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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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み取ると、市のホームページサイ
トをご覧いただけます。
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な な

ね・ま～れ『イベント案内』
【陶芸(富沢焼松韻窯)漆器二人展】
　８月17日(金)～31日(金)、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　  遠藤政司氏
(陶芸)と加瀬谷辰雄氏(漆器)の作品展示
【陶芸(松韻窯)体験教室】
　８月18日(土)･19日(日)･22日(水)･23
日(木)･24日(金)、午前10時30分～正午
　1,500円(材料代) 　講師:遠藤政司氏
※作品の引き渡しは約１カ月後
【ざ・ねま～れミニコンサート】
　９月２日(日)午後１時～３時　　無料
　キーボード＆ギター演奏､アンサンブル
〈共通事項〉　　 ね・ま～れ(十文字) 
※火曜休館 ☎42-5320

『法輪功』気功教室
　８月19日･26日･９月２日･９日･16日
(毎週日曜)､午後１時～３時　 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

基礎から始めるドイツ語翻訳講座
　　８月24日(金)・９月28日(金)/グリ
ム兄弟･編『ヘンゼルとグレーテル』、９月
14日(金)/ヴァーグナー･作『ヴァルキュ
ーレ』第１幕 ※いずれも午後７時30分～
(約70分)　　Ｙ2ぷらざ(３階) 　
　各日500円　　各日先着12人 　
　小田嶋さん ☎080-1807-1846

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　８月26日(日)午前10時～　　金沢孔城
館　　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

不登校の子を持つ親の会
　８月26日(日)午後１時30分～
　サンサン横手　　200円
　宮川さん ☎33-4993

第23回彩の会絵画展
　８月31日(金)～９月２日(日)、午前９
時～午後５時 ※初日は午前11時から
　Ｙ2ぷらざ(３階)　 無料　 
　佐々木さん ☎32-6164

第167回 南の館『月例市民将棋大会』
　９月２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』－楽しいこと､悩
めること､何でも語り合い､心を癒やす－
【秋田県南部男女共同参画センター会場】
　９月４日(火)・18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】
　９月11日(火)午後１時～３時
〈共通事項〉　 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】
　９月６日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
　９月16日(日)午後１時～　　800円
〈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

大森町郷土研究会主催　秋田市立佐竹史
料館『明治150年記念 戊辰戦争と秋田』企
画展参観
　９月７日(金)午前８時30分～午後４時
※大森庁舎に午前８時30分まで集合　
　100円   30人 申込期限：８月31日(金)
　黒政さん ☎26-2390

横手西中二期会　古稀記念合同作品展
　９月７日(金)～10日(月) ※初日は正
午から、最終日は午後４時まで
　Ｙ2ぷらざ　 無料   油絵、パッチワ
ーク、アクセサリー、生け花、写真など　 
　佐藤さん ☎090-5841-5875

横手おやこ劇場　第11回花咲かせプロジ
ェクト『いつも　となりに』
　９月７日(金)午後７時～　　サンサン
横手　　子ども(18歳未満)無料、大人
一口1,000円以上　出演：オペラ歌手と
道化師のユニット『青い卵』
　小松さん ☎080-1836-1810

第７回県南オカリナコンサート
　９月８日(土)午後１時30分～　　
　かまくら館　　無料　
ピアノ伴奏：能美新さん　　
　日高見さん ☎090-4918-4674

鍛冶町こんぴら　はらがけ祭り
　９月８日(土)午後６時45分～８時45分
　鍛冶町通り商店街(午後６時40分～９
時40分は歩行者天国)　　ちびっこ天国､
夜店･ステージ　　若林さん ☎33-1010

手作り雑貨マーケット
　９月９日(日)午前10時～午後３時
　大曲交流センター　　手作り雑貨マー
ケット　小松さん ☎090-7666-6001

日本刀鑑賞会＆初心者講座
　９月９日(日)午後１時～　　
　あさくら館　　無料　　美術刀剣の鑑
賞と刀剣の取り扱い、手入れなど
　高橋さん ☎080-1818-9150

