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ね・ま～れ『イベント案内』
【ティーズファームガーデンの『寄せ植え
展示』～秋の花・多肉植物など～】
　９月24日(月)まで、午前10時～午後４
時　※最終日は午後２時まで　　無料
【ハーバリューム体験教室】
　９月19日(水)午前10時～午後４時　
　1,000円(材料代)　　10人
講師：樋渡文子さん　
〈共通事項〉　　 ね・ま～れ(十文字) 
※火曜休館 ☎42-5320

佐々木貴久子ソプラノリサイタル
　９月16日(日)午後２時30分～
　かまくら館　　ピアノ：伊藤伸さん
　1,500円(高校生以下1,000円)
　シューベルト歌曲､オペラ･アリアほか　
　佐々木さん ☎080-1806-6834

お酒の問題でお困りの方へ
　９月19日(水)午前10時～正午
　サンサン横手　　無料　※電話相談可
　よしださん ☎080-6508-6922(午前10
時～午後６時)

書道研究耿禾会『第18回耿墨展』
　９月22日(土)～24日(月)、午前９時30
分～午後４時30分 ※初日は午後１時か
ら、最終日は午後４時まで　 Ｙ2ぷらざ
(３階)　 無料 　下田さん ☎42-1215

『法輪功』気功教室
　９月24日(月)､９月30日･10月７日･14
日(日)、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

不登校の子を持つ親の会
　９月23日(日)午後１時30分～
　サンサン横手　　200円
　宮川さん ☎33-4993

ＮＰＯ虹の会主催『食育セミナー』
　９月24日(月)午後１時30分～３時30分
　金沢孔城館　　1,500円  講師：長野
眞弓さん　  50人  ※申込期限：９月17
日(月)　　斧谷さん ☎090-1492-5968

第９回『墨絵の会』水墨画展
　９月26日(水)～10月23日(火)、午前９
時30分～午後５時 ※10月10日(水)は作
品の入れ替えを行います　
　秋田ふるさと村(１階工芸展示館)　
　無料　　青川さん ☎32-6845

あきたエコマイスター県南協議会
『自然観察会』
　９月30日(日)午前８時30分集合(Ｙ2ぷ
らざ)､午前８時45分集合(道の駅十文字)
　院内銀山、岩井堂ほか　　100円(会員
無料)　 申込期限：９月20日(木)　 
　伊藤さん ☎090-4889-5798

とっぴんぱらりのプー
第10回『横手語りのまつり』
　９月30日(日)午後１時～
　かまくら館　　無料　　
　菅原さん ☎080-5225-5903

コーヒーサロン『和生』
【秋田県南部男女共同参画センター会場】
　10月２日(火)・16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】
　10月９日(火)午後１時～３時
〈共通事項〉　 無料　　
　小池田さん ☎090-2361-4687

大人のたしなみ講座
『日本酒を楽しむために』
　10月４日(木)午後７時～８時　 Ｙ2ぷ
らざ(３階)　　無料　　30人　　講師:
たなかのりこさん(サケエキスパート)
　横山さん ☎090-2736-8763

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６日(土)十文字文化センター､
13日(土)雄物川コミュニティセンター･
大森コミュニティセンター､14日(日)あ
さくら館､20日(土)増田地区多目的研修
センター､21日(日)金沢孔城館　※各日
午前10時～正午(大森は午後１時～３時)
　無料　講師：高橋務さん　　
　高橋さん ☎33-0582

第８回『ゆかい三人展』
　10月６日(土)～９日(火)、午前10時～
午後４時　　喫茶ポテトクラブ(前郷一
番町)　　無料　　パステル画、水彩画､
油彩画などの絵画展　※コーヒー無料　
　川原さん ☎080-1806-2380

美術館で秋のピアノコンサート
　10月７日(日)午後２時～　　　　　
　横手Embroidery美術館(鍛冶町郵便局
前)　 入館料500円のみ　演奏者:山田朗
子さん　 高橋さん ☎090-2993-1985

横手うたごえ友の会と『内陸線うたごえ
列車の旅』で歌い、紅葉を楽しもう！
　　　10月８日(月)午前10時45分～午後
４時34分、角館駅集合解散(阿仁前田駅
まで往復) ※参加費など詳細は要問合せ
　佐々木さん ☎090-2270-5050

