下ろし支援事業にご協
　力いただける事業者の方も募集しています。

高齢ふれあい課

地　域 期　日 時　間 問合せ
横　手 10月１日(日) ８:45～12:00 33-9600
増　田 10月４日(水) ９:30～11:45 45-5514
大　森 10月６日(金) ９:00～11:00 26-4030
山　内 10月11日(水) ９:10～11:35 53-2933
平　鹿 10月14日(土) ８:30～11:00 24-0007
大　雄 10月19日(木) ９:30～11:00 52-3905
十文字 10月21日(土) ９:30～11:00 42-5114
雄物川 10月22日(日) ８:30～11:50 22-2156 期日前投票所 投票時間

市役所本庁舎

午前８時30分
～午後８時

増田地区多目的研修センター
平鹿地域局
雄物川地域局
大森就業改善センター
十文字B＆G海洋センター
山内地域局
大雄地域局
イオンスーパーセンター横手南店
２階　特設会場

午前10時
～午後８時
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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



　つどいのテーマを設定し、スタートからお互いの距
離が近い出会いイベントを開催します。
◎10月テーマ 動物占いコン　
●日時／10月６日(金)対象年齢：24歳～36歳
        10月７日(土)対象年齢：37歳～50歳
◎11月テーマ セカンドマリッジ(離婚経験のある男女)
●日時／11月10日(金)対象年齢：24歳～36歳
        11月11日(土)対象年齢：37歳～50歳
◎12月テーマ 大人のクリスマスパーティー
　『ミスター＆ミストレンディー』
●日時／12月９日(土)対象年齢：50歳以上
≪共通事項≫
●会場・申込み／バル・パサ・ポルテ☎35-5539　
●定員／男女各５人※参加希望多数の場合は抽選　
●参加費／男性5,500円､女性3,500円
※12月のみ男性6,000円、女性5,000円　
●申込期限／各開催日の３日前まで　
【問合せ】市総合政策部経営企画課☎35-2164

独身男女対象 少人数型出会いイベント　
『よこてＦａｎコン』（10月～12月）

催し

●日時／10月21日(土)午前９時～22日(日)午後４時30分
●会場／県立保呂羽山少年自然の家(現地集合・解散)
●受講料／25,000円(登録料･テキスト･保険料･宿泊費
など）●対象者／１泊２日のすべてのプログラムを受
講できる満18歳以上で､自然観察活動の推進､実践の第
一歩を踏み出す意欲のある方。現在、活動している方
●定員／50人(多数の場合は抽選)　
●申込期限／９月25日(月)※定員に余裕がある場合、
その後も随時受付　●申込方法／専用フォーム(下記
ＱＲコード)に入力､または申込書を
郵送、Ｅメールで申し込みください
【申込み】県生活環境部自然保護課
(〒010-8570秋田市山王４丁目1-1)
☎018‒860‒1613　　shizenhogoka＠pref.akita.lg.jp

(公財)日本自然保護協会主催
第530回NACS‒J『自然観察指導員講習会』

講座

南部シルバーエリア『イベント案内』
作品展・料理教室

講座

◎『ぼく･わたしのおじいちゃん､おばあちゃん作品展』
(大森保育園･川西保育所の年中､年長園児）
●会期／９月28日(木)まで　●入場料／無料
●時間／午前９時～午後５時
◎料理教室『牛乳を使ったメニュー』
●日時／10月14日(土)午前10時～
●講師／秋田県牛乳普及協会　●参加費／100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／９月20日(水)～
《共通事項》
【場所･申込み】南部シルバーエリア☎26-3880

旭公民館主催講座『おもてなし料理と
テーブルコーディネート』

講座

　横手産の果物を使ったスイーツとテーブルコーディ
ネートを学びます。
●日時／10月17日(火)午前10時～午後１時
●場所／旭ふれあい館　●定員／先着20人　●参加費
／1,500円　●受付開始／９月19日午前９時～
【申込み･問合せ】旭公民館☎36-1100

　日常点検や定期点検をきちんと行っていますか。日
ごろこまやかな点検を行っていれば、運転中のトラブ
ルの多くは回避できます。９月から10月は、国土交通
省の『自動車点検整備推進運動』強化月間です。
　安全安心のためにクルマの点検をお願いします。
【問合せ】東北運輸局秋田運輸支局☎018-863‒5814

