
　展示会
■ね・ま～れ展示会情報
【荒川セイ子の『和紙絵展』【荒川セイ子の『和紙絵展』
～彩り奥ぶかく】～彩り奥ぶかく】

2月25日（火）まで、午前10時～午後
４時　※最終日は午後２時まで
【ワークルーム俳句・十文字川柳会の【ワークルーム俳句・十文字川柳会の
『第３回俳句・川柳作品展』】『第３回俳句・川柳作品展』】

２月27日（木）～3月12日（木）、午前
10時～午後４時　※初日は午後１時か
ら、最終日は正午まで
〈共通事項〉　 無料　 ね・ま～れ（十
文字図書館２階） ☎42-5320　※水曜休館　

　イベント
■日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』

２月23日（日）午前10時～
横手市女性センター
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185回南の館月例市民将棋大会　　　　　　　　　　　　　
３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

■横手梅若会
『第12回民謡のつどい in 鶴ヶ池荘』

３月21日（土）午後１時～４時
鶴ヶ池荘　 500円（入浴代込）
約30人の会員による発表会（午後１

時～３時）、二代目梅若社中ショー（午
後３時～４時）　※午後５時から交流親
睦会開催（3月10日まで要予約、会費
5,000円、会員以外大歓迎）　

小松田さん　☎090-3127-7677

■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】【思いっきり歌声喫茶】

３月５日（木）午後 7 時～　 1,000円　　
いい日旅立ち、贈る言葉　ほか

【自然を愛する皆さんの集い】【自然を愛する皆さんの集い】
３月15日（日）午後 1 時～　 800円　　
『碇町内　山の会　楽しんで20年』映像

＆トーク（高橋哲郎さん、木村茂則さ
ん）　ほか
〈共通事項〉　 煉瓦屋（寿町）
※要予約、飲み物・洋菓子付

小松さん ☎33-2811

■横手おやこ劇場
第17回花咲かせプロジェクト『世界一
の口笛ショー♪　レッド・ベコーズ』　　　　　　　　　　　　　

３月８日（日）午後１時30分～
サンサン横手　 大人１口1,000円

以上、子ども無料ご招待
齊藤さん　☎090-2848-0573

 演奏会・コンサート
■佐々木貴久子ソプラノリサイタル
～わたしの愛する歌を　ピアニスト伊
藤伸氏と共に　vol.4～

３月１日（日）午後２時30分～　
かまくら館
2,000円（中学生以下500円）
オペラ・アリア、『中田喜直童謡曲

集』より全曲、『絵本とピアノのコラボ
レーション』の初公演もあり

佐々木さん　☎080-1806-6834

　サークル・団体活動
■よこて農家塾３月例会

３月１日（日）午前10時～
Y²ぷらざ　 500円（昼食代）　
後三年合戦について（講師：本間清

一さん）　 小田嶋さん　☎32-9747

■『法輪功』気功教室
３月１日・８日・15日・22日・29日（日）、

午後１時～３時30分　 浅舞公民館　
無料　 柿崎さん　☎090-4888-1632

※初めての方は事前にご連絡ください

■横手混声合唱団団員募集
～歌の好きな人ならだれでも～

練習日：毎週火曜日、午後７時～９時　
横手市女性センター
現在練習中の曲：ほらね、群青、こ

のみち、ゆりかごのうた　など
柿﨑さん　☎24-1544

　相談会・お話会
■コーヒーサロン『和

な

生
な

』
【秋田県南部男女共同参画センター会場】

２月18日（火）・３月３日（火）、午
前10時～正午・午後1時～3時　
【大森コミュニティセンター会場】

３月10日（火）午後１時～３時
〈共通事項〉　 無料　

小池田さん　☎ 090-2361-4687

■お酒の問題でお困りの方へ
2月19日（水）午前10時～正午
サンサン横手　 無料
よしださん　☎ 080-6508-6922

（午前10時～午後４時）　※電話相談可

■不登校の子を持つ親の会
2月23日（日）午後 1時30分～
サンサン横手　 200円
宮川さん　☎33-4993

■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12日（木）午前10時～午後３時　　
Y²ぷらざ（３階）　　 無料　　
藤原さん　☎090-4882-4817

　市内では、手工芸や音楽、文芸、スポーツなど、さまざまなサークル団体が
活動しています。市ホームページでは生涯学習サークルの一覧を公開しており
（HP番号：000006810）、各生涯学習センターや公民館でも配布しています。生
涯学習センター・公民館は、市民の皆さんの学習活動支援のため、講座の開催
や学習情報の提供のほか、自主的に活動するサークルの学習の場としてもご利
用いただけます。「興味のある講座に参加したい」「サークル活動を始めたい」
などのご相談は、最寄りの施設までお気軽にお問い合わせください。