第10回記念公演バレエコンサート
　10月８日(月)午後２時～　　
　横手市民会館　　無料　　
　中川原さん ☎090-1065-2093

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】
　10月11日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
　10月21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

平成30年度銀杏同窓会横手支部会総会
　10月13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：小田嶋まさる内科院長
小田嶋傑さん)　　成田さん ☎32-9227

園芸療法ボランティア養成講座
　10月13日(土)･27日(土)午後１時～、
11月10日(土)午前９時～　　あさくら館
　１回1,500円(材料費込)　 ５人 ※全て
の回に参加できる方　申込期限：10月８
日(月)　　浅利さん ☎080-1811-3135

ほろっとキッズ『秋の野山で遊ぼう』
　10月14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　 1,000円(昼
食・保険代)　 申込期限：10月４日(木)
　高橋さん ☎22-4511

第168回 南の館『月例市民将棋大会』
　10月14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

ワークショップ体験型イベント
『つぎなにつくろう!』
　10月21日(日)午前９時～午後５時
　浅舞公民館蛭野分館　 入場無料、体
験料５枚綴り1,000円(前売り800円)　 
　稲の脱穀､土器づくり､彫金など　　内
靴､軍手　　佐藤さん ☎080-5926-5487
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高齢ふれあい課

●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､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１日(月)～26日(金)
◆対象者／自力で雪寄せ・雪下ろしをすることが困難
　で、家族や親族、近隣の方などから援助(金銭的援助　
　を含む)を受けることができない①～③のいずれかの　
　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。

高齢者世帯などの冬季の生活を支援します

【申込み・問合せ】高齢ふれあい課(本庁舎内)☎35-2134

HPページ番号000001560HPページ番号000001560

●雪寄せ作業員を募集します
　一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月末頃までですが、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35,310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｡傷害･損害保険は自身で加入いただきます｡
◆応募締切／10月31日(水)
◎併せて､ご協力いただける事業者も募集しています｡

生涯学習課

●平成30年度企画展
　『原作映画ポスター展～映画化された石坂文学～』
◆日時／11月25日(日)まで　午前９時～午後４時30分
※10月14日(日)・15日(月)は休館します｡
◆場所／石坂洋次郎文学記念館
◆入場料／100円　※中学生以下無料、４館(かまくら
　館、横手公園展望台、後三年合戦金沢資料館)共通券

石坂洋次郎文学記念館開館30周年記念事業

【申込み・問合せ】石坂洋次郎文学記念館☎33-5052

HPページ番号000021443HPページ番号000021443

●石坂洋次郎作品朗読会
　朗読『青い山脈』『若い娘』
◆日時／10月６日(土)午後１時30分～　※開場１時　
◆場所／秋田県立横手高等学校　美入野記念館
◆入場料／無料　※事前の申し込みが必要です。
◆出演／声のグループ『ひいらぎの会』

建設課

●勤務内容／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31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／17人(増田地域局２人、平鹿地域局１人､
　雄物川地域局３人、大森地域局５人、十文字地域局
　２人、山内地域局１人、大雄地域局３人)

平成30年度新規除雪作業員を募集します

【問合せ】建設課(県平鹿地域振興局内)☎32-2406

HPページ番号000011490HPページ番号000011490

※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・運搬など)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28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)を建設課に提出　
　してください。
◆選考結果／10月中に本人に通知します。

市立横手病院

市立横手病院の職員を募集します(平成31年４月１日採用)

◆試験案内(要項)の入手方法／市立横手病院で配布します。病院ホームページからもダウンロードできます。
　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、宛て先を明記して120
　円切手を貼った返信用封筒(角形２号)を同封して、下記までお送りください。

職　種

看護師

薬剤師

臨床検査技師

採用人数

９月18日(火)

10月15日(月)
10月28日(日)
市立横手病院１人程度

１人程度

５人程度

受付期間 試験期日･会場 主な受験資格
看護師免許を有し、実務経
験がある方
各職種に必要な免許を有す
る方、または平成31年３月
までに国家試験などにより
免許取得見込みの方