お知
らせ クルマを大切にするって、人生も大切に

することなんだ

　下水道計画区域の変更に伴う、横手都市計画下水道
の変更(案)についての説明会を開催します。
●日時／９月22日(金)午後６時30分～８時
●場所／かまくら館５階研修室１･２
【問合せ】市建設部都市計画課☎32-2408

お知
らせ 都市計画(案)の説明会を開催します

　秋の全国交通安全運動が実施されます。交通ルール
を遵守し､子供と高齢者を交通事故から守りましょう｡
●期間／９月21日(木)～30日(土)までの10日間
●運動の重点／◎子供と高齢者の安全な通行の確保と
高齢運転者の交通事故防止　◎夕暮れ時と夜間の歩行
中・自転車乗用中の交通事故防止　◎全ての座席のシ
ートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
◎飲酒運転の根絶　◎横断歩行者の交通事故防止(特
に、横断歩道における歩行者優先の徹底）
【問合せ】横手警察署☎32-2250

お知
らせ 平成29年秋の全国交通安全運動が

始まります

●入札期間／10月４日(水)～11日(水)
●開札日時／10月18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

　ＪＲ北上線利用促進協議会では、ＪＲ北上線の利用
促進を図るため、３人以上のグループ利用について、
運賃を助成します。
●助成額／運賃の50％※片道１人あたり400円(往復
800円)を上限 ●対象／沿線市町村(横手市､西和賀町､
北上市)の住民で、同じ列車･同じ区間を利用する３人
以上のグループ　●申請の方法／乗車券の購入前に申
請書をファクスなどで協議会事務局に提出してください
●申請期限／平成30年１月31日(平成30年２月28日ま
での乗車券が対象)※申請後、助成金の請求には領収
書が必要となります
【問合せ】ＪＲ北上線利用促進協議会事務局(西和賀町
役場企画課湯田庁舎内)☎0197-82-3284､市総合政策部
経営企画課☎35-2164(市ホームページ番号:000018962)

秋の行楽 ＪＲ北上線でお出かけして
みませんか？

お知
らせ

●日時／９月29日(金)午前８時45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／『後三年合戦伝説の地を訪ねる』三島八幡
宮、宝龍神社、沼の柵、矢神八幡神社、金沢柵など
●参加費／1,500円(昼食・資料代・入場料）
●定員／先着20人　●受付期間／９月18日(月)～
【申込み】(一社)横手市観光協会☎33‒7111

市内名所を巡る一日観光に
参加してみませんか？

催し

　60歳以上のバドミントン愛好者が全国から集い、交
流を深めます。
●期日／９月26日(火)･27日(水)
◎開会式：26日(火)午前９時30分～
◎試合：26日(火)午前10時～予選リ－グ・27日(水)午
前９時～決勝ト－ナメント、予選リーグ敗者戦
●会場／横手体育館､美郷総合体育館(リリオス)
【問合せ】市まちづくり推進部スポーツ振興課
☎35‒2173

第８回ねんりんバドミントン交流大会催し

お知
らせ (事業主のみなさんへ）

障害者雇用率が変わります
　平成30年４月１日より、2.0％(現行)から2.2％に引
き上げられます。引き上げに伴い、雇用義務の対象が
従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
　さらに、平成33年４月までに2.3％に引き上げられ
ます。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせ
ください。 【問合せ】ハローワーク横手☎32-1165

　『横手を学ぶ郷土学』事業の一環として、後三年合
戦の歴史を伝統芸能の手法で表現した『創作子ども歌
舞伎』を、増田小学校を中心とした児童有志やますだ
保育園児らが上演します。本格的な衣装をまとった子
どもたちの熱演をぜひご鑑賞ください。
●日時／９月23日(土・祝日)正午開場・午後２時開演
●場所／増田小学校体育館
●演目／創作子ども歌舞伎『後三年祝増田蛙會戦』
【問合せ】市教育総務部文化財保護課☎32‒2403

『横手市創作子ども歌舞伎』を上演します催し

ごさんねんいわいますだのかえるがっせん

『里親』登録者を募集します募集

　秋田県では、11月に里親登録を希望する方への研修
を行います。里親に興味のある方は、児童相談所にお
問い合わせください。
【問合せ】秋田県南児童相談所☎32‒0500

農業研修生募集募集

　県農業試験場や果樹試験場､市実験農場などで農業技
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～平成32年３月(例外あり)
●応募条件／申請時おおむね45歳未満(一部おおむね
50歳未満)で、研修終了後確実に就農する方
●応募期限／10月６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

