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ね・ま～れ『イベント案内』
【十美協作品展】
　10月29日(月)まで、午前10時～午後４
時　※最終日は午後２時まで　　無料
　第１部：陶芸・十文字和紙・木工・手
芸作品展(21日まで)、第２部：絵画・書
道・遺作展示〈皆川嘉左エ門さん・佐藤
睦子さん〉(22日から)
【第２回エコクラフト展示】
　10月31日(水)～11月14日(水)、午前10
時～午後４時　※初日は午後１時から､
最終日は午後３時まで　　無料　
〈共通事項〉　　 ね・ま～れ(十文字) 
※火曜休館 ☎42-5320

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16日(火)･11月６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】
　11月13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
　10月17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)

自然観察指導員雄平会主催
『秋の自然観察会』
　10月20日(土)午前８時30分～正午 
※真人公園大駐車場集合　　真人山　 
　200円(保険料)　※申込不要、小雨決
行、野外活動に適した装備 　
　藤井さん ☎090-3360-6636

十文字スワンコーラス
『道の駅オータムコンサート2018』
　10月21日(日)午前10時30分～
　道の駅十文字　　無料　　
　アメイジング・グレイス、モルダウ
　遠藤さん ☎42-2044

第28回横手マンドリンクラブ定期演奏会
　10月21日(日)午後２時～　　横手市民
会館　　500円　　荻田さん ☎32-9438

かえっこバザール 秋 in よこいち
　10月21日(日)午後１時30分～３時30分
　Ｙ2ぷらざ　　無料　　使わなくなった
おもちゃと、欲しいおもちゃを交換　
　齊藤さん ☎33-0812

『法輪功』気功教室
　10月22日(月)､10月28日･11月４日･11
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

新日本婦人の会横手支部 合同体験会
　10月24日(水)午前10時～11時30分　 
　秋田県南部男女共同参画センター　
　無料　　絵手紙、リフォーム(ミニ着
物作り)、布ぞうり、健康体操など
　高橋さん ☎090-6626-8320

基礎から始めるドイツ語翻訳講座
　10月26日(金)･11月９日(金)･30日(金)､
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

第34回秋田県南地区書道展
　10月27日(土)午前９時～午後５時、28
日(日)午前９時～午後３時　　Ｙ2ぷらざ
　無料　　関さん ☎33-5743

とっぴんぱらりのプー
第174回『昔語りの会』
　10月27日(土)午後１時30分～
　こうじ庵(鍛冶町)　　無料　　
　菅原さん ☎080-5225-5903

第18回東日本学校吹奏楽大会出場記念
『平成高校吹奏楽部 第８回定期演奏会』
　10月27日(土)午後５時30分～
　横手市民会館　　400円(未就学児無料)
　鳳凰―仁愛鳥譜、ディズニープリンセ
スメドレーほか　　
　平成高校 沼田さん ☎24-1195

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　10月28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
　10月28日(日)午後１時30分～
　サンサン横手　　200円
　宮川さん ☎33-4993

よこて農家塾11月例会
　11月４日(日)午前10時～
　グリーンポート杉沢　　500円(昼食代)
　しめ縄作り(講師：髙一郎さん)　
　小田嶋さん ☎32-9747

第169回 南の館『月例市民将棋大会』
　11月４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

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】
　11月８日(木)午後７時～　　1,000円
【自然を愛する皆さんの集い】
　11月18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

第25回 横手平鹿合唱祭
　11月11日(日)午後１時30分～
　横手市民会館　　無料　※特別出演:
秋田市女声合唱団『クリスタルミラ』　
　菊池さん ☎090-2603-2522

横手フィルハーモニー管弦楽団
『第11回定期演奏会』
　11月17日(土)午後２時30分～
　横手市民会館　 一般2,000円(当日500
円増)、高校生以下1,000円　※未就学児
の入場不可　　ベートーヴェン『交響曲
第５番〈運命〉』､グリンカ『ルスランとリュ
ドミラ序曲』ほか　指揮：松井慶太さん
　筑波さん ☎42-0563