横手混声合唱団　第45回定期演奏会
　９月９日(日)午後２時～　　
　横手市民会館　　無料　　上を向いて
歩こう、切手のないおくりもの　ほか
　柴田さん ☎32-8037

ＮＰＯ虹の会チャリティーショー2018
　９月15日(土)午後１時～　　
　かまくら館　　前売り500円、当日800
円(中学生以下無料)　　神崎りく、たか
はらてるお、辻田与五郎ほか
　斧谷さん ☎090-1492-5968

バリトンチャペルコンサート
　９月15日(土)午後１時30分～３時
　東北聖書バプテスト十文字教会(十文
字町栄町)　　500円　出演:バリトン歌
手･加賀清孝氏　　齋藤さん ☎42-3852

横手平鹿手話研究会『手で話そう～つな
がろう　広げよう　笑顔の輪～』
　９月16日(日)午前10時30分～、午後２
時～(各30分程度)　　スーパーモールラ
ッキー(夢広場)　　無料　　手話に関す
るクイズやゲーム、手話ソングなど
　後藤さん ☎24-3710
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契約検査課

優れた工事を表彰しました

【問合せ】市総務部契約検査課(条里北庁舎内)☎35-2169

　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13件の表彰が、７月26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工事を施工
した企業と、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
ページに掲載しているほか、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。

HPページ番号000001932

健康推進課

　男女とも40歳代から、大腸がんになる可能性が高く
なります。大腸がんは、早期発見・早期治療ができれ
ば非常に高い確率で治りますが、早期では自覚症状が
乏しいため、毎年、定期的に検診を受けることが重要
です。
　右記の日程で大腸がん検診の追加受付を実施します
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。今年度、申し
込みをしていない方、また、検査容器と問診票がお手
元にない方は、各地域局までご連絡をお願いします。

大腸がん検診の追加受付を実施します

【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

HPページ番号000005429HPページ番号000005429

◆受付日／９月３日(月)、４日(火)、10月１日(月)、
　２日(火)、11月５日(月)、６日(火)
◆受付時間／午前８時30分～11時
◆受付場所／各地域局、健康推進課(横手地域の方)
◆料金／600円
《無料対象者》
●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をご提示の方
●緊急時医療依頼証をご提示の方

生涯学習課

　今回は『柿山伏＋ぶす』と、２つの演目をお届けし
ます。両作品とも、狂言ではポピュラーな作品として
有名ですが、『狂言』と聞くと難しいものに感じてしま
うかもしれません。しかし、今回の作品は、狂言なら
ではの滑稽なやりとりをミュージカルに仕立て、とて
も親しみやすい作品となっています。どちらの作品も
国語の教科書で採用されており、幅広い年齢層でご存
知の方も多いと思います。お子様から大人まで楽しめ
る内容になっていますので、ぜひご家族や知り合いを
お誘い合わせの上、ご来場ください。
◆日時／９月15日(土)午後１時30分～　※開場１時
◆場所／横手市民会館
◆主催／横手市自主文化事業委員会

横手市自主文化事業『狂言ミュージカル 柿山伏+ぶす』

【問合せ】横手市民会館☎32-3136

HPページ番号000022647HPページ番号000022647

◆チケット／大人2,000円(中学生以下１人無料券付) 
　　　　　　中学生以下500円　※当日500円増
◆プレイガイド
●イープラス(ｅ＋)
●横手市民会館
●かまくら館
●カシワヤ楽器
●楽器の店カネキ
●金喜書店

十文字･大雄地域課

　大雄地域が６月28日、十文字地域が
７月３日に『交通死亡事故ゼロ1,500日』
を達成しました。このことから、地域
を代表して７月５日に十文字、10日に
大雄の各地域の交通安全対策協議会に
対し、市長と横手警察署長から表彰状
が贈られました。
　表彰状授与式の出席者は、悲惨な交
通事故の根絶のため、交通安全の大切
さを再確認し、『交通死亡事故ゼロ』の
継続を誓い合いました。

