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保呂羽山少年自然の家主催事業
『みんな森の芸術家』クリスマス工作
保呂羽山少年自然の家主催事業
『みんな森の芸術家』クリスマス工作

『みでたんしぇ』は、市民の活動やイベント情報を掲載
するコーナーです。掲載を希望する場合は、市ホームペ
ージ(ＨＰ番号000020440)のてびきをご確認の上、発行日
(毎月15日)の『１か月前まで』に内容がわかるものを秘書
広報課にお寄せください。※スペースの都合により全て
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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携帯電話等で左のＱＲコードを読
み取ると、市のホームページサイ
トをご覧いただけます。

　　日時　　場所　　料金　　内容　　持ち物　　定員　　問い合わせ日 場 料 内 持 問定

な な

佐藤政子の
『押し花・クラフト教室生徒作品展』
　12月15日(土)～１月11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　　
　　ね・ま～れ(十文字) ☎42-5320
※毎週火曜休館、12月25日(火)～１月８
日(火)は年末年始休館

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】
　12月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】
　１月８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
　12月19日(水)午前10時～正午(カウン
セラーによるお話会)、午後１時～３時
(相談会)　　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

冬のいろいろ体験会開催！
　12月21日(金)･１月12日(土)･18日(金)､
午前10時30分～午後３時
　Ｙ2ぷらざ(３階)　　1,000円～(各体験
によって異なります)　　
　ディンプルアート『ガラスの塗り絵＆
ブローチ作り』(講師：一戸さん・佐々木
さん)、ポーセラーツ(講師：伊藤さん)､
お正月飾り作り(講師：高橋さん)、プラ
ントアート
　一戸さん ☎090-9424-2852

日本将棋連盟横手支部『月例将棋大会』
　12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

クリスマス行事のご案内
【クリスマス礼拝】
　12月23日(日)午前10時30分～11時45分
【クリスマスイブ礼拝】
　12月24日(月)午後６時30分～７時30分
　特別演奏：成田徹さん(サクソフォン)､
成田良子さん(ピアノ)
〈共通事項〉　日本基督教団横手教会(横
手市本町９-３)　　無料
　戸井田さん ☎32-1998

クリスマスイブ　キャンドルサービス
　12月24日(月)午後５時～６時　　
　東北聖書バプテスト十文字教会(十文
字町栄町)　　無料　※キャンドルを灯
してクリスマスをお祝いします　　
　齋藤さん ☎42-3852

第171回 南の館『月例市民将棋大会』
　１月６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１月例会
　１月６日(日)午前10時～
　グリーンポート杉沢　　500円(昼食代)
　わらでの筆作り(講師：一宮繁さん)
　小田嶋さん ☎32-9747

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】
　１月10日(木)午後７時～　　1,000円
　雪が降る、雪の降る町よ　ほか
【自然を愛する皆さんの集い】
　１月20日(日)午後１時～　　800円
　写真とトーク『感動の瞬間を楽しみま
しょう！』(加藤正和さん)、スコップ三
味線歌謡ライブ(出演：加藤正和さん、畑
矢奈子さん)
〈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

目指そう！中級英会話
ＹＯＫＯＴＥ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＬＵＢ
サークルメンバー募集
　毎週月曜、午後７時～９時 ※月３回
　秋田県南部男女共同参画センター　
　会費 月3,000円(初回無料)
※基本的にはフリートーキングで、ネイ
ティブの先生によるレッスンが受けられ
ます。
　備前さん ☎36-2621

※１月の市報は１日号と15日号の合併号
となり、15日号の発行がないため、『み
でたんしぇ』のコーナーは１月１日号へ
の掲載となります。１月１日号への掲載
依頼はすでに締め
切っており、その
次は２月15日号と
なります。２月15
日号への掲載依頼
は、１月15日が締
切です｡

●平成31年４月15日号掲載分から、みでたんしぇの掲載基準が変わります
◆主な変更点は以下のとおりです。
・法人や個人事業主を問わず、企業からの申し込みは掲載できません。また、会
　費や入場料などの内訳が必要経費や実費相当分を超えているものや、講師本人
　が生徒を募集するものなどは、営利目的と判断し、掲載不可とします。
・同窓会のお知らせや、会員のみを対象としたイベントなど、一部特定の市民に
　対象が限られるものは掲載できません。
・依頼原稿だけで判断することが難しい場合は､『市報掲載確認書』 を提出しても
　らう場合があります。
・掲載依頼が多い場合は、参加・入場無料で会場が横手市内の公共施設であるも
　のや、主催者が横手市内の団体や個人であるものなどを優先して掲載します。