横手市長杯
第13回市民バレーボール交流会
　11月18日(日)午前９時～午後４時
　横手体育館　 １チーム2,000円(保険
料含む)　申込期限：11月６日(火)
　ソフトバレーボール　　地域生活支援
センターのぞみ　太田さん ☎35-5781

オカリナ体験してみませんか？
～初心者大歓迎､プラオカリナ貸します～
　希望者の日程に合わせます　　主にＹ2

ぷらざやサンサン横手で活動しますがご
相談ください　　1,000円　　10人
申込期限：10月25日(木)　
　日高見さん ☎090-4918-4674

国際ソロプチミスト横手
『頑張っている女性を支援します』
対象：家族を扶養しながら自己の教育や
職業訓練のため、財政的援助を必要とし
ている女性
募集締切：11月20日(火)
　菊池さん ☎090-2603-2522

料

日

日
料

場問

日

日

日

日

場

日
場

料

問

日

料

料

問

問

料

料

場

問

日

場

問

料

料

問

問

場

料

料

場

料

内

日

場

問

場

内

日

料

日

問

場

場

問

日

日

問

問

日

日

料

場

問

日

料

場
日

料

場

問

日

料

料

日

問

料

日

問

場

問

日
場

料

問

内

内

内

定

日

料

場

定

場

日

日

場

問

問

料場

問

料
問

内

場

料

内

内

市報市報

 .15 .15
No.311

2018（平成30）年1010

第６回小学校低学年スポーツ大会
ＹＯＫＯＴＥ Ｄｒｅａｍ Ｃｕｐ
第６回小学校低学年スポーツ大会
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子育て支援課

　市では、11月の『児童虐待・ＤＶ防止推進月間』に
合わせ、子育て中の方や児童健全育成に関わる方など
を中心に、広く市民の皆さんに児童虐待・ＤＶ防止に
関する知識を深めていただくことを目的として、講演
会を開催します。
◆日時／11月３日(土・祝)午後１時30分～３時
　　　　※開場１時
◆会場／浅舞公民館　講堂
◆演題／『子どもの脳をいかに育むか』
◆講師／脳科学者　澤口俊之氏
◆参加費／無料

平成30年度児童虐待・ＤＶ防止講演会を開催します

【問合せ】子育て支援課(本庁舎内)☎35-2133

HPページ番号000021429HPページ番号000021429

◎託児を無料で利用できます｡
　ご希望の方は、事前にお申
　し込みください。
◎当日の午前９時40分から、
　国際ソロプチミスト横手に
　よる子ども虐待防止啓発活
　動(オレンジリボン運動)を
　秋田ふるさと村で行います｡
　県南地域の高校生の皆さん
　と一緒に活動しますので、
　ぜひお立ち寄りください。

生活環境課

３０１０運動へのご協力をお願いします

【問合せ】生活環境課(本庁舎内)☎35-2184

秘書広報課

『ムスリム・フレンドリー』セミナーを開催します

【申込み・問合せ】秘書広報課(本庁舎内)☎35-2162   35-2221

HPページ番号000023892HPページ番号000023892

健康推進課

『健康づくり講演会』
を開催します

　横手市食生活改善推進協議会の研修会を兼ねて、
健康づくり講演会を開催します。
　『糖尿病と歯周病の関連』について考える機会に
してみませんか。どなたでも参加できますので、お
誘い合わせの上、ぜひお越しください。
◆日時／10月31日(水)午後１時30分～４時
◆場所／浅舞公民館
◆内容
●実践報告／『支部活動の紹介と報告』
●講演／『糖尿病連携手帳に歯周病の記載がある理由
　　　　　～生涯安全に美味しく食べて、楽しく話
　　　　　すために～』
　講師：秋田県健康福祉部健康づくり推進課
　　　　口腔保健支援センター副センター長
　　　　歯科医師　田所大典氏
◆参加費／無料