を始めませんか？

【問合せ】生涯学習課　☎35-2254
または各生涯学習センター・公民館

サークル活動仲間と
一緒に
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※市ホームページ (https://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

国保市民課

くらしの手続きがよりわかりやすく！
『手続きガイド』をご利用ください
　転入・転出・転居・結婚・離婚・氏名変更・出生・
死亡の手続きをする際、パソコンなどで『手続きガ
イド』の質問に答えていくだけで、場所と必要な持
ち物を簡単に確認することができます。諸手続きを
行う際は、ぜひご利用ください。

【問合せ】国保市民課（本庁舎内）☎35－2176

　 各種奨学金制度についてお知らせします

　原則、返還の必要がなく、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、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

◆定員／３０人程度　※他の奨学金と併願・併用可能
◆申込期間／４月１日（水）～３０日（木）※必着
◆申込方法／申請書類などは学校教育課・本庁舎総
　合案内・各地域局（横手以外）で３月上旬から配布
　するほか、ホームページでも公開します。所定事
　項を記入し、必要書類を添えてご提出ください。

◆給付金額／年額10万円　◆定員／８人程度
◆申請書類／事務局窓口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１日（水）～30日（木）※必着

（一財）高橋誠悦育英会奨学金給付制度

◆申込資格／今春、高校・大学などに入学予定の方、
　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

横手市奨学金貸付制度 HPページ番号000006605

【申込み・問合せ】〒013－8601　横手市条里一丁目１番６４号　学校教育課（条里南庁舎内）☎32－2414

【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

①大学奨学生
◆申込資格／県内に住所を有する方を保護者とし、
　今春大学に入学する予定の方
◆貸付金額／月額５万円　　◆定員／10人程度
◆申込期間／４月１日（水）～30日（木）※必着
◆返還免除／最短修業年限で卒業した場合は、貸与
　した奨学金総額の80%の返還を免除します。
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、
　令和２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２日（月）～３１日（火）※必着

③地域文化奨励賞
　県内で地域文化向上のため学問・教育・技術およ
び芸術などの研究、ならびに伝統芸能や食文化の創
造・継承活動および環境保全活動などを継続的に行
い、優れた実績を挙げて地域に貢献している個人や
団体を表彰するものです。
◆授与件数／３件以内（副賞として30万円を授与）
◆申込期間／３月２日（月）～３１日（火）※必着
《各制度共通》
◆申請書類／事務局窓口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。②③の
　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/）。

（一財）山下太郎顕彰育英会奨学金・奨励賞制度

【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

【申込み・問合せ】市立横手病院☎32－5001
〒013－8602　横手市根岸町５番３１号

市立横手病院

市立横手病院の職員を募集します
（令和２年４月１日以降採用）

◆職種／臨床検査技師
◆採用人数／１人程度
◆受付期間／随時受付中、予定人数採用次第終了
◆主な試験資格／昭和５４年４月２日以降に生まれ
　た方で、臨床検査技師免許を保有する方（令和
　２年３月までに免許取得見込みの方を含む）
◆試験案内（要項）の入手方法
　市立横手病院で配布するほか、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『職員採用試験申込用紙請求（受験職
種）』と朱書きし、宛先を明記して120円切手を
貼った返信用封筒（角形２号）を同封して、お送
りください。詳細については、試験案内または
ホームページでご確認ください。

HPアドレス　http://www.yokote-mhp.jp/

【問合せ】横手税務署☎32－6090

税務課

パソコンやスマートフォンから
確定申告をすることができます
　国税庁ホームページの『確定申告書等作成コー
ナー』では、案内に従って金額などを入力する
だけで所得税申告書が作成できます。作成した
書類は電子申告（e－Tax）できるほか、印刷して郵
送などで税務署へ提出することも可能です。期間
中は24時間利用でき、税務署に行く手間が省ける
インターネットでの申告を、ぜひご利用ください。
◆確定申告期間／２月１7日（月）～３月16日（月）

HPアドレス　http://www.nta.go.jp/

国税庁 HP は
こちらから

手続きガイド
はこちらから※画面イメージ
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複十字シール募金へのご協力
ありがとうございました