　これまで市民の皆さんから頂いたご
意見やお問い合わせを参考に、掲載基
準を見直すことにしました。新しい掲
載基準の詳細については、市のホーム
ページ(番号000020440)をご覧いただ
くか、秘書広報課(☎35-2162)までお
問い合わせください。
　原稿締切日(発行日前月の15日)と、
提出方法(ファクス、メール、郵送、
直接提出)はこれまでと同じです。
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収納課

市税などの納め忘れはありませんか？

【問合せ】収納課(本庁舎内)☎32-2518

　市税などは、納期限を過ぎても納付がない場合、納
期限後20日以内に督促状を発送し、納付いただいてい
ます。督促状を発送することで、督促手数料を徴収す
ることになり、合わせて延滞金も加算されるため、市
税などの金額以上に納めていただくことになりますの
でご注意ください。納期限までに納付できなかった理
由として『うっかり忘れていた』ということが多く挙
げられています。市では納め忘れを防止するため、口
座振替をお勧めしています。
　また、収入状況の変化など事情があるときは、相談

もお受けしますので、収納課または各地域局市民サー
ビス課までお知らせください。
　督促状を発送しても納付や相談がない場合、催告な
どを実施して納付を促しています。それでも納付がな
い場合は、法律に従い差し押さえなどの滞納処分を実
施し、強制的に徴収をすることで、より良い市民サー
ビスを行うための財源を確保しています。
◆平成29年度の差し押さえによる徴収状況
　件数／256件　金額／20,690,977円

雄物川地域課

宝くじの助成金で太鼓の整備を行いました

【問合せ】雄物川地域課(雄物川地域局内)☎22-2111

　舘合伝統文化保存会は、一般財団法人自治総合セン
ターのコミュニティ助成事業を活用し、館合太鼓を復
活させ、地域の活性化と世代間交流を図るため、太鼓
の修繕を行いました。保存会では、地域行事への参加
を積極的に行い、館合太鼓を知ってもらう活動に取り
組んでいます。今回の整備により、次代を担う地域の
子どもたちに伝統文化が継承されるとともに、地域コ
ミュニティがさらに強化されることが期待されます。

税務課

『償却資産』の申告をお忘れなく

【提出先・問合せ】税務課(本庁舎内)☎32-2767、または各市民サービス課

HPページ番号000012564HPページ番号000012564

　農業・商店などの経営、駐車場やアパートの賃貸な
どの事業に用いる構築物・機械・備品を償却資産とい
い、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
　償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。
昨年度、償却資産の申告があった方には、12月上旬に
申告書を郵送しています。また、農家の方は、市報12
月15日号と一緒に配布する『農業用償却資産申告書』
で申告をしてください。新しく事業を始めた方や、平
成30年中に償却資産が無くなった方も申告が必要です｡

◆対象者／毎年１月１日現在、償却資産をお持ちの方
◆申告する資産／土地および家屋以外の有形固定資産
　で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償
　却の対象にできる資産
◆申告期限／１月31日(木)
※個人事業者や農家の方はマイナンバーカード、また
　は申告者本人の個人番号(マイナンバー)通知カード
　と運転免許証などの身分証をご持参ください。

子育て支援課

平成31年度学童保育(放課後児童クラブ)
入所申し込みのお知らせ

    【申込み・問合せ　※ご利用の地域までご連絡ください】
横手(Y²ぷらざ内　子育て支援課)☎32-2426、または各市民サービス課(増田☎45-5514、平鹿☎24-1114、

　　雄物川☎22-2156、大森☎26-2115、十文字☎42-5114、山内☎53-2933、大雄☎52-3905)

HPページ番号000019294HPページ番号000019294

　４月１日から学童保育の利用を希望する方は、入所
申込書の提出が必要となります。現在利用中の方も申
し込みが必要ですので、ご注意ください。
◆対象者／小学校１～４年生までの児童で、放課後や
　学校休業日に家族が仕事などの理由で家庭にいない
　児童(一部の小学校区で５・６年生の受け入れ可)
◆申込方法／在籍している保育所・幼稚園、児童クラ
　ブから申込書類をお受け取りください。申込書類は
　下記の担当課にも用意しております。
◆受付期間／１月７日(月)～22日(火)※土日祝日を除く
◆注意事項／申し込みが定員を上回った場合、家庭の