HPページ番号000021415HPページ番号000021415

【問合せ】健康推進課
(横手保健センター内)☎35‒2185

平鹿地域課

第18回平鹿りんご味覚まつり
　りんごにちなんだイベントやりんご狩り体験、農
産物直売などを行います。りんごの里・平鹿地域の
魅力あふれる『平鹿りんご味覚まつり』にぜひご来
場ください。
◆日時／11月３日(土・祝)午前10時～午後２時30分
◆場所／ときめき交流センター『ゆっぷる』
◆内容
●醍醐保育園児による太鼓演奏
●もちまき　●りんご皮むき競争
●りんごでゲーム
●ゴールドクレスト苗木プレゼント
●りんご狩り体験(１人500円、先着140人限定)

HPページ番号000021609HPページ番号000021609

【問合せ】平鹿地域課(平鹿地域局内)☎24‒1118

　ムスリム圏からの観光客対応の参考にしていただく
ため、横手市内の事業者向けに『ムスリムのおもてな
し』を理解するセミナーを開催します。海外文化に触
れる機会でもありますので、ぜひご参加ください。
◆日時／11月８日(木)午後１時30分～４時30分
　　　　※受付１時～
◆場所／横手セントラルホテル　ラポート２階
◆参加費／無料
◆対象
●横手市内の飲食店、宿泊施設、食品製造業者、その
　他の観光関連事業者など

●近い将来、左記に関する事業を営む予定のある市民
◆内容
●『ムスリム・フレンドリー対応の始め方』
　講師：髙橋郁弥氏(東北ムスリムフレンドリー連合会
　　　　理事長)
●『体験から見えてきた地方のインバウンド』
　講師：五箇大也氏(栃木県・老舗佐野ラーメン店『日
　　　　光軒』店主)
●試食・交流会
◆申込方法／市ホームページから申込書をダウンロー
　ドし、ファクスまたは提出してください。

　３０１０運動とは、宴会の開始後30分間と終了10分
前は自分の席に座って食事を楽しむことで、食品の食
べ切りを目指し、食品ロスを削減する取り組みです。
　宴会では参加者同士の会話が弾んだり、席を離れる
などして食事に手をつけないことから、せっかく出さ
れた料理が大量に廃棄されている現実があります。家
庭からのものも含め、廃棄される量を国民１人当たり
に換算すると、毎日お茶碗１杯分のご飯を廃棄してい
る計算になります。
　３０１０運動は平成23年に長野県松本市から始まり､
現在は全国の多くの自治体でさまざまな取り組みが進
められています。

　市では、本年度下記の三角ＰＯＰを作成し、横手地
域の一部の飲食業者様に配布しています。卓上にある
三角ＰＯＰを見かけたら、幹事さんなどから食べ切り
の声掛けをして
いただき、提供
された料理はお
いしく食べ切る
ことを目指して
いただきますよ
う、ご協力をお
願いします。

大森市民サービス課

健康の丘おおもりまつり
　20周年を迎えた『健康の丘おおもり』では、今年
も３施設を会場に『健康の丘おおもりまつり』を開
催します。ぜひお越しください。
◆開催日／10月27日(土)
◆主な内容
南部シルバーエリア会場
●横手明峰中吹奏楽部の演奏(午前９時30分～10時)
●ブラボー中谷マジックショー(午後１時30分～２時)
●小田島純子民謡ショー(午後２時～３時)
●元大関琴風の尾車浩一氏による講演会
　(午後３時～４時)
●子ども向けイベント、お茶会、血圧測定・介護相
　談、出前図書館、秋の味覚販売、屋台など
保健センター会場
●餅配り(午前９時30分～50分)
●市立大森病院院長による健康講話
　(午前９時50分～10時40分)
市立大森病院会場(午前９時～正午) 
●健康・栄養相談、自己血糖・骨密度測定
●医療・介護機器展示、消防車・救急車展示試乗
●野菜・果物・飲み物販売、バザー
●病院制服試着コーナー　●ポニー馬車運行