『ＪＲ北上線フォトコンテスト』の
作品を募集しています

募集

　ＪＲ北上線の魅力が表現された写真を募集します。
●応募作品／４月以降に撮影した写真で、カラー・モ
ノクロは問いません
●応募方法／事務局に郵送または直接ご持参ください
●応募期限／11月15日(水)　●対象／小学生以上の方
【問合せ】ＪＲ北上線利用促進協議会事務局(西和賀町
役場企画課湯田庁舎内)☎0197-82-3284､市総合政策部
経営企画課☎35-2164(市ホームページ番号:000022611)

秋田県司法書士会主催
『司法書士無料相談会』（予約不要）

相談

　登記や相続、成年後見などの相談に応じます。
●期日／10月１日(日) ●時間･場所／①午前10時～午
後３時･湯沢雄勝広域交流センター②午後１時～５時･
松與会館【問合せ】秋田県司法書士会☎018-824-0187

横手市子ども・子育て会議委員を
募集します

募集

●応募資格／次の条件をすべて満たす方。①市内在住
の20歳以上の方　②小学生以下の保護者または子育て
サークルや子育て支援団体で実際に活動している方､
子育て支援施策に興味・関心のある方　
●任期／２年　●募集人員／３～５人程度　
●応募方法／次の書類を市子育て支援課まで、郵送、
ファクス、メールまたは持参してください(様式自由)
①住所、氏名、生年月日、性別、職業、連絡先を記載
した申込書　②小論文(横手市の子育て支援について
400字程度）●応募期限／９月29日(金)必着　
●選考方法／小論文、面接(10月５日予定）
【問合せ】市健康福祉部子育て支援課
☎35-2133 蕭32‒9709　　ｋｏｓｏｄａｔｅ＠ｃｉｔｙ．ｙｏｋｏｔｅ．ｌｇ．ｊｐ

秋田県土地家屋調査士会横手支部主催
『表示登記無料相談会』

●日時／９月23日(土)午前10時～午後３時　●場所／
Ｙ2ぷらざ　●内容／土地の分筆･合筆、地目変更など
【問合せ】秋田県土地家屋調査士会横手支部☎32-6722

相談

『全国一斉！法務局休日相談所』

　登記、成年後見、いじめ、近隣トラブルなどの相談
に応じます。相談は無料です。秘密は厳守されます。
●日時／10月１日(日)午前10時～午後３時
【場所･問合せ】秋田地方法務局大曲支局
☎0187-63-2100

相談

10月１日(法の日)週間『裁判所･検察庁･
法務局･弁護士会･法テラス共催行事』

相談

◎無料法律相談：●日時／10月13日(金)午前10時～午
後３時30分　●場所／アトリオン７階　●定員／24人
※要予約　●申込期間／９月28日(木)～10月11日(水)
◎三庁(裁判所･検察庁･法務局)見学ツアー(無料)：
●日時／10月19日(木)午後１時30分～４時　●定員／
40人※要予約　●申込期間／10月４日(水)～17日(火)
《共通事項》●申込方法／電話またはファクス
【申込み･問合せ】秋田地方・家庭裁判所事務局総務課
☎018-824-3121 内線590 蕭018-823‒8849

　ＪＲ秋田支社では、築91年と老朽化が進んでいる奥
羽本線『柳田駅』を新しい駅舎に改築します。
　駅舎のデザインは、お客様に
愛着を持っていただけるように
昔駅周辺にあった『柳の木』を
イメージしています。
　工事期間中は仮駅舎での営業
となり、皆さまにご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
●工事期間／12月まで　●施設概要／木造平屋建て
【問合せ】ＪＲ東日本秋田支社総務課☎018-832-2220

奥羽本線『柳田駅舎』を改築します
お知
らせ
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※８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　92,071人   （-78）

男　43,586人  （-29）
女　48,485人  （-49）

世帯　34,375世帯 （-14）

横手図書館……９月20･25～29日､10月２･４日
増田図書館……９月19･25日､10月２日
平鹿図書館……移転作業のため休館中
雄物川図書館…９月20･27日､10月２･４日
大森図書館……９月19･26日､10月２･３日
十文字図書館…９月20･27日､10月２･４日
山内図書室……９月16～18･23･24･30日､
　　　　　　　10月１日
大雄図書室……９月17･18･23･24日､10月１日