　状況などを判断し、学年の低い児童の受け入れを優
　先します。
※同じ小学校区に複数のクラブがある場合は調整あり
学童保育(放課後児童クラブ)の概要
◆実施日／日曜・祝日・年末年始を除く毎日
◆時間／放課後～午後７時
　　　　土曜・長期休みは午前７時30分から
◆利用料
①通年利用／月額5,000円
②長期休みのみ利用／7,000円×日割計算
※複数入所の２人目以降・ひとり親家庭の児童は半額

コミュニティ助成
事業は、宝くじの
収益を財源として
社会貢献のために
実施している事業
です。

農業振興課

東北農村青年会議宮城大会で優秀賞を受賞！

【問合せ】農業振興課(県平鹿地域振興局内)☎32-2112

　東北地方の青年農業者が一堂に会し、将来の東北農
業について意見発表する『第49回東北農村青年会議宮
城大会』が、11月１日・２日に宮城県松島町で開催さ
れました。秋田県代表として、横手市から２人が出場
し、プロジェクト発表部門では『一口サイズの干し芋
の開発に取り組み、女性の小腹空きを解決する試み』
を発表した伊藤美緒さん(雄物川)、意見発表部門では
『歌うミニトマト農家である自分を知ってもらい、消
費者と顔の見える関係を築きたい』を発表した鈴木知
行さん(同)が、それぞれ優秀賞を受賞しました。

水道課

年末年始の水道当番店をお知らせします

【問合せ】水道課(水道庁舎内)☎35-2252

HPページ番号000007907HPページ番号000007907

　横手市管工事協会では、年末年始の漏水や凍結などのトラブルに備え、地域貢献活動の一環として各地域に
水道当番店を定めて、水道に係る緊急時の対応をします。緊急時には直接、水道当番店にご依頼ください｡
◆水道当番店の営業時間／午前８時～午後５時

12月31日(月)

山二施設
☎32-1119

遠藤設備
☎24-2550

佐藤施設☎22-3133

畑山施設☎44-3316

川越水道☎53-2528

１月１日(火)

荒川施設☎32-3974

東北カッター☎33-4788

細谷設備
☎24-0159

前澤設備☎23-1123

佐々木施設☎26-3221

佐々木管工☎44-3701

田代水道☎53-2333

カマダ設備☎52-2560

１月４日(金)

佐々木水道
☎32-6213

平鹿設備
☎24-1561

佐一設備☎22-2094

大和工業☎26-3441

いいつか☎42-1455

川越水道☎53-2528

大雄産業☎52-2021

１月５日(土)

新栄施設
☎33-2581

井上管工
☎24-0036

佐藤施設☎22-3133

羽後設備☎42-3721

田代水道☎53-2333

１月２日(水)

高善☎32-2179

横手水道☎32-1910

真田設備☎24-0722

髙橋設備☎25-3311

マツノヤ☎22-4184

笹山ボイラー☎42-0389

川越水道☎53-2528

１月３日(木)

ますだ機工☎33-2245

イシダ設備☎32-0518

柿崎水道☎25-3242

菊地設備☎24-2309

貴俵電気☎22-3365

松田水道☎42-0966

田代水道☎53-2333

増　田

雄物川

大　森

十文字

山　内

大　雄

横　手

地域
月日

平　鹿

アサヒ電器☎45-2537 さとう住設☎38-8095 藤原建材店☎45-5002
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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



妊婦さん集まれ～！プレママデー
ｍａｍａトーク　先輩ママとお話ししよう

講座

●日時／１月15日(火)午前10時15分～11時45分　
●場所／Ｙ²ぷらざ２階児童センター　
●定員／先着10人程度　●参加費／無料　
●申込期限／１月８日(火)
【申込み･問合せ】横手市子育て支援センター☎32‒2426

公民館主催講座にご参加ください講座

◎旭公民館『生け花教室』
　お正月用の生け花を学びます。
●日時／12月26日(水)午前10時～正午　●場所／旭
ふれあい館　●参加費／3,000円　●定員／先着10人
●申込開始／12月17日(月)午前９時～　●その他／
水盤、剣山をお持ちの方はご持参ください。
【申込み･問合せ】旭公民館☎36‒1100