交通死亡事故ゼロ1,500日を達成しました

【問合せ】十文字地域局十文字地域課☎42-5111、大雄地域局大雄地域課☎52-2111

表彰を受ける大雄地域交通安全対策
協議会・土田征一会長(左)

十文字地域交通安全対策協議会の
皆さんと市長(中央)

大雄地域課

たいゆう緑花園20周年記念
『パノラマフェスタ』

　サルビアや日々草、マリーゴールドなど25,000株
の花々が咲きそろう『たいゆう緑花園』。色鮮やかな
花畑には､散策路や休憩ハウスが設置されています｡
　今年20周年を迎えるパノラマフェスタでは、押し
花体験、ブルーベリー苗木のプレゼント、子どもお
楽しみコーナーのイベントのほか、20周年記念とし
て新イベントを多数企画しています。花の香りに包
まれながら、楽しいひとときをお過ごしください。
◆日時／９月１日(土)午前９時～午後３時
◆会場／たいゆう緑花園
※駐車は､スタジアム大雄駐車場をご利用ください｡
◆料金／入場無料
◎当日はタイアップ事業として、地産地消イベント
　『横手の旬を食べよう』をほっぷ亭(ゆとりおん大
　雄内)で開催します。たいゆう緑花園で割引券を配
　布しますので、ぜひご参加ください。イベントの
　詳細は、４ページをご覧ください。

HPページ番号000006003HPページ番号000006003

【問合せ】大雄地域局大雄地域課☎52‒2111

文化財保護課

雄物川郷土資料館第２回特別展
『発掘された秋田の古墳時代』
　雄物川郷土資料館では『発掘された秋田の古墳時
代～県内初の古墳時代大規模集落跡が確認された一
本杉遺跡を中心に～』として、平成29年度に発掘調
査を行った一本杉遺跡を中心とした秋田の古墳時代
に関する展示を行います。
　一本杉遺跡は、秋田県での古墳時代の集落の様相
が初めて明らかになった遺跡であり、これまで秋田
県で不明確であった全国的な古墳文化圏が、県南部
で確認することができた非常に貴重な遺跡です。
　今回の特別展では、古墳時代の一本杉遺跡が持つ
意味を遺物や写真によって、周辺の古墳時代の遺跡
等とともに紹介します。
◆日時／８月16日(木)～９月24日(月・祝)
　　　　午前９時～午後５時　※会期中無休　　　
◆場所／雄物川郷土資料館
◆入館料
　一般100円、高校・大学生50円、中学生以下無料

HPページ番号000001680HPページ番号000001680

【問合せ】雄物川郷土資料館☎22‒2793
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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



悠々講座『相野々ダムさんぽ』講座

●日時／９月８日(土)午前９時～正午　●集合場所
／相野々ダムやまばと山荘　●費用／100円(保険料)
●持ち物／山歩きに必要なもの　●対象／市内に在
住またはお勤めの方　●定員／20人※５人未満の場
合中止　●申込期間／８月20日(月)～27日(月)
【申込み】市まちづくり推進部山内地域課☎53‒2187

横手の旬を食べよう！催し

　たいゆう緑花園パノラマフェスタのタイアップ事
業として行います。
●日時／９月１日(土)午前11時30分～午後２時　
●会場／大雄ほっぷ亭　●内容／横手産夏野菜カレ
ー、横手産十割そば、横手産サラダバーほか　●そ
の他／パノラマフェスタ会場で割引券を配布します｡
【問合せ】市農林部農業ブランド創造課☎35‒2267

　こころの健康や精神保健福祉について正しい知識
を２回の講座で学びます。
●日時／①９月21日(金)午前10時～午後３時30分ご
ろ　②10月中に体験学習を予定　●場所／①Ｙ²ぷ
らざ　●費用／500円(昼食代)　●申込期限／９月
７日(金)
【申込み･問合せ】地域生活支援センターのぞみ☎35‒5781

精神保健福祉ボランティア養成講座
お知
らせ講座

　今年度は、横手、大雄の一部地域で主に各ご家庭
に分岐している給水管の調査を行います。このため､
宅地内で調査を行う必要がありますので、調査員が
うかがった際はご協力をお願いします。(調査員は必
ず横手市の腕章をつけています）
【問合せ】市上下水道部水道課☎35‒2252