　令和元年度に実施した複十字シール運動募金に、
横手市全体で1,342,113円の募金をいただきました。
皆さんのご協力に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なくし、健康で明
るい社会をつくることです。
　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】健康推進課☎33-9600

横手市地域防災計画（案）への
意見を募集しています

　上記計画についてパブリックコメントを実施して
います。皆さんのご意見をお寄せください。
●募集期限／２月２５日（火）必着
●閲覧方法／危機管理課または各地域局地域課（横
手地域局除く）で閲覧するか、市ホームページ（番号
000019571）からご覧ください。
●提出方法／意見提出用紙に意見を記入の上、郵
便、ファクス、メール、または閲覧場所に直接持参
のいずれかの方法で提出してください。用紙は市
ホームページからもダウンロードできます。
【問合せ】危機管理課☎3５－２19５　　33－1300
　kikikanri@city.yokote.lg.jp

古い中山人形をお持ちの方は
雄物川郷土資料館までご連絡ください

　雄物川郷土資料館では、地域の文化的資産として
中山人形の記録を残すために、古い中山人形を探し
ています。中山人形は、明治初めに旧平鹿郡吉田村
中山（現在の横手市平鹿町中山）の樋渡家で生まれ
た、鮮やかな色彩が特徴の土人形です。
　ご家庭で古い中山人形をお持ちでしたら、職員が
伺って記録などをさせていただきますので、ぜひご
協力をよろしくお願いします。
●連絡期限／３月31日（火）
【問合せ】雄物川郷土資料館☎２２－２793

小・中学校での就学に必要な
費用の一部を援助しています

　市では、経済的な理由のため就学が困難だと認め
られる子どもの保護者に対して、就学援助を行って
います。援助を希望される方は、学校から配付され
る就学援助申請書にご記入の上、期限までお申し込
みください。なお、現在就学援助を受けている方
で、継続を希望する場合も、令和２年度の申請が必
要です。
●申込期限／①現在、子どもが小学１年生から中学
２年生までの家庭…３月16日（月）
②４月に小学校へ入学する児童（新小学１年生）のみ
の家庭…４月17日（金）
※申請は上記期限を過ぎても随時受付しますが、期
限を経過した申請は、認定されても対象外となる項
目があります。ご了承ください。
【問合せ】学校教育課☎3２－２414

プレミアム付商品券の販売は
2月28日で終了します

　現在、購入引換券をお持ちで購入を希望される方
は、忘れずにお買い求めください。
●販売場所／横手商工会議所、よこて市商工会（本
所、平鹿拠点センター、雄物川拠点センター）
【問合せ】商工労働課☎3２－２11５

議会を傍聴しませんか
市議会３月定例会開催予定のお知らせ

●会期／２月２５日（火）～３月19日（木）
●場所／本庁舎６階議場（傍聴席は７階）
●日程／
　２月２５日（火）本会議【開会、施政方針説明ほか】
　２月２6日（水）本会議【議案審議】
　３月４日（水）本会議【会派代表質問】
　３月５日（木）本会議【一般質問】
　３月６日（金）本会議【一般質問】
　３月９日（月）本会議【一般質問】
　３月19日（木）本会議【各委員長報告ほか、閉会】
●時間／午前10時から（※３月19日は予算特別委員
会終了後に開催予定）
【問合せ】議会事務局☎3２－２５3５

その病気、その症状は
石綿（アスベスト）が原因かもしれません

　ご家族に、肺がんや中皮腫などで亡くなられた方
はいませんか？　また、息切れ、胸が苦しいなどの
症状が出ていませんか？
　石綿による疾病と認定された場合、各種給付を受
けることができます。お心当たりのある方は、秋田
労働局労災補償課またはお近くの労働基準監督署に
ご相談ください。
【問合せ】秋田労働局労災補償課☎018－883－4２7５

ご存じですか？『筆界特定制度』
法務局が筆界の位置を特定する制度です

　隣接地との筆界（境界）が分からず困っている方
や、隣地の所有者と意見が一致せず困っている方は
ご相談ください。

【問合せ】　秋田地方法務局登記部門筆界特定室
☎018－86２－144２

自動車の登録手続きは
年度末を待たずにお早めに！

　年度末、運輸支局の窓口は例年大変混雑し、長時
間お待ちいただく状況になっています。自動車の諸
手続きを予定している方は、比較的混雑の少ない３
月上旬ごろまでにお手続きください。
【問合せ】　東北運輸局秋田運輸支局☎0５0－５５40－２01２