【問合せ】大森市民サービス課
(大森町高齢者等保健福祉センター内)☎26‒4030

生涯学習課

平成30年度優秀映画鑑賞推進事業 
『かまくら館映画劇場』

　毎年恒例となった『かまくら館映画劇場』を今年
も開催します。　
　岩下志麻・佐久間良子・岸恵子といった、今では
大女優となった彼女たちの若き日の姿が、文学作品
や時代作品の名作を通じてスクリーンによみがえり
ます。当時、銀幕を飾った懐かしいスターたちが多
数出演。ぜひご覧ください。
◆日時／10月27日(土)午前９時～
◆場所／かまくら館　２階ホール
◆料金／500円(全席自由、前売り・当日共通)
◆プレイガイド
●横手市民会館　●カシワヤ楽器店
●金喜書店　●楽器の店カネキ
●かまくら館
◆上演作品・時間
『五瓣の椿』　　　午前９時15分～11時58分
『五番町夕霧楼』　午後０時50分～３時７分
『雪国』　　　　　午後３時20分～５時33分

HPページ番号000022647HPページ番号000022647

【問合せ】横手市民会館☎32‒3136

テレビでおなじみの澤口氏

HPページ番号000023584HPページ番号000023584

毎年、腕自慢が集結するりんご皮むき競争

さん　まる　いち　まる
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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／10月23日(火)午後１時～４時　●場所／秋
田ふるさと村ドーム劇場　●対象／どなたでも参加
できます。　●内容／式典、植田小学校による活動
実践報告、健康長寿をテーマとした講演会
【問合せ】横手市社会福祉協議会☎36‒5377

地域みんなで福祉のまちづくり
横手市社会福祉大会

催し

●日時／11月20日(火)午後１時30分～３時30分　
●場所／サンサン横手　●対象／福祉活動や地域に
役立つことをしたい方など　●内容／地域福祉活動
についての講義、事例発表など　●費用／無料　
●定員／50人　●申込期限／11月13日(火)
【申込み･問合せ】横手市社会福祉協議会☎36‒5377

秋田県・秋田県社会福祉協議会主催
地域福祉活動入門講座

お知
らせ講座

●芸能発表／10月20日(土)午前10時～午後４時　大
雄交流研修館(ふれあいホール)　●作品発表／10月
19日(金)～23日(火)午前10時～午後４時(23日は正午
まで)　大雄農業団地センター１階
【問合せ】大雄地域課☎52‒2111

第12回　大雄芸術文化際催し

子育て講座・イベントにご参加ください講座

◎マタニティクラス参加者募集
●内容／①11月９日(金)いのちの話、赤ちゃんのお
風呂の入れ方、パパの妊婦体験　②11月16日(金)赤
ちゃんのお世話の仕方、妊娠中の食事、赤ちゃんの
虫歯予防など　●時間／午後６時30分～８時30分　
●場所／横手保健センター　●対象／平成31年２月
～４月に出産予定の妊婦さんとそのご家族　●定員
／18組　●参加費／無料　●申込期限／11月１日(木)
【申込み･問合せ】健康推進課☎33‒9600

◎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／11月12日(月)午前10時15分～11時45分
●場所／横手市児童センター(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　●定員／先着10人程度　●参加費／500円※託
児無料、要申込　●持ち物／ヨガマットまたは大判
のタオル、汗ふきタオル、飲み物、ひざかけなど
●申込期限／11月５日(月)
【申込み･問合せ】横手市子育て支援センター☎32‒2426

●期間／10月16日(火)～30日(火)午前８時30分～午
後５時15分　●場所／横手市水道庁舎２階下水道課
※土日は本庁舎日直窓口でご覧いただけます。
【問合せ】下水道課☎35‒2253