貴重な水資源の無駄を防止するため、
漏水調査を行っています

お知
らせ

個人事業税(１期)の納期限は
８月31日(金)です

　忘れずに期限内に納めましょう。納税は口座振替
にすると手間が省けて安全、確実です。口座振替を
している方は預金残高の確認をお願いします。
【問合せ】県総合県税事務所平鹿支所☎32-0595

お知
らせ

　横手の伝統料理を通じて郷土を学んでみませんか｡
●日時／９月29日(土)午後０時30分～５時　●場所
／さかえ館　●対象／①高校生から30代までの方
②小学生とその保護者　
●参加費／無料　●持ち物／エプロン、三角巾
【申込み･問合せ】横手青年会議所事務局☎32‒1170

よこラボプロジェクト
『横手の伝統料理を作ってみよう！』

催し

第13回横手市民ステージ祭出演者を
募集します

募集

●開催日／11月３日(土)･４日(日)　●募集期間／
９月１日(土)～16日(日)　●応募条件／主に横手市
内で活動している団体･個人で、横手市民会館ステー
ジで発表ができる方　●募集数／８団体･個人程度
【問合せ】横手市民会館☎32‒3136

●日時／９月10日(月)午前10時15分～11時45分
●場所／Ｙ²ぷらざ２階　●対象／医師・助産師から
運動許可の出ている妊婦さん　●参加費／500円
●定員／先着10人程度※託児無料、要予約　●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●申込期限／９月３日(月)※定員
になり次第締め切り
【申込み･問合せ】横手市子育て支援センター☎32‒2426

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

講座

◎新規講習　●日時／10月４日(木)･５日(金)
●受講料(テキスト代など)／4,500円
◎再講習　●日時／10月４日(木)
●受講料(テキスト代など)／2,500円
≪共通事項≫●場所／浅舞公民館
●申込期限／９月７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

　絵巻物『後三年合戦　上下巻』、油絵『横手城(吉崎
道治)』、掛け軸『八幡太郎義家』を展示します｡
●期間／８月31日(金)～９月25日(火)午前９時～午
後４時30分　●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

『後三年合戦、横手城関連資料展示』を
開催します

催し

日本語教室でボランティアを
募集しています

募集

　横手市日本語教室では、横手市に住む『日本語を
母語としない』方への日本語学習を支援しています｡
受講者の皆さんが充実した地域生活を送れるよう、
一緒に日本語を教えてくださる方を募集しています｡
日本語や外国語に興味のある方、国際交流を楽しみ
たい方はもちろん、日本語ボランティアの経験のな
い方もお気軽にご連絡ください。
●開催日／毎週金曜日①午前10時～正午　Ｙ²ぷらざ
３階　②午後３時～７時　十文字文化センター３階
【問合せ】横手市日本語学習会 代表 藤原さん
☎090‒7880‒0011

９月３日(月)より
市営住宅の入居者を募集します

募集

　募集する住宅は市報９月１日号でお知らせします｡
●募集期間／９月３日(月)～11日(火)
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35‒2224

ブロック塀などの点検をしましょう

　６月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震
により、ブロック塀や石積みの塀が倒壊する事故が
発生しました。ブロック塀などの所有者・管理者は
日頃から点検を行い、適切に維持管理する必要があ
ります。横手市ホームページ(ページ番号000023564)
に、ブロック塀の点検チェックポイントを掲載して
いますのでご活用ください。なお、安全性・維持管
理に不安がある場合は建築士等の専門業者に相談し
適切な維持管理に努めてください。
【問合せ】市建設部建築住宅課☎35‒2224

お知
らせ

●受講期間／平成31年2月末まで※日程調整可
〇日商ＰＣ検定３級コース(30時間)、２級コース(40
時間)　〇日商簿記３級コース(50時間)、２級コー
ス(70時間)　●場所／ＯＡステーション大曲校、湯
沢校、または秋田校　●費用／無料※ただし、テキ
スト代として2,000円程度の自己負担あり　●定員
／各５人　●申込締切／10月31日(水)
【申込み･問合せ】市健康福祉部子育て支援課☎35‒2133