◎横手市女性センター『雪国からの贈り物～和紙で
　作るあったかランプシェード～』
　十文字和紙でランプシェードを作りませんか。
●日時／１月22日(火)午前９時30分～11時30分　
●場所／横手市女性センター　●参加費／2,200円
●定員／先着16人　●申込開始／12月17日(月)午前
９時～※平日のみ
【申込み･問合せ】横手市女性センター☎33‒3995

　一般家庭のホームタンクや事業所のタンクなどか
ら灯油などが漏れ、河川に流れ出す事故が増えてい
ます。事故を起こすと、油の回収・処理に約50万円
の費用がかかり、事故の原因者に請求されます。灯
油を小分けする際には絶対に目を離さず、落雪によ
る事故に注意するなどを心掛けましょう。
【問合せ】湯沢河川国道事務所河川管理課☎0183‒73‒5340

ご注意ください！
毎年油の流出事故が多発しています！

お知
らせ

●期間／１月10日(木)～３月14日(木)の毎週木曜午
後１時～３時　●対象／陶芸を始めたい方など初心
者　●費用／10,000円(粘土・釉薬・焼成含む)　
●定員／10人　●申込開始／12月15日(土)～
【問合せ】南部シルバーエリア☎26‒3880

手びねり陶芸から電動ろくろ入門まで
南部シルバーエリア陶芸基礎講座

講座

　当日は県内企業ブースによる企業説明会や個別面
談、Ａターン希望者を対象とした就職相談や移住相
談などが行われます。
●日時／12月30日(日)正午～午後３時　●場所／秋
田拠点センターアルヴェ１階きらめき広場　●対象
／秋田県内への就職を希望する方(学生も可）
【問合せ】Ａターンプラザ秋田☎0120‒122‒255

県内で就職を希望する方へ
『Ａターンフェア in 秋田』

催し

●入札期間／１月９日(水)～16日(水)
●開札日時／１月23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

　県内各ハローワークでは、３月末まで学生、生徒
および保護者を対象とした集中支援を実施します。
求人情報の提供や応募書類の添削・面接指導などの
支援を行いますので、ぜひご利用ください。
【問合せ】ハローワーク横手☎32‒1165

各ハローワークに就職未内定の学生向け
『学卒集中支援コーナー』を設置します

お知
らせ

東北一斉　Ｂ型肝炎訴訟無料電話相談会

　Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団が、弁護士による無
料電話相談を行います。
●日時／１月21日(月)午前10時～午後７時　●対象
／Ｂ型肝炎患者とそのご家族(または相続人)　
●電話相談／☎022‒721‒1091または022‒721‒1092
【問合せ】Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局
(小野寺友宏法律事務所)☎0120‒76‒0152

相談

　毎年、除雪機の事故が多発しています。除雪機を
利用する際には、安全装置が正しく作動する状態で
作業をする、雪を取り除くときは必ずエンジンを停
止し回転が止まったことを確認するなど、正しく安
全に作業を行ってください。
【問合せ】除雪機安全協議会☎03‒3433‒0415

正しい操作で安全除雪！
歩行型除雪機による事故を防ごう！

お知
らせ

　市民または市内に勤務している方に、ヘルメット
やロープなど、安全に雪下ろしをするための用具を
無償で貸し出します。お気軽にご利用ください｡
●貸出期間／３月15日(金)まで
●貸出用具／ヘルメット、安全帯、ロープ、カラビナ
【申込み･問合せ】(一社)平鹿建設業協会事務局
(横手市旭川二丁目４‒13）☎32-5245

雪下ろし安全対策用具を無償で
貸し出します

お知
らせ

　秋田労働局では、関連法の施行を受け、働き方改
革関連法セミナーを開催します。詳細は、秋田労働
局ホームページをご覧ください。
●日時／12月20日(木)および１月15日(火)午後１時
30分～３時30分　●場所／浅舞公民館　
●費用／無料※要申込み
【申込み･問合せ】秋田労働局雇用環境･均等室
☎018‒862‒6684

2019年４月１日から働き方改革関連法が
順次施行されます

講座

　大森公園スキー場および山内スキー場は、平成29
年度をもって営業を終了しました。長い間のご利用
ありがとうございました。
【問合せ】大森地域課☎26‒2111､山内地域課☎53‒2111