昭和51年４月２日以降に生まれた方

昭和63年４月２日以降に生まれた方

昭和63年４月２日以降に生まれた方
※心エコー検査経験者はなお可

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

都市計画課

都市計画に関する地域別説明会を開催します

【問合せ】都市計画課(県平鹿地域振興局内)☎32-2408

HPページ番号000023374HPページ番号000023374

　６月に開催した地域別懇談会を基に、横手市都市計画マスタープランの見直しおよび立地適正化計画(案)の
説明会を開催します。どなたでもお気軽にご参加ください。

◎平日にご都合が付かない方は、10月６日(土)開催の横手会場にぜひご参加ください。

地　域
大　雄
山　内
雄物川
平　鹿

大　森
十文字
増　田

実施日
10月１日(月)
10月２日(火)
10月４日(木)
10月５日(金)

10月９日(火)
10月10日(水)
10月11日(木)

10月６日(土)横　手

午後６時30分～８時

Ｙ²ぷらざ

時　間

午後１時30分～３時
午後６時30分～８時

午後６時30分～８時

会　場
大雄地域局
山内公民館

雄物川コミュニティセンター
浅舞公民館

大森コミュニティセンター
十文字地域局

増田地区多目的研修センター

健康推進課

　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は変更届、死亡した場
　合は死亡届が必要です。

狂犬病予防注射を忘れずに

【問合せ】健康推進課(横手保健センター内)☎33-9600、または各市民サービス課

HPページ番号000005835HPページ番号000005835

◎会場と時間の詳細は、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、市ホームページでもご確認いただけます。

地　域
大　森
増　田
平　鹿
横　手
山　内
十文字
雄物川
大　雄

実施日
10月２日(火)
10月３日(水)
10月６日(土)
10月８日(月)
10月10日(水)
10月13日(土)
10月14日(日)
10月18日(木)

問合せ
26-4030
45-5514
24-0007
33-9600
53-2933
42-5114
22-2156
52-3905

時　間
午前９時　　～11時
午前９時30分～11時20分
午前８時30分～11時
午前８時45分～正午
午前９時　　～11時30分
午前９時　　～11時
午前８時30分～正午
午前９時30分～11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



●期間／11月15日(木)まで　●場所／錦秋湖親水ス
ポーツ公園(流木置き場からご自由にお持ちください)
【問合せ】湯田ダム管理支所☎0197‒74‒2011

まきや流木アートなどにお使いください
錦秋湖で発生した流木を提供します

お知
らせ　世界中の宝石のような美しい貝を展示します。

●期間／９月28日(金)～10月24日(水)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

横手公園展望台企画展
県立博物館出張展『水底の宝石展』

催し

●日時／10月８日(月･祝)午前８時30分受付終了　
●場所／大森テニスコート　●参加資格／横手市に
在住・在勤・在学、または横手市のテニスクラブに
所属している方　●参加費／一般1,000円、高校生以
下500円(昼食付)　●申込み／横手市テニス協会
(yokote_tennis_association@yahoo.co.jp)に10月４
日(木)までメールで申込み
【問合せ】伊藤さん☎33‒2927または上記アドレス

横手市民スポーツフェスティバル 2018
テニス参加者募集

催し

平成30年秋の全国交通安全運動が
９月21日から30日まで行われます

　交通ルールを遵守し､子どもと高齢者を交通事故か
ら守りましょう｡
●運動の重点／◎子ども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

●内容／①就職活動スタート講座　10月９日(火)午
後１時30分～３時30分　②ビジネスマナー講座　10
月10日(水)午後１時30分～４時　③面接トレーニン
グ講座　10月11日(木)午後１時30分～４時　●場所
／Ｙ²ぷらざ　●対象／44歳までの求職活動中の方
●費用／無料　●定員／各６人　
【申込み･問合せ】あきた就職活動支援センター(南部)
☎35‒6005

就職活動中の疑問を解決！
就活ステップアップ講座

お知
らせ講座

●日時／９月28日(金)午前９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／【後三年合戦・沼柵から金沢柵(義家の足
跡)を巡るコース】沼柵跡、平安の風わたる公園ほか
●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／９月18日(火)～
【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

子育て講座・イベントにご参加ください講座

◎旭公民館『幼児食　料理教室』
　大豆製品をメインにした幼児食を学びます。
●日時／10月11日(木)午前10時～正午　●場所／旭
ふれあい館　●参加費／500円　●定員／先着12人
●申込開始／９月18日(火)午前９時～
【申込み･問合せ】旭公民館☎36‒1100

◎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！
●日時／10月15日(月)午前10時15分～11時45分
●場所／山内公民館和室　●対象／医師・助産師か
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※託児無料、要申込み　●持
ち物／ヨガマットまたは厚手のバスタオル、汗ふき
タオル、飲み物など　●申込期限／10月９日(火)
【申込み･問合せ】山内子育て支援センター☎53‒2172