ひとり親・寡婦対象
日商ＰＣ検定・簿記検定資格取得講習会

お知
らせ講座

　８月から11月にかけて土砂災害の危険性がある場
所を調査します。県発行の身分証明書を携帯した調
査員が私有地に入る場合がありますので、ご協力く
ださい。　●調査地区／増田・大森・山内地域
【問合せ】県平鹿地域振興局建設部企画・建設課
☎45‒6168

土砂災害危険個所の立ち入り調査に
ご協力ください

お知
らせ

●入札期間／９月５日(水)～12日(水)
●開札日時／９月19日(水)午前10時
●物件詳細／横手支部１階閲覧室の物件明細書また
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

裁判所不動産競売入札公示
お知
らせ

●会期／８月27日(月)から９月21日(金)までの26日間
●日程／８月27日(月)本会議【開会､市長所信説明ほか】
　　　　９月４日(火)～６日(木)本会議【一般質問】
　　　　９月21日(金)本会議【各委員長報告ほか､閉会】
●時間／午前10時から※９月21日は予算特別委員会終
了後に開催予定 
【問合せ】市議会事務局☎32-2535

市議会９月定例会開催予定のお知らせ
お知
らせ

●日時／８月28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／【戊申戦争コース】耳取合戦跡、新町戦
跡､庄内二番隊斥候地ほか　●参加費／無料(資料代
など実費負担あり)　●定員／先着20人　●申込開始
／８月20日(月)
【申込み】(一社)横手市観光協会☎33-7111

市内各所を巡る半日観光に
参加してみませんか？

催し

●日時／９月16日(日)午前10時～　●場所／南部シ
ルバーエリア調理室　●費用／1,000円　●定員／
20人　●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具　　
●受付開始／８月28日(火)午前９時～
【申込み･問合せ】南部シルバーエリア☎26‒3880

南部シルバーエリア　９月の料理教室
『行楽のお供ランチボックス』

お知
らせ講座

公民館主催講座にご参加ください講座

◎横手中央公民館『第２回手軽に簡単料理教室』
●日時／９月12日(水)午前10時～午後１時
●場所／横手中央公民館　●参加費／無料(託児あり
※要申込)●内容／お茶っこしましょ♪　～簡単料理
と簡単スイーツ～　●定員／先着16人　●申込み／
８月20日(月)午前９時～※初めて受講の方優先
【申込み･問合せ】横手中央公民館☎32‒3137

◎横手中央公民館『横手の自然を満喫！
　気軽にバードウォッチング～山と沼編～』
●日時／９月25日(火)午前９時～午後１時
●内容／山と沼の探鳥、タカの渡りとシギ・チドリ
の観察(託児あり※要申込み)　●定員／16人　●募
集期間／８月16日(木)～９月３日(月)午後５時まで
(平日のみ)
【申込み･問合せ】横手中央公民館☎32‒3137

◎境町公民館『漬物作り講座』
●日時／８月27日(月)午前10時～11時30分
●場所／境町公民館　●内容／地元産を使用した簡
単にできるナス寿司　●参加費／500円　●定員／先
着20人　●申込期間／８月16日(木)～24日(金)午前
９時～午後５時
【申込み・問合せ】境町公民館☎36‒1200

　市地域公共交通活性化協議会では、運転免許証を
自主的に返納する方を支援するため、タクシーやバ
スなど、公共交通で利用できる回数券を支給します｡
●支援の内容／12,000円分の『横手市公共交通利用
回数券』を支給します。
●対象者(回数券を受け取ることができる方)／(市の
住民基本台帳に記録されている)横手市民の方で、平
成30年４月１日以降に、運転免許証を自主的に返納
した方※一人につき１回限り、受け取ることができ
ます｡　●申請方法／申請書類を窓口にご提出くださ
い。詳しくは下記窓口までお問い合わせください｡
【申請窓口･問合せ】横手市地域公共交通活性化協議
会事務局(市総合政策部経営企画課内)☎35-2164､ま
たは各地域局地域課