大雄地域の郵便物の集荷・配達の担当が
雄物川郵便局に変更になります

　現在館合郵便局で行っている、大雄地域の郵便物
などの配達・集荷は、雄物川郵便局が担当します。
なお、館合郵便局の窓口業務・ATMは、これまで
と同様にご利用いただけます。
●変更日／３月２日（月）
【問合せ】横手郵便局☎3２－3５70

『男性の家事・育児』がテーマです
男女共同参画フェスティバル

●日時／２月29日（土）午後１時30分～３時30分
●場所／Y2ぷらざ１階オープンスペース
●ステージ／『怒らない体操』佐藤大氏、相愛保育園
児による演舞　●講演／①『男性の育児参画のすゝ
め　～育児参画で得られる４つのメリット～』講師：
ファザーリングジャパン理事　林一輝氏、②『カジダ
ンが家族をHappyに！　上手な役割分担とスキルアッ
プのために』講師：同事務局長　本田正博氏
●託児／あり※２月21日（金）まで要予約
【問合せ】地域づくり支援課☎3５－２1５8

妊婦さん集まれ～！　プレママデー
マタニティヨガでリフレッシュしませんか

●日時／３月９日（月）午前10時10分～11時4５分
●場所／Y２ぷらざ２階児童センター
●対象／医師、助産師さんから運動許可の出ている
妊婦さん　
●定員／先着10人程度　●参加費／５00円
●持ち物／ヨガマットまたは大判のタオル、汗拭き
タオル、飲み物、ひざ掛け
●服装／ジャージなど動きやすいもの
●申込期限／３月２日（月）
【問合せ】横手市子育て支援センター☎3２－２4２6

ボランティア芸能フェスティバルに
ぜひお越しください

　横手地区ボランティア連絡協議会に登録して活動
している団体が、日ごろの活動を発表します。
●日時／３月14日（土）午後１時～４時
●場所／かまくら館２階ホール　
●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
（市社会福祉協議会福祉センター内）☎33-8668

南部シルバーエリア料理教室
『マカロン＆フレンチトースト』

●日時／２月29日（土）午前10時～
●場所／南部シルバーエリア　
●費用／1,000円　●定員／15人
●内容／マカロン、プリンのようなフレンチトース
ト※講師が作るのを見て試食する教室です。
●申込開始／２月18日（火）午前９時～
●その他／２月27日（木）以降のキャンセルは費用を
いただきます。

【問合せ】　南部シルバーエリア☎２6－3880

ＩＣＴセミナーで
ウェブマーケティングを学びませんか

　インターネットを活用した営業・販促活動『ウェ
ブマーケティング』をゼロから学べるセミナーを開
催します。
●日時／３月12日（木）午後１時30分～４時30分
●場所／Y2ぷらざ３階研修室３
●対象／横手市内在住またはお勤めの方　
●参加費／無料　
●申込方法／市ホームページ（番号000020738）から
申込書をダウンロードして３月９日（月）まで申込み
【問合せ】商工労働課☎3２－２11５

山内公民館『悠々講座』
春を感じるアレンジフラワー教室

　アートフラワーやプリザーブドフラワーと自然素
材を組み合わせ、ナチュラルテイストのアレンジフ
ラワーを作ります。
●日時／３月９日（月）午後１時～４時
●場所／山内公民館（山内地域局２階）
●材料費／ 1,５00円（当日集金）
●持ち物／はさみ　
●講師／清水川真由美さん
●対象／横手市内在住、またはお勤めの方
●定員／ 20人（５人未満は開催しません）
●申込期間／２月17日（月）～28日（金）
【問合せ】山内地域課☎５3－２187

赤い羽根共同募金　福祉活動応援事業
助成団体を募集します

　市内の福祉・ボランティア団体が令和３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。詳しく
はお問い合せ下さい。
●助成金額／上限５万円※審査により、助成の可否
や金額を決定します。
●申込期限／３月13日（金）
【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

JICA海外協力隊
2020 年春の募集を行います

　開発途上国の人々と共に生活し、相互理解をはか
りながら、技術や経験を生かして人々の自助努力を
促進させる形で協力活動を行う協力隊を募集しま
す。現在、アジア・アフリカ・中南米・中東などの
約70カ国に派遣しています。
　募集要項など詳しくはJICA海外協力隊のホーム
ページをご覧ください。
●募集期間／２月20日（木）～３月30日（月）正午
●申込方法／ウェブ応募
●派遣中の待遇など／JICAの規定に基づき、往復
旅費、現地生活費、住居費、国内手当などを支給し
ます。
【問合せ】JICA東北ボランティア事業担当
☎0２２－２２3－477２