◎栄公民館『教えて！助産師さん』秋編
●日時／10月18日(木)午前10時～正午　●内容／赤
ちゃんの栄養とお世話のコツ　●対象／妊婦さんや
生後７か月位までの赤ちゃんとそのご家族(赤ちゃん
同伴可)　●参加費／無料　●定員／先着10人　●申
込開始／９月18日(火)午前９時～
【申込み･問合せ】栄公民館☎33‒5320

　新しい被保険者証を９月中旬以降に世帯主宛てに
郵送します(窓口交付の方には別途お知らせします)｡
10月以降に医療機関を受診する際は、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。
【問合せ】国保年金課☎35-2186、または各地域局市
民サービス課

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

お知
らせ

自主防災組織への助成を行います
(コミュニティ助成事業）

募集

　コミュニティ助成事業は､(一財)自治総合センター
が宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの収益
金を財源に、地域のコミュニティ活動の充実・強化
を図るために実施している助成事業です。今回は地
域の自主防災組織を対象に、防災活動に必要な設備
などの整備事業を募集します。
●助成額／30～200万円 ●申込み／10月15日(月)まで
危機管理課または各地域局地域課へご相談ください｡
※助成の可否については、(一財)自治総合センター
が審査の上決定します。
【問合せ】危機管理課☎35‒2195

●日時／①10月12日(金)　②11月９日(金)　午後１
時30分～４時30分　●会場／Ｙ²ぷらざ３階第３研
修室　●参加費／無料　●内容／①人生すごろく『金
の糸』を使用した自分発見セミナー　②『自分らし
くやりたいこと』をテーマとした実例紹介　●申込
み／市ホームページ(番号000020461)から申込書を
ダウンロードして申込み
【問合せ】商工労働課☎32‒2115

女性のための起業家支援セミナー
を開催します

講座

農業技術を習得し就農に生かす
農業研修生募集

募集

●研修期間／平成31年４月から２年間(例外あり)　
●応募条件／申請時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　●応募締
切／10月12日(金)　●その他／研修奨励金あり
【問合せ】農業振興課☎32‒2112

●日時／10月４日(木)受付午前８時10分～※小雨決
行　●会場／赤坂総合公園　●定員／300人程度　
●参加料／500円　●申込締切／９月26日(水)
【申込み･問合せ】スポーツ振興課☎35‒2173

横手市民スポーツ交流大会
グラウンド・ゴルフ

催し

　『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、浅舞小学校を中心とした児童有志や浅
舞感恩講保育園児らが上演します。
●日時／９月23日(日・祝)正午開場、午後２時開演
●場所／浅舞小学校体育館　
【問合せ】文化財保護課☎32‒2403

横手市創作子ども歌舞伎
『極付御存知後三年蛙會戦』

催し
きわめつけ   ご　 ぞん　 じ　　ご　 さん　ねん　かえる が っ せ ん

●申込条件／市内に住所または本籍を有する方※応
募多数の場合は抽選　●募集区画(種類/永代使用料
/年間管理料)／①園路墓地/31万円/2,520円　②規制
墓地/23万円/1,680円※詳しくは市ホームページ(番
号000018747)をご覧ください｡　●申込み／本庁舎１
階生活環境課窓口までお越しください｡　●申込期限
／10月５日(金)
【問合せ】生活環境課☎35-2184

前郷墓園の使用者を募集しています募集

　10月１日から、羽後交通㈱バス路線のダイヤが一
部変更となります。
●変更となる路線／横手大曲線、上台線、大森線､
山内線、横手小安線、横手清陵学院線、平鹿病院線､
岩井川線、川西線
【ダイヤに関する問合せ】羽後交通㈱横手営業所
☎32-2265
【問合せ】経営企画課☎35-2164

バス路線ダイヤ変更のお知らせ
お知
らせ

●日時／10月17日(水)午後１時30分～３時　●場所
／平鹿生涯学習センター　●参加費／無料　●申込
み／各地域局などに設置しているチラシ裏面の申込
書をご確認ください　●申込期限／10月10日(水)
【申込み･問合せ】地域づくり支援課☎35‒2158