運転免許証を自主返納する方を
サポートします

お知
らせ

●訓練期間／10月２日(火)～平成31年３月29日(金)　
●会場／ポリテクセンター秋田(潟上市)　●訓練科／
機械加工技術科(15人)、電気設備技術科(15人)、ビル
管理技術科(15人)　●受講料／無料(テキスト代は自
己負担)　●受講資格／ハローワークに求職申込をし
た方で、再就職希望の方　●募集期限／８月27日(月)
【問合せ】秋田職業能力開発促進センター☎018‒873‒3178

公共職業訓練(ハロートレーニング)
受講生募集

講座
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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　90,730人   （-83）

男　43,022人  （-45）
女　47,708人  （-38）

世帯　34,304世帯   （3）

横手図書館……８月15･22･29日､９月３･５日
増田図書館……８月20･27日､９月３日
平鹿図書館……８月21･28日､９月３･４日
雄物川図書館…８月15･22･29日､９月３･５日
大森図書館……８月21･28日､９月３･４日
十文字図書館…８月15･22･29日､９月３･５日
山内図書室……８月18･19･25･26日､
　　　　　　　９月１･２日
大雄図書室……８月19･26日､９月２日

横手市民会館……………８月21･28日､９月４日
石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
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20･27日､９月３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21･28日､９月４日
ゆとりおん大雄…………８月16日

健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………８月15･22･29日､
　　　　　　　　　　９月５日
　西･南部 ……………８月18･19･25･26日､
　　　　　　　　　　９月１･２日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………８月20･27日､９月３日
南部シルバーエリア…８月20･27日､９月３日

相
談

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

８月19日(日)「トイストーリー　２｣
８月26日(日)「ドラえもん　のび太のひみつ道具博物館｣
９月２日(日)「クレヨンしんちゃん
                嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード｣

【92分】
【104分】

【98分】

8/15
9/5▶▶▶
2018
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19先負18友引

26仏滅24 友引23先勝 25先負

16赤口15大安 17先勝

３

21 大安 22赤口

28赤口 29先勝27大安

20仏滅

４ 先勝 ５ 友引

９/１仏滅

ＹＯＫＯＴＥ 音 ＦＥＳＴＩＶＡＬ

▼10:00～､Ｙ２ぷらざにぎわいひろ
ば他(全７会場)

｢バトルオブ後三年～見よう・聞こ
う･探ろう～｣ 

▼9:00～､後三年合戦金沢資料館

東北学童軟式野球新人大会
横手市予選

▼～19日､25日､平鹿野球場､スタジ
アム大雄

県南高等学校新人陸上競技大会

▼～19日､十文字陸上競技場
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

救急フェア･救急のつどい2018
 in 横手

▼12:00～､秋田ふるさと村
八木番楽

▼～9日､18:00～､八木神社(増田)

深間内神楽

▼20:00～､平鹿町深間内伊多子神社

『ガンプラ･戦車･戦艦などの模型展示』

▼～28日､9:00～､横手公園展望台
『淑扇会かなもじ展』

▼～29日､9:00～､南部シルバーエリア
『チームラボ　踊る！アート展と、
学ぶ！未来の遊園地』

▼～９月２日､9:30～､秋田県立近代美術館

今泉祇園囃子

▼9:00～､十文字睦合川前永泉寺
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

横手市中学校駅伝競走大会

▼雄物川河川公園

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)

◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／柴田満さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／あきたりんご村
　加敬農園／秋北道路サービス㈱／横手飲食愛球会
　㈲かまくらミート／立正佼成会／柴田満さん
　髙　幸雄さん
◎養護老人ホームひらか荘へ
　湧水会／傾聴ボランティアあすなろ
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　横手城南高校銀杏同窓会大森支部
　アンダンテの会　亀谷哲雄さん／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　新日本舞踊花雅流
◎居宅支援センター森の家へ
　大森小学校５年生