大森公園スキー場および
山内スキー場営業終了のお知らせ

お知
らせ

　内容の詳細や申込方法などは、横手商工会議所ホ
ームページをご覧ください。
●日時／１月12日(土)～２月２日(土)の毎週土曜午
前10時～午後４時　●場所／サンサン横手　●費用
／4,000円　●定員／15人　●申込期限／１月９日(水)
【申込み･問合せ】横手商工会議所☎32‒1170

創業を横手商工会議所が全力サポート！
よこて創業塾を開催します

講座

●日時／12月26日(水)午後１時30分～３時30分
●場所／本庁舎５階第５･６委員会室
●内容／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の素案説明　●その他／傍聴を
希望する方は事前にご連絡ください。
【問合せ】都市計画課☎32-2408

第19回横手市都市計画審議会を開催します
お知
らせ

　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公
職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治
家に寄附を求めることも禁止されています。
【問合せ】選挙管理委員会事務局☎35‒2161

年末年始は贈り物の多い時期です
政治家の寄附禁止のルールを守ろう

お知
らせ

　月１回のごみ収集日が１月１日～３日の休業日に
あたっている場合は、２月のごみ収集日に出してい
ただくようお願いします。なお、１日～３日は『ク
リーンプラザよこて』も休業となります。
　また、粗大ごみの個別収集は毎年11月末をもって
休止となり、再開は来年４月からとなります。その
間に粗大ごみの処分を希望する場合は、クリーンプ
ラザよこてへ直接搬入してください。
【問合せ】生活環境課☎35‒2184

１月１日～３日におけるごみ収集の休業
および粗大ごみ個別収集について

お知
らせ

　期間中は定休日なしで営業します。スノーボード
も全コースで滑走可能です。ＱＲコー
ドから天下森スキー場を滑走する動画
がご覧いただけます。ぜひ冬のスポー
ツをお楽しみください。
【問合せ】天下森振興公社☎45‒9816

天下森スキー場いよいよオープン！
営業期間12月23日～３月10日

お知
らせ

●日時／12月22日(土)午後２時～２時50分　
●場所／市立横手病院１階外来待合ホール　
●内容／ハンドベル演奏、バイオリン演奏、女性コー
ラスグループによるミニコンサート、合唱など
【問合せ】市立横手病院総務課☎32‒5001

市立横手病院
白衣のクリスマスコンサート

催し

　市内の小学生が描いた応募作品全580点を展示し
ます。皆さまぜひお越しください。
●日時／１月５日(土)～９日(水)　●場所／Ｙ²ぷ
らざ１階オープンスペース
【問合せ】都市計画課☎32‒2408

景観図画コンクール
『わたしのすきな横手の風景』作品展示会

催し

◎結婚生活応援報奨金(結婚祝金)
　婚姻届提出後６カ月以内で、横手市内にお住まい
の新婚世帯に対し、結婚生活応援金として５万円分
の『横手にぎわい商品券』を差し上げます。

◎結婚仲介加算報償金
　結婚生活応援報奨金を受けた新婚世帯が、結婚後
２年以内に新たなカップルを誕生させ、結婚に至っ
た場合、さらに５万円の商品券を差し上げます。

　申請の要件など、詳しい内容は市ホームページ
(番号000021199)をご覧ください。
【問合せ】経営企画課☎35‒2164

新婚世帯の結婚生活を応援します
幸せブーケトス事業実施中

お知
らせ

　横手市からオリンピック選手を発掘するための講
習会を開催します。１月５日は、オリンピック３大
会出場、世界選手権複合金メダリストの小林範仁氏
をゲストに迎えトレーニングを行います。世界レベ
ルの滑りを体感できる機会にぜひご参加ください｡
●日時／◎１月４日(金)午後１時30分～３時(基礎)
◎５日(土)午前９時30分～11時(実践)、午後１時～
２時30分(基礎)　◎６日(日)午前９時30分～11時
(実践)　●場所／赤坂総合公園クロスカントリース
キーコース　●対象／小中学生、指導者、保護者　
●料金／無料
【申込み･問合せ】ＮＰＯ法人ゆめ希望(加藤さん）
　 kanji-katou@lime.plala.or.jp　☎090‒2974‒8537