公共下水道事業計画区域の変更に伴い
事業計画案を縦覧します

お知
らせ

●日時／11月21日(水)午後１時30分～３時15分　
●場所／湯沢市役所２階第25･26会議室　●定員／
先着50人　●内容／消費生活情報、消費者トラブルの
防止など　●費用／無料　●申込期限／11月14日(水)
【申込み･問合せ】秋田県生活センター南部消費生活
相談室☎45‒6103

『消費生活セイフティ講座』
受講者募集

講座
●日時／10月29日(月)、11月12日(月)午後１時30分
～２時45分　●場所／『旬菜みそ茶屋くらを』内蔵
●内容／中高齢者向け筋トレ･ストレッチ･有酸素運
動、体に優しい味噌汁の作り方など　●定員／先着
15人程度　●参加費／無料　●持ち物／汗ふきタオ
ル、飲み物　●申込み／随時受付
【申込み･問合せ】秋田県スポーツ科学センター
☎018‒864‒6225

運動と食で健康寿命を伸ばそう
in 蔵のまち増田　元気アップ運動教室

催し

●入札期間／11月７日(水)～14日(水)
●開札日時／11月21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
物件明細書またはインターネットウェブサイト『ＢＩ
Ｔ(不動産競売物件情報)』などでご確認ください｡
【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

●日時／11月17日(土)午前10時～　●場所／南部シ
ルバーエリア　●費用／1,000円　●定員／20人　
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具　●申込受
付開始／10月31日(水)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料理教室
五目寒天寄せ＆ココア寒天

お知
らせ講座

●訓練期間／12月６日(木)～平成31年６月28日(金)
●会場／ポリテクセンター秋田　●訓練科／テクニ
カルオペレーション科若年者コース(15人)、建築Ｃ
ＡＤ施工科若年者コース(10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／10月31日(水)
【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

　多くの時代を彩った小島氏の複製原画を展示しま
す。躍動する筆致をぜひご堪能ください。
●期間／10月27日(土)～11月14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

横手市増田まんが美術館収蔵展
小島剛夕の世界展

催し

労働トラブルでお困りではありませんか

　解雇、パワハラなどのトラブル解決をあっせんに
よりお手伝いします｡お気軽にお問い合わせください｡
【問合せ】秋田県労働委員会事務局☎018‒860‒3284

相談

行政書士無料相談会

　相続手続き、法人設立、農地転用、各種許認可申
請などの相談に応じます。
●期日／10月20日(土)午前11時～午後３時
●場所／イオンスーパーセンター横手南店１階
【問合せ】秋田県行政書士会横手支部☎33‒5171

相談

●日時／10月27日(土)午前９時15分～午後２時10分
●場所／横手支援学校高等部校舎　●内容／ステー
ジ発表、作品展示、作業学習製品販売、ＰＴＡバザー
など　●その他／上履きをご持参ください。
【問合せ】横手支援学校(担当：近田教頭)☎33‒4166

秋田県立横手支援学校　学校祭催し

●日時／11月14日(水)午前11時30分～午後１時30分
●場所／平鹿総合病院２階講堂　●内容／食事療法
について　●参加費／1,000円(昼食代)　●申込み
／11月７日(水)まで電話申込みまたは平鹿総合病院
糖尿病内科の外来窓口までお申し込みください。
【申込み･問合せ】平鹿総合病院※受付午前９時～午
後１時☎32‒5253

糖尿病の正しい知識を学びませんか
平鹿総合病院　第３回糖尿病教室

講座

●日時／10月21日(日)午後１時～５時 ●内容／ファ
イナンシャルプランナーによる講演会、無料相談会
(限定４組)　●相談会申込み／電話または日本ＦＰ
協会東北ブロックのホームページから申し込み
【問合せ】日本ＦＰ協会東北ブロック☎0120‒874‒251