令和２年度自衛官募集
予備自衛官補を募集します

◎予備自衛官補（一般・技能）
●受付期限／４月10日（金）
●試験日／４月18日（土）～22日（水）
●受験資格／一般：18歳以上34歳未満の方
技能：18歳以上で国家免許資格などを有する方
詳しくはお問い合わせください。
【問合せ】自衛隊秋田地方協力本部横手地域事務所
☎3２-39２0

東北税理士会横手支部
『確定申告無料相談』

●日時／２月22日（土）午前10時～午後３時
●場所／イオン横手店２階
【問合せ】東北税理士会横手支部☎3２－700５
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月　日 休日救急当番医(9：00～12：00) 電話番号 日曜夜間小児救急外来(17：30～20：30) 電話番号

２月1６日(日)
　　さわぐちクリニック(横手) 23－7８30

平鹿総合病院(石橋医師) 32-5124
　　平鹿総合病院(鈴木医師) 32-5124

２月23日(日)

　　復古堂医院(横手) 33-６021

平鹿総合病院(伊藤医師) 32-5124　　市立横手病院(細谷医師) 32-5001

　　平鹿総合病院(阿部医師)※耳鼻科のみ 32-5124

２月24日(月) 　　佐々木医院分院(雄物川) 22-5557 ——— 32-5124

３月１日(日)
　　髙橋医院(十文字) 42-0421

平鹿総合病院 32-5124
　　平鹿総合病院(福嶋医師) 32-5124

横手図書館……２月19·2６日、３月２·４日
増田図書館……２月17·25日、３月２日
平鹿図書館……２月1８·25日、３月２·３日
雄物川図書館…２月19·2６日、３月２·４日
大森図書館……３月10日まで休館
十文字図書館…２月17～21·2６日、
　　　　　　　３月２·４日
山内図書室……２月15·1６·22·23·24·29日、
　　　　　　　３月１日
大雄図書室……２月1６·23·24日、３月１日

横手市民会館……………２月1８·24·25日、３月３日
石坂洋次郎文学記念館…２月25日、３月２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
　…………………………２月17·25日、３月２日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………２月19日
ゆとり館…………………２月1８·25日、３月３日
ゆとりおん大雄…………２月20日、３月５日
横手市児童センター……休館予定なし

健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………２月1６·19·23·24·2６日、
　　　　　　　　　　３月４日
　西・南部……………２月15·1６·22·23·24·29日、
　　　　　　　　　　３月１日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………２月17·25日、３月２日
南部シルバーエリア…２月17·25日、３月２日
※プールは工事のため３月末まで休館

人口　88，669人　　(-132)

世帯　34，158世帯　　(-18)

男　42，015人　　(-61)
女　46，654人　　(-71)

※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

◎法律相談　※事前の予約が必要です
　(問合せ／平鹿福祉センター☎24-32８3
　　※市役所本庁舎・担当弁護士の事務所会場分は生活環境課☎35-4099)
　２月19日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　２月21日(金)／増田庁舎(10：00～12：00)
　２月2６日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30)
　２月2８日(金)／在宅介護支援センター(雄物川)(10：00～12：00)
　３月４日(水)／Ｙ２ぷらざ(13：00～15：00)
◎行政相談（問合せ／生活環境課☎35-4099）
　２月17日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　２月2８日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
◎人権相談（問合せ／生活環境課☎35-4099）
　２月2６日(水)／条里南庁舎(9：00～12：00／13：00～1６：00)
◎くらしの相談（生活への不安や困りごとの相談）
　(問合せ／くらしの相談窓口☎32-６101)
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口(８：30～17：15)
◎年金相談　※事前の予約が必要です
　(問合せ／大曲年金事務所☎01８7-６3-229６)
　毎週火曜／本庁舎１階年金相談所(9：30～12：00／13：00～15：30)
◎消費生活相談（問合せ／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(9：30～17：00)

◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／よねや商事㈱カーブス事業部
　齊藤果樹園
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／よねや商事㈱カーブス事業部
　将軍横手店／横手ヤクルト販売㈱
◎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
　リコーダーのえんりょうさん

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　２月2６日、３月４日／13：30～15：30　※２月19日は休診です
大沢診療所(内科)
　２月25日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　２月1８・25日／13：30～1６：30　※３月３日は休診です
上平野沢へき地診療所(内科)
　２月27日　　吉谷地／13：00～15：00