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館……………９月19･24･26日､10月３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
　…………………………９月19･25､10月２日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………９月20日
ゆとり館…………………９月19･26日､10月３日
えがおの丘………………９月19･25日､10月２日
大森健康温泉……………９月19･25日､10月２日

ゆとりおん大雄………９月21日､10月５日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………９月18･20･23･27日､10月４日
　西部…………………９月16～18･23･24･27(午後)
                    ･30日､10月１日
　南部…………………９月16～18･23･24･27(午前)
                    ･30日､10月１日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………９月19･25日､10月２日
南部シルバーエリア…９月19･25日､10月２日

相
談

診
療
日

善
意

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
９月17日(日)「シュレック」
９月24日(日)「ＨＡＰＰＹ　ＦＥＥＴ(ハッピーフィート)」
10月１日(日)「崖の上のポニョ」

【 94分】
【108分】
【101分】

9/15
10/5▶▶
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５ 大安

26友引 27先負25先勝

４ 仏滅２ 友引 ３ 先負

10/１先勝

第31回いものこまつり in鶴ヶ池＆
第29回花火大会

▼10:00～､鶴ヶ池公園ふれあい広場
第４回増田バンドフェス

▼12:20～､増田体育館
第３回横手やきそば杯小学生ハンドボール大会

▼～18日､大森体育館､旧大森中体育館

よこてイーストまつり

▼～17日､10:00～､Ｙ2ぷらざ
第15回あきたＹＯＳＡＫＯＩキッズ祭り

▼11:00～､秋田ふるさと村､イオン横手店駐車場
浅舞八幡神社祭典

▼～17日､浅舞町内
東北学童軟式野球新人大会秋田県大会

▼～18日､大森野球場､十文字野球場

金沢ささら舞

▼8:00～､金沢地区(横手)
月山神社祭典

▼8:00～､月山神社(増田)
横手市中学校秋季大会

▼～16日､市内各体育館･競技場

ウオーキングデー

▼9:00～､平鹿地域振興局集合
Ｉｐｐｉｎ！逸品 明治工芸の至宝展

▼～11月26日､9:30～､秋田県立近代美術館
横手市創作子ども歌舞伎

▼12:00～､詳細は４ページ
第５回小学校低学年YOKOTE Dream Cup 野球大会

▼スタジアム大雄､大森野球場､十文字野球場

2017よこて駅西口にぎわい月間

▼～23日､11:00～､ＪＲ横手駅西口
周辺

平成29年秋の全国交通安全運動

▼～30日､詳細は４ページ

ミューズ 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
市議会９月定例会

▼～9月22日､本庁舎６階議場
和鏡の文化史
～黒曜石の鏡から魔鏡まで～

▼～9月24日､9:00～､雄物川郷土資料館

秋田ノーザンハピネッツ
交流会・クリニック・公開練習

▼～22日､横手体育館

木村榮治絵画展

▼～9月27日､9:00～､横手公園展望台
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
りぼんのふろく展

▼～10月29日､10:00～､旬菜みそ茶屋くらを
石坂洋次郎・石川達三展

▼～12月3日､9:00～､石坂洋次郎文学記念館

第８回ねんりんバドミントン
交流大会

▼～27日､詳細は４ページ

浅舞の朝市400年祭

▼8:30～､浅舞朝市会場
横手市長選挙および
横手市議会議員一般選挙告示日

▼期日前投票は9 ～14日､投票日は
15日､詳細は２ページ

平成29年度横手市市制施行記念表彰式

▼13:30～､かまくら館２階ホール

市立横手病院『病院祭』

▼9:00～､市立横手病院
よこてお城山クラフトフェア

▼～10月1日､10:00～､横手公園展
望台周辺

日本リトルシニア中学硬式野球東北大会

▼グリーンスタジアムよこてほか

横手駅西口祭2017

▼～9日､横手駅西口駅前広場
雄物川郷土資料館第３回特別展
『刀剣展～伝統を引き継ぐ～』(前期)