老後の年金計算術と家計の改善法
講演会＆無料相談会

催し

秋田県社会福祉協議会からのお知らせ講座

◎生き生きシニアの介護入門教室
●期間／10月31日(水)～11月２日(金)　●場所／Ｙ²
ぷらざ　●対象／おおむね55～75歳で介護職に興味
のある方　●申込期限／10月26日(金)

◎介護職員再就業促進事業研修
●期間／11月８日(木)･９日(金)　●場所／秋田県社
会福祉会館　●対象／離職中の介護福祉士やヘルパー
などで再就業希望の方　●申込期限／11月２日(金)
《共通事項》●費用／無料　●介護事業所での職場体
験あり(応相談)
【申込み･問合せ】秋田県社会福祉協議会☎018‒864‒3161

●日時／10月21日(日)午前10時～午後４時　●場所
／イオンモール大曲　●参加費／無料　●内容／医
師・看護師による講演、キッズダンスショー、自己
触診体験、パネル展示、骨密度測定など
【問合せ】秋田大学医学部付属病院胸部外科※ファク
スのみ　018‒836‒2615

乳がん検診促進啓発イベント
ピンクリボンキャンペーン in AKITA 2018

催し

公民館主催講座にご参加ください講座

◎旭公民館『地産地消料理教室』
　横手産のそば粉を使って『そばうち』を学びます｡
●日時／11月５日(月)午前10時～正午　●場所／旭
ふれあい館　●参加費／500円　●定員／先着８人
●申込開始／10月15日(月)午前９時～
【申込み･問合せ】旭公民館☎36‒1100

◎栄公民館 『健康アップに発酵料理』
　こうじと味噌を使った『漬物』や『あったか料理』
を学びましょう。
●日時／11月13日(火)午前９時30分～午後０時30分
●場所／さかえ館　●参加費／1,000円　●定員／先
着12人　●申込開始／10月17日(水)午前９時～
【申込み･問合せ】栄公民館☎33‒5320

　小説『梅もどき』で正純公とお梅を魅力的に描い
た作家、諸田玲子氏の講演会を開催します。
●日時／11月４日(日)午後３時～　●場所／横手セ
ントラルホテル　ラ・ポート　●料金／無料
【問合せ】横手地域課☎32‒2718

本多上野介正純公を学ぶ市民の会主催
諸田玲子氏講演会『梅もどきの縁』

催し

●日時／11月７日(水)午前10時～正午 ●場所／Ｙ²
ぷらざ１階オープンスペース　●内容／里親制度の
説明、事例発表、個別相談など
【問合せ】子育て支援課☎35‒2133

里親制度への理解を深める
秋田県里親制度横手市地域セミナー

講座

●日時／11月13日(火)午後１時～３時
●場所／横手市役所条里南庁舎講堂　●内容／①最
近の県経済と金融サービスの動向　②マネープラン
～ふるさと納税の仕組みと活用方法～　●参加費／
無料　●申込期限／11月８日(木)
【申込み･問合せ】秋田県金融広報委員会事務局(日本
銀行秋田支店内)☎018‒824‒7814

秋田県の経済やマネープランなどを学ぶ
『暮らしとお金の講座』講演会参加者募集

講座

異文化交流サロンを開催します催し

　横手市日本語教室の生徒と講師による『異文化交
流サロン』を開催します。ベトナム、フィリピン､中
国の歌やダンス、インドネシアのスポーツ紹介など
盛りだくさん。テーブルを囲んでの『しゃべり場』も
企画しています。外国文化に触れることのできる機
会ですので、ぜひお越しください。
●日時／11月４日(日)午後１時～３時30分ごろ
●場所／Ｙ²ぷらざ１階オープンスペース
【問合せ】秘書広報課☎35-2162
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月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※９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　90,562人   （-90）