目指せオリンピック！秋田県スキー連盟
クロスカントリースキー講習会

催し

　動きやすい服装で、軍手など薄めの手袋をご用意
ください。未経験者でも体験可能です。
●開催日／１月５日(土)･６日(日) ●受付／①午前
９時～10時30分 ②正午～午後１時30分　●受付場所
／グリーンスタジアムよこて内レンタルスキー部室
【申込み･問合せ】ＮＰＯ法人ゆめ希望(加藤さん)
　 kanji-katou@lime.plala.or.jp　☎090‒2974‒8537

歩くスキー無料レンタル体験会催し

　12月23日に開業60周年を迎える東京タワーの記念
事業として、横手のかまくらを作成します。首都圏
にお住まいのご家族や知人の方にぜひ
お知らせください。
●期間／12月28日(金)～30日(日)午前
11時～午後６時※30日は午後２時まで
●場所／東京タワー正面玄関前　
●内容／撮影会､甘酒振る舞いなど
【問合せ】秘書広報課☎35‒2162

本物の雪で作る横手のかまくらが
東京タワー正面玄関前に出現します！

催し

市報よこて  201８.12.1505 市報よこて　201８.12.15 04

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン



市報よこて　201８.１２.1５07 市報よこて　2018.１２.１５ 06

月 火 水 木 金 土 日

休
館
日

市民のうごき

※11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　90,410人   （-82）

男　42,875人  （-25）
女　47,535人  （-57）

世帯　34,289世帯   （7）

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……12月19･26･29日～１月４日
増田図書館……12月17･25･29日～１月４日
平鹿図書館……12月18･25･29日～１月４日
雄物川図書館…12月19･26･29日～１月４日
大森図書館……12月18･25･29日～１月４日
十文字図書館…12月19･26･29日～１月４日
山内図書室……12月15･16･22～24･29日
　　　　　　　～１月３･５日
大雄図書室……12月16･23･24･29日～１月３日

横手市民会館……………12月18･24･25･29日
　　　　　　　　　　　～１月３日
石坂洋次郎文学記念館…12月29日～１月３日
後三年合戦金沢資料館…12月29日～１月３日
釣りキチ三平の里体験学習館
　…………………………12月17･25･29日～１月３日
雄物川郷土資料館………12月29日～１月３日
ゆっぷる…………………12月19日
ゆとり館…………………12月18･25･31日･１月１日

ゆとりおん大雄………12月20日
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………12月19･23･24･26･29日
　　　　　　　　　　～１月３日
　西･南部 ……………12月15･16･22～24･29日
　　　　　　　　　　～１月３日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………12月17･25･31日～１月３日
南部シルバーエリア…12月17･25･31日･１月１日
　　　　　　(プール)12月17･25･29日～１月３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

12月16日(日)「耳をすませば｣
12月23日(日)「ウォーリー」

【111分】
【 98分】
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16友引15先勝

23先負21先勝20赤口 22友引

29先負

５ 仏滅

30仏滅

18仏滅 19大安

25 大安 26赤口24仏滅

17先負

31 大安 ２ 先勝１/１赤口

槻の木光のファンタジー点灯式

▼17:00～､旧平鹿地域局そば
よこいち。

▼10:00～､Ｙ２ぷらざ
環境講演会
『気象災害と秋田の気候について』

▼14:00～､増田地区多目的研修セン
ター

第34回横手市市民サッカー大会

▼～23日､横手体育館
白衣のクリスマスコンサート

▼14:00～､詳細は５ページ

特別展『雄物川をめぐる芸術～美の
水脈をもとめて～』

▼～16日､9:00～､雄物川郷土資料館
蓬田博之氏『私が見た日本の風景』写心展

▼～24日､南部シルバーエリア
特別展『金澤八幡宮 格天井鏡板展』

▼～１月14日､9:00～､後三年合戦金沢資料館

『もの･かたる･え』

▼～1月27日､9:30～､秋田県立近代美術館
『押し花に心を寄せて…』コンテスト作品展示

▼～１月31日､ゆとりおん大雄
『横山津恵展』

▼～2月11日､9:30～､秋田県立近代美術館

◎横手南中学校へ
　横手南中学校第31期生
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／㈱秋田銀行営業企画部
　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／㈱秋田銀行営業企画部
　横手地区更生保護女性会／トヨタカローラ秋田㈱
　全国シャンメリー協同組合
◎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
　大森保育園年長組／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　大森小学校６年生
◎居宅支援センター森の家へ
　大森保育園年長組