▼～11月5日､9:00～､雄物川郷土資
料館

◎横手市へ
　㈱伸和技研／横手市囲碁連盟大森囲碁学校
　日本防災士会秋田県支部／国際ソロプチミスト横手
　阿部忠弘さん／篠田瞳さん／菊地正志(きくち正太)さん
　木村静子さん／押井要二さん／竹田昭男さん
◎醍醐公民館へ
　田中芳雄さん
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／横手マンドリンクラブ
　父ちゃんの楽校／秋田りんご村／伊藤丈晴さん　
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／福田せともの店／妙倉寺
　ＮＰＯ法人ハートアライズ／農事組合法人みずほ
　父ちゃんの楽校／将軍横手店／後藤周一さん
　柴田康裕さん／佐藤真一さん
◎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／愛宕神社講中
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　大森町民謡同好会／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　文化箏サークル
◎居宅支援センター森の家へ　
　大森いちょうの会

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　９月20･27日､10月４日／13：30～15：30
大沢診療所(内科)
　９月25日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　９月19･26日､10月３日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　９月21･28日､10月５日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

13大安 14赤口

６ 赤口 ７ 先勝 8 友引

12仏滅11先負

◎法律相談※事前の予約が必要です
　９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)
　９月20日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
　　　　　　　　☎35-4099(市生活環境課)
　９月25日(月)／ゆとり館(平鹿)(10：00～12：00）
　　　　　　　　☎24-3283(社会福祉協議会)
　９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)
　10月４日(水)／Ｙ2ぷらざ(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)
　９月19日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　９月22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)
　９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)
　９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)
　９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)

休
日
当
番
医

月 日

９月18日(月)

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)

38-8951小田嶋まさる内科(横手)

９月23日(土) 24-1181山﨑医院分院(平鹿)

35-7020渡辺内科循環器科医院(横手)

32-5001市立横手病院(磯部医師)
９月24日(日)

32-9461針生皮膚科内科医院(横手)

32-5124平鹿総合病院(井田医師・湯浅医師※1)
９月17日(日) 32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

42-0421高橋医院(十文字)

32-5124平鹿総合病院(荻原医師)
10月１日(日) 32-5124平鹿総合病院

献
血９月16日(土)

横手 秋田県立衛生看護学院  9:30～11:45
13:00～15:30

10:00～11:15ＪＡ秋田ふるさと本店
13:00～16:00協同組合横手卸センター

受付時間場 所月 日

10月11日(水)
横手

※原則400ml献血のみの受付となります

敬老の日

※１…整形外科の医師も診察します

横手市医師会だより横手市医師会だより 阿部耳鼻咽喉科医院　阿部 隆 医師阿部耳鼻咽喉科医院　阿部 隆 医師

『そのイビキ大丈夫ですか？』『そのイビキ大丈夫ですか？』
　鼻づまりがひどいときやとても疲れているときには、どんな人でも程度の差はあれイビキをかく
ものです。心配なのは仰向けに寝ると常にひどいイビキをかく人。なぜなら、そのような人は睡眠
時無呼吸を伴っていることが多いからです。イビキがひどく、寝起き時の頭重感・倦怠感や日中の
仕事時・運転時の眠気がある人は、まず自宅で行える睡眠時無呼吸の簡便検査を受けましょう。重
症例には、精密検査で確認後、経鼻呼吸補助(マスク)治療を行います。耳鼻科的手術・歯科的治療
が有効な場合もあります。最大原因である“肥満”対策(特に食生活の改善)がとても重要です。

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

◎日本熱気球連盟復興支援プロジェクト
　ココロツナグ 熱気球体験搭乗
日時／９月24日(日) 7:00～9:30
※搭乗整理券は6:30から会場で配布
場所／大森小学校グラウンド
問合せ／平鹿町熱気球クラブ
☎080-3335-5370または080-3335-5371

◎いわて･あきた県境国取り合戦2017
日時／10月１日(日) 11:30～
場所／巣郷温泉特設広場(岩手県西
和賀町)※雨天時は巣郷温泉クアハ
ウス内
問合せ／クアハウス巣郷温泉☎0197-82-3611

秋冬物子ども服のリサイクル市

▼～10月2日､10:30～､Ｙ2ぷらざ

◎市税等の納期限です
固定資産税３期･国民健康保険税３期
介護保険料３期
後期高齢者医療保険料３期
問合せ／市収納課☎32-2518

◎平成29年度横手市スポーツ交流大会 グラウンド・ゴルフ
日時／10月12日(木) 8：30～11：30　※10月４日(水)まで要申込み
場所／赤坂総合公園グラウンド・ゴルフ場
定員／300人程度　参加料／500円
問合せ／市スポーツ振興課☎35-2173