男　42,938人  （-56）
女　47,624人  （-34）

世帯　34,290世帯  （22）

横手図書館……10月17･24･31日
増田図書館……10月15･22･29日､11月５日
平鹿図書館……10月16･23･30日
雄物川図書館…10月17･24･31日
大森図書館……10月16･23･30日
十文字図書館…10月17･24･31日
山内図書室……10月20･21･27･28日､
　　　　　　　11月３･４日
大雄図書室……10月21･28日､11月３･４日

横手市民会館……………10月16･23日
石坂洋次郎文学記念館…10月14･15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
　…………………………10月15･22･29日､11月５日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………10月17日
ゆとり館…………………10月16･23･30日
※設備不具合のため営業時間変更あり☎24‒0007

ゆとりおん大雄…………10月18日､11月１日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………10月17･24･31日､11月３日
　西･南部 ……………10月20･21･27･28日､
　　　　　　　　　　11月３･４日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………10月15･22･29日､11月５日
南部シルバーエリア…10月15･22･29日､11月５日
　　　　　　　　※プールのみ10月16日も休館

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

10月21日(日)「千と千尋の神隠し｣
10月28日(日)「バグズ・ライフ｣
11月４日(日)「ポケットモンスター キミにきめた!｣

【124分】
【 97分】
【 97分】
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30赤口 31先勝29大安

22仏滅

19先勝18赤口16仏滅 17 大安15先負

５ 赤口

11/１友引

よこいち。

▼10:00～､Ｙ２ぷらざ
横手川水辺のふれあいフェスタ
『森林体験会』

▼9:00～､山内相野々ダム公園
増田りんごまつり

▼10:00～､真人公園

第41回山内文化祭

▼～21日､山内体育館､詳細は市報
10月1日号24ページ

横手わか杉カップ東日本小学生バ
レーボール大会

▼～21日､雄物川体育館

第12回大雄芸術文化祭

▼～23日､詳細は４ページ
横手わか杉旗争奪東北中学校野球大会

▼～21日､グリーンスタジアムよこて
2018真美会秋の美術展

▼～22日､12:00～(20日以降9:30～)､
Ｙ２ぷらざ３階研修室

第18回平鹿りんご味覚まつり

▼10:00～､詳細は３ページ
異文化交流サロン

▼13:00～､Ｙ２ぷらざ､詳細は４ペー
ジ

ウインターカップ秋田県予選会バ
スケットボール大会

▼増田体育館

第50回よこて菊まつり

▼～11月５日､9:30～､秋田ふるさと村
第58回奥羽横断駅伝競走大会

▼～28日､由利本荘～横手～北上
かまくら館映画劇場

▼9:00～､詳細は３ページ
健康の丘おおもりまつり

▼9:30～､詳細は３ページ

平鹿地域福祉健康まつり

▼10:00～､ゆとり館
『原作映画ポスター展～映画化された石坂文学』

▼～11月25日､9:00～､石坂洋次郎文学記念館

ペアーレ大仙 写友『光と影』写真展

▼～23日､9:00～､南部シルバーエリア
県立博物館出張展『水底の宝石展』

▼～24日､9:00～､横手公園展望台
『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

保呂羽山の霜月神楽

▼～８日､保呂羽山波宇志別神社里
宮神殿

◎横手市サンハイムへ
　秋田たすけあいネット／㈱サンベンディング横手
　横手マンドリンクラブ／齋藤幹夫さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／トヨタカローラ秋田㈱
　㈱兵左衛門／農事組合法人みずほ
◎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
◎横手図書館へ
　千田謙蔵さん
◎横手市立増田小学校へ
　㈱クツザワ
◎大森公民館へ
　峠町老人クラブ松竹
◎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
　中安甲吉さん／堀江茂寿さん
◎老健おおもりへ
　大森保育園年中組
◎居宅支援センター森の家へ
　川西保育所年長組

診
療
日

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　10月17･24･31日／13：30～15：30
大沢診療所(内科)
　10月22日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　10月16･23･30日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　10月18･25日､11月１日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