ワーク・ライフ・バランス講演会を
開催します。

催し

●日時／９月20日(木)午後６時～　●会場／横手セ
ントラルホテル　●会費／3,500円(チケット制)
【チケット取扱】(一社)横手市観光協会☎33‒7111

ＫIＲIＮと横手市との連携協定締結を
記念したパーティーを行います

催し

●入札期間／10月３日(水)～10日(水)
●開札日時／10月17日(水)午前10時
●物件詳細／横手支部１階閲覧室に備え付けている
物件明細書等、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

◎料理教室
●日時／10月７日(日)午前10時～　●場所／南部シ
ルバーエリア調理室　●内容／クレープピザ、野菜
ときのこのオリーブ焼きなど　●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／９月21日(金)午前９時～
◎陶芸フリーコース(経験者対象、自由作陶）
●教室日／水・木(午前・午後)、金・土(午前)のう
ち、任意の10回(継続可)　●特徴／タタラ機あり、
15種類の釉薬、電動ろくろ指導可●時間／午前10時
～正午､午後１時～３時　●費用／3,000円(10回分)
※材料費別途　●申込み／随時受付
【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からのお知らせ
料理教室＆陶芸フリーコース

お知
らせ講座

　秋田に住む外国人の母国紹介や、さまざまな国の
踊りなどが見られるステージ、世界のお菓子がもら
えるクイズラリーなどが楽しめます。
●日時／９月30日(日)午前10時～午後４時　●会場
／イオンモール秋田・セントラルコート
【問合せ】(公財)秋田県国際交流協会☎018‒893‒5499

世界とつながろう！
あきた国際フェスティバル 2018

催し

ハロートレーニング(求職者支援訓練)
『オフィスワーク基礎科』受講者募集

募集

●期間／10月26日(金)～平成31年１月25日(金)平日
午前９時～午後３時50分　●場所／㈱しすてむ工房
●内容／パソコンの基礎からワープロ・表計算など
●対象／ハローワークに求職申込み中で、職業訓練
などの必要性を認められる方　●受講料／無料(テ
キスト代別)　●定員／15人　●応募締切／10月１日
(月) ●その他／要件を満たす場合､給付金制度あり
【申込み･問合せ】ハローワーク横手☎32‒1165

●訓練期間／11月１日(木)～平成31年４月26日(金)
●会場／ポリテクセンター秋田　●訓練科／金属加
工技術科(15人)、住宅リフォームデザイン科(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みをした方で、再就職
を希望する方　●募集期限／９月25日(火)
【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

募集
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※１…整形外科の医師も診察します

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　90,652人   （-78）

男　42,994人  （-28）
女　47,658人  （-50）

世帯　34,312世帯   （8）

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

横手図書館……９月19･26日､10月１･３日
増田図書館……９月18･25日､10月１日
平鹿図書館……９月18･25日､10月１･２日
雄物川図書館…９月19･26日､10月１･３日
大森図書館……９月18･25日､10月１･２日
十文字図書館…９月19･26日､10月１･３日
山内図書室……９月15～17･22～24･29･30日
大雄図書室……９月16･17･23･24･30日

横手市民会館……………９月18･24･25日､
　　　　　　　　　　　10月２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…９月18･25日､10月１日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………９月19～21日
　　　　　　　　　　　　　　　※源泉ポンプ取替工事のため

ゆとり館…………………９月18･25日､10月２日

ゆとりおん大雄………９月20日､10月４日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………９月17･19･21(午後)･23･
　　　　　　　　　　24･26日､10月３日
　西･南部 ……………９月15～17･21～24･27･
　　　　　　　　　　29･30日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………９月18･25日､10月１日
南部シルバーエリア…９月18･25日､10月１日