診
療
日

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　８月22･29日､９月５日／13：30～15：30
　※８月15日は休診
大沢診療所(内科)
　８月27日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　８月21･28日､９月４日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　８月16･23･30日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

30 友引 31先負 ２ 大安

13先負 14仏滅

６ 先負 ７ 仏滅 ８ 大安 ９ 赤口赤口

◎法律相談　※事前の予約が必要です
　８月15日(水)／増田本庁舎(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎45-4848(社会福祉協議会)
　８月22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24日(金)／在宅介護支援センター(雄物川)(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎56-2072(社会福祉協議会)
　９月５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)
　８月20日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　８月20日(月)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00)
　８月24日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
◎くらしの相談(生活への不安や困りごとの相談)
　(問合せ／市くらしの相談窓口☎32-6101)
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口(8:30～17:15)
◎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23日(木)／在宅介護支援センター(雄物川)(9:30～12：00）
◎人権相談(問合せ／市生活環境課☎35-4099)
　８月22日(水)／条里南庁舎(9：00～12：00／13：00～16：00)
◎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／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 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)

35-2666こはま泌尿器科クリニック(横手)

32-5001市立横手病院(細谷医師)

42-0421高橋医院(十文字)

32-5124平鹿総合病院(松元医師)
９月２日(日)

32-5124平鹿総合病院(塚本医師・高橋医師※１)

45-5800下田内科消化器科医院(増田)
８月19日(日) 32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)

８月26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

献
血

８月15日(水)
横手

８月23日(木)
大森

８月29日(水)
雄物川

８月31日(金)
横手

10:00～11:45
13:00～16:00

横手市役所大森庁舎

イオンリテール㈱イオン横手店

横手市役所雄物川庁舎

横手興生病院

10:00～11:15
㈱ヌイテックコーポレーション 12:15～12:45
大森町高齢者等保健福祉センター 14:30～16:00

10:00～12:00

14:15～16:00

受付時間場　所月　日

※原則400ml献血のみの受付となります｡

◎第10回雄物川スタルヒン杯550歳野球大会
日時／９月１日(土)～３日(月) 予備日４日(火) 開会式午前８時～
会場／中島グラウンド(主会場)、沼館野球場、十文字野球場、
　　　旧十文字西中グラウンド
問合せ／大会事務局(小松田さん)☎22-5372

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

横手市医師会だより横手市医師会だより 山田眼科医院　山田 翼 医師山田眼科医院　山田 翼 医師

『ウイルス性結膜炎がはやっています』『ウイルス性結膜炎がはやっています』
　ウイルス性結膜炎とは一般的に『はやり目』と呼ばれるもので、症状は充血・目やに・流涙・目
痛などです。お正月やお盆など、人の行き来が増える時期に多くなります。今年はゴールデンウイ
ークの後から全国的に増えており、市内でも感染が続いています。今のところウイルス自体に効く
薬はなく、炎症を抑える目薬を使用しますが、治まるまでには時間がかかります。
　普段からできるだけ目に触らないことが予防する上で重要です。目薬やコンタクトレンズなどで
目に触る場合には、前後に手洗いをしっかりするように心掛けましょう。

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

◎平成30年度横手市成人式
平成９年４月２日から平成10年４月１日
までの間に生まれた方を対象に、成人
式を開催します。
日時／８月15日(水）11:00～
場所／横手市民会館
問合せ／市生涯学習課☎35-2254

横手やきそば四天王決定戦2018

▼～２日､10:00～､秋田ふるさと村
第75回市民医学講座

▼14:00～､かまくら館ホール
第17回きてたんシェひらかまつり

▼15:30～､浅舞公民館駐車場ほか

市議会９月定例会

▼～９月21日、詳細は４ページ
◎９月１日(土)開催のイベント
第41回東日本軟式野球大会
秋田県予選第1部

▼～２日､8:00～､平鹿野球場､ス
タジアム大雄

たいゆう緑花園パノラマフェスタ

▼9:00～､たいゆう緑花園

横手市総合防災訓練

▼～9:00､上内町､羽黒町など(横手)