２ 先負

10赤口９ 大安８ 仏滅７ 友引６ 先勝先勝 11先勝

文化の日

◎法律相談　※事前の予約が必要です
　10月15日(月)／大雄地域福祉センター(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎52-3311(社会福祉協議会)
　10月17日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎35-4099(生活環境課)
　10月24日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30)
　　　　　　　　☎35-4099(生活環境課)
　10月24日(水)／十文字町健康福祉センター(10：00～12：00)
　　　　　　　　☎42-5858(社会福祉協議会)
◎行政相談(問合せ／生活環境課☎35-4099)
　10月15日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　10月15日(月)～20日(土)／特設相談所開設
　　※詳細は市報よこて10月１日号15ページ参照
　10月26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)
  10月16日(火)／大雄地域福祉センター(9:30～12：00）
  10月23日(火)／十文字町健康福祉センター(9:30～12：00）
◎人権相談(問合せ／生活環境課☎35-4099)
　10月24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)

※１…眼科の医師も診察します

◎10月は『土地月間』です
　一定面積を超える土地を売買などによって取引した場合には、契
約締切日を含めて２週間以内に、土地の買主から市へ届け出が必要
です。詳しくは市のホームページをご覧ください。
問合せ／経営企画課☎35-2164

◎市税等の納期限です
市県民税３期・介護保険料４期
国民健康保険税４期
後期高齢者医療保険料４期
問合せ／収納課☎32-2518

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)

42-0421高橋医院(十文字)

35-5005しおたこどもクリニック(横手)

32-5124平鹿総合病院(荻原医師)

32-5001市立横手病院(細谷医師)

11月４日(日)

11月３日(土)

32-5124平鹿総合病院

33-7533和賀胃腸科内科医院(横手)
10月28日(日) 32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)

32-5124平鹿総合病院(浅野医師・杉医師※１)
32-5124平鹿総合病院(岡田医師)

22-5557佐々木医院分院(雄物川)
10月21日(日)

献
血

10月24日(水)横手 介護老人保健施設やすらぎの苑 15:15～16:00

協同組合横手卸センター 13:15～16:00
10月18日(木)山内･横手

横手市役所山内庁舎 10:00～11:30

東日本高速道路㈱東北支社横手管理事務所 10:00～11:00
10月16日(火)横手

平鹿地域振興局庁舎 12:45～16:00

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｡

横手市医師会だより横手市医師会だより 朝日ヶ丘レディースクリニック　樋口 譲治 医師朝日ヶ丘レディースクリニック　樋口 譲治 医師

『生理に関する悩み』『生理に関する悩み』
　生理痛がつらい、生理の量が多くて大変、受験や試合といった大事なイベントに生理が当たりそ
う、生理前になると体調や精神状態が悪くなる。生理に関して悩みを抱えている女性は多いです。
そんなときに、ホルモン剤(低用量ピル)がとても有用です。ホルモン剤に対して、怖いイメージを
持つ人も少なからずいると思います。現在、使用されているピルは、ホルモンの含有量がとても低
く抑えられていますので安全に使用できます。太るようなこともありません。一人で悩まずに、生
理に関する悩みを持つ方は、ぜひ産婦人科に相談に来てください。

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

横手市増田まんが美術館収蔵展
『小島剛夕の世界展』

▼10月27日～11月14日､9:00～､
　詳細は４ページ

おものがわ笑顔の菊まつり

▼～11月３日、9:00～、民家苑木
戸五郎兵衛村

第67回横手市小中学校音楽発表会
　横手市内の小中学校が一堂に会し、日頃の音楽学習で学んだ歌や
合奏、クラブや部活動で練習した成果などを発表します。
日時／10月30日(火)　午前の部10:30～、午後の部13:30～
場所／横手市民会館　　入場料／無料
問合せ／横手南小学校　亀谷教諭☎32‒1051