◆上映時間／13：00～　◆問合せ／☎26-3880◆上映時間／13：00～　◆問合せ／☎26-3880

相
談

診
療
日

善
意

９月16日(日)「カンフーパンダ｣

９月23日(日)「ライオンキング｣

【138分】

【 88分】

9/15
10/5▶▶

2018
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16友引15先勝

23先負21先勝20赤口 22友引

30仏滅29先負

18仏滅 19大安

25 大安 26赤口24仏滅

17先負

2 赤口 3 先勝10/１大安

第32回いものこまつり in鶴ヶ池＆
第30回花火大会

▼10:00～､鶴ヶ池公園ふれあい広場
2018年後期全秋田ダンス選手権

▼横手体育館

横手市創作子ども歌舞伎

▼14:00～､詳細は４ページ
第17回遊球杯バドミントン大会

▼横手体育館

月山神社祭典

▼8:00～､月山神社(増田)
よこてイーストまつり

▼～16日､10:00～､Ｙ２ぷらざオープンスペース
浅舞八幡神社祭典

▼～16日､浅舞町内
『鴻池朋子　ハンターギャザラー』

▼～11月25日､9:30～､秋田県立近代美術館

横手地域市民文化祭

▼～30日､10:00～､横手市民会館､
Ｙ2ぷらざ

日本リトルシニア中学硬式野球東
北大会

▼～30日､グリーンスタジアムよこ
て他３球場

第８回横手市ラージボール卓球大会

▼横手体育館
県南４郡市柔道大会

▼横手武道館

第64回秋田県勤労者弓道大会

▼横手武道館

平成30年度横手市市制施行記念表彰式

▼13:30～､かまくら館

『後三年合戦･横手城関連資料展示』

▼～9月25日､9:00～､横手公園展望台
『ぼく・わたしのおじいちゃん
おばあちゃん』作品展

▼～27日､南部シルバーエリア

横手市民総合スポーツ大会ソフト
テニス競技

▼大森テニスコート

◎横手市へ
　横手北都会／ボーイスカウト秋田第53団育成会
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／よこて父ちゃんの楽校
　あきたたすけあいネットあゆむ／大潟村斉藤農園
　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
　よこて父ちゃんの楽校／ガイア横手店／スタジオ美技
　大友隼人さん／佐藤真一さん
◎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
　菱谷良明さん／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　扇佳流扇好会
◎居宅支援センター森の家へ
　アンダンテの会

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　９月19･26日､10月３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18･25日､10月２日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　９月20･27日､10月４日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

27先勝 28 友引

４ 友引 ５ 先負

10友引 11先負 12仏滅 13大安 14赤口

６ 仏滅 ７ 大安

敬老の日 秋分の日

振替休日

◎法律相談　※事前の予約が必要です
　９月19日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎35-4099(生活環境課)
　９月21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26日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30)
　　　　　　　　☎35-4099(生活環境課)
　10月３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／生活環境課☎35-4099)
　９月18日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　９月28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／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)
  ９月20日(木)／大森庁舎(9:30～12：00）
◎人権相談(問合せ／生活環境課☎35-4099)
　９月26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／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)

24-1181山﨑医院分院(平鹿)

35-2222横手胃腸科クリニック(横手)

26-2141市立大森病院

32-5001市立横手病院(高橋医師)

９月30日(日)

９月24日(月)

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-9461針生皮膚科内科医院(横手)
９月23日(日) 32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)

32-5124平鹿総合病院(湯浅医師※整形外科のみ診察)

32-5124平鹿総合病院(西成医師)

38-8951小田嶋まさる内科(横手)
９月16日(日) 32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

献
血 ９月15日(土)

横手
 9:30～11:45
13:00～15:30

衛看祭
(秋田県立衛生看護学院)

受付時間場　所月日・地域

※原則400ml献血のみの受付となります｡

◎秋田ノーザンハピネッツ交流会 in 横手
　サイン会や写真撮影会、抽選会など、選手と交流できるイベント
です。参加無料。(飲食購入には当日販売のチケットが必要です)
日時／９月19日(水)18:00～
会場／横手体育館
問合せ／秋田ノーザンハピネッツ横手市後援会事務局☎38‒8122

36-2711胃腸科内科高橋クリニック(横手)
９月17日(月)

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

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 拓真 医師細谷内科医院　細谷 拓真 医師

『血圧の季節変動について』『血圧の季節変動について』
　今年の夏はとても暑かったですね。皆さんの血圧はいかがだったでしょうか？　血圧には季節変
動があり、夏は血圧が下がります。その原因は『汗』と『血管拡張』です。多汗により、水分と塩
分が失われ、気温の上昇により血管が拡張するため血圧が下がるのです。高血圧治療薬として利尿
剤を投与されている方は、夏の暑さで熱中症になりやすいと考えられています。毎朝、朝食前に血
圧を測定し、いつもより血圧が極端に低い場合には自分だけで判断せず、水分・塩分の補給、利尿
剤の一時的な減量・中止が必要かをかかりつけ医に相談しましょう。

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

道の駅さんない　新そばまつり

▼～７日､10:00～､道の駅さんない