月日・地域 場　所 受付時間

２月2６日(水)横手

横手警察署 10：00～11：45

奥山ボーリング㈱ 13：15～14：15

横手興生病院 15：00～1６：00

※原則400ｍｌのみの受付となります。

横手市医師会だより さわぐちクリニック　沢口　昌亨　医師
『胸焼けを感じること、多くありませんか？』

　胸焼けとは胸の辺りが焼けるように熱く感じる症状で、『ジリジリ・ムカムカする』とよく表現
されます。胸焼けはレモンよりも酸度の強い胃液が食道へ逆流して生じます。これを主症状とする
病態を『胃食道逆流症』といいますが、患者さんの数は成人の10〜20%と年々増加傾向です。　
　胸焼けを感じたら、①腹部を締め付けない　②重い物は持たない　③前かがみにならない　④寝
る前に食べない　⑤過食しない　⑥油物・甘いもの（チョコレート、柑橘類）・炭酸飲料・アルコー
ルは控える　⑦禁煙　⑧痩せる を心がけてみましょう。それでも症状が改善しないときは、私たち
の出番です。
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『第３１回ひな人形展』

▼～３月22日、9：00～、雄物川郷土資料館
『冬とコタツと猫マンガ展』

▼～３月29日、10：00～、増田まんが美術館
『後三年合戦顕彰活動の歩み』展

▼～３月29日、9：00～、後三年合戦金沢資料館
『石坂洋次郎と婦人雑誌』展

▼～３月31日、9：00～、石坂洋次郎文学記念館

『寺崎廣業展』

▼～４月８日、9：30～、県立近代美術館
『山岳の美・水辺の美』

▼～４月13日、9：30～、県立近代美術館

十文字雪まつり

▼ 9：00～、道の駅十文字
道の駅さんない雪まつり

▼～16日、10：00～、道の駅さんない
陸上競技クリニック

▼ 10：00～、横手体育館
増田カップバスケットボール大会

▼～16日、増田体育館

第６３回梵天コンクール

▼ 9：30～、市役所本庁舎前
梨木水かぶり

▼ 8：30～、梨木愛宕神社（十文字）
小椋久美子さんのバドミントン講話

▼ 13：00～、横手体育館

金澤八幡宮ぼんでん

▼ 14：00～、金澤八幡宮大鳥居前（横手）
増田のぼんでんまつり

▼ 9：00～、三所神社（増田）
木戸五郎兵衛神社初午祭

▼ 11：00～、木戸五郎兵衛神社（雄物川）
第１２回横手市民スキー大会アルペン競技

▼天下森スキー場
横手市ニュースポーツ体験『インターバル速歩』

▼大森体育館

男女共同参画フェスティバル

▼ 13：30～、詳細は５ページ
歴史文化基本構想策定中間報告会

▼ 13：30～、Ｙ２ぷらざ

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。

◎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

◎小学校卒業式日程
３月1６日（月）10：00～／吉田
　　17日（火）10：00～／朝倉、旭、栄、増田、浅舞、醍醐、雄物川、
　　　　　　　　　　 大森、睦合、山内、大雄
　　　　　　1３：00～／横手北
　　　　　　1３：３0～／横手南、十文字第一、十文字第二、植田

◎中学校卒業式日程
３月２日（月）1３：３0～／横手清陵学院
　　８日（日）10：00～／横手南、増田、平鹿、横手明峰
　　　　　　1３：３0～／横手北、十文字

◎確定申告のご案内　※電子申告の詳細は２ページをご覧ください
◆申告・納期限
　所得税・贈与税：３月1６日（月）　消費税：３月３1日（火）
◆申告書作成会場設置期間（横手税務署２階）
　２月17日（月）～３月1６日（月）受付時間9：00～1６：00　※土日祝を除く
問合せ／横手税務署☎３２-６090

◎新型コロナウイルス感染症について
　中国・武漢市を中心に、世界各地で新型コロナウイルス関連肺炎
の発生が報告されています。インフルエンザ対策と同様にうがい、
手洗いや咳エチケットなどに気を付けることで、感染への対策を行
いましょう。過剰に心配することなく、一般的な感染症予防策を行
うことが大切です。　問合せ／横手保健所☎３２-4005

◎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！
日時／３月15日（日）8：３0～　※３月３日（火）まで要申込み
場所／大森体育館　参加料／1，500円（１チーム５人編成）
その他／弁当（500円）を希望される方は、申込書に記載してください。
問合せ／大森スポーツクラブさくら☎２６－41６7、大森地域課☎２６－407３