増田町診療所(耳鼻咽喉科)
　12月19･26日／13：30～15：30　※１月２日は休診します
大沢診療所(内科)
　12月25日／13：30～15：00
三又へき地診療所(内科)
　12月18･25日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所(内科)
　12月20･27日
　　吉谷地／13：00～15：00　山内武道／15：10～17：00

28友引27

４ 先負３

先勝

友引

14赤口13大安12仏滅11先負10友引

６ 赤口

天皇誕生日

振替休日

元日

◎法律相談　※事前の予約が必要です
　12月19日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
　　　　　　　　☎35-4099(生活環境課)
　12月26日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30)
　　　　　　　　☎35-4099(生活環境課)
　12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)
◎行政相談(問合せ／生活環境課☎35-4099)
　12月17日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　12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)
  12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)
　12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(10：00～12：00／13：00～15：30)
◎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)

38-8951小田嶋まさる内科(横手)
32-9461針生皮膚科内科医院(横手)

26-2141市立大森病院

32-5001市立横手病院(細谷医師)

12月30日(日)

12月24日(月)

32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)

22-5511雄物川クリニック(雄物川)
12月23日(日) 32-5124平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124平鹿総合病院(鈴木医師・高橋医師※１)
32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

※１…整形外科の医師も診察します

献
血12月16日(日)横手

12月19日(水)大森

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

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

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｡

32-5124平鹿総合病院(西成医師)１月１日(火)
32-5124平鹿総合病院(福嶋医師)１月２日(水)
35-2222横手胃腸科クリニック(横手)１月３日(木)

45-2363桃雲堂高橋医院(増田)
12月16日(日)

◎市税等の納期限です
市県民税４期・介護保険料６期
国民健康保険税６期
後期高齢者医療保険料６期
問合せ／収納課☎32-2518

１月１･３日の診療時間は
９:00～13:00､２日は13:00
～17:00です。

◎平成31年１月診療より､日曜夜間小児救急医療体制が下記の通り時間
　変更となります。
　　受付時間／17:30～20:30　　　診療時間／18:00～21:00

◎りんごの香りに包まれて､心も体もリフレッシュ！ゆっぷる『りんご風呂』
　毎年好評のゆっぷる『りんご風呂』。ご家族おそろいでお越しください｡
期間／12月から翌年１月までの日曜日、祝日および正月三が日
入浴料／大人400円、子ども200円(３時間以内利用時)
問合せ／ゆっぷる☎25-3801

◎めざせ『雪事故ゼロ』！安全な雪下ろし講習会のお知らせ
横手／12月15日(土)･23日(日)､9:30～､横手市消防署３階　　 
増田／12月26日(水)､10:30～､増田分署　　　　　　大森･大雄／12月16日(日)､9:30～､大森大雄分署
平鹿／12月15日(土)､10:00～､平鹿町防災センター　 十文字／12月16日(日)､9:30～､木下会館
雄物川／12月15日(土)､10:00～､雄物川分署        山内／12月23日(日)､10:00～､山内会館筏分館
問合せ／消防本部警防課☎32‒1246または消防署各分署

横手市医師会だより横手市医師会だより あさのクリニック　浅野 晴彦 医師あさのクリニック　浅野 晴彦 医師

『プラセンタ？』『プラセンタ？』
　プラセンタという言葉を目にしたことはありませんか？　プラセンタとは胎盤のことで、子宮内
で臍帯を経由して母体と胎児とをつないでいる臓器です。３千年以上昔、世界でその神秘性から体
にいいと信じられ用いられてきました。現代では、サプリメントや化粧品になり、ご使用になった
方もいるのではないでしょうか。若返りは無理だとしても、老化の進行を遅くしたり、悪化した肝
臓を回復させたり、さまざまな関節の痛みを緩和したり、更年期の症状を改善したり、美容上の肌
のトラブルを整えたりと、まさに願ったりかなったり。注射して効果を体験することも可能です。

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

さいたい

◎平成30年年末の全国交通安全運動
　12月11日から20日まで、年末の交通安全運動が実施されます。交通
ルールを守り、子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。
問合せ／横手警察署☎32‒2250

◎秋田ふるさと村　入村者累計1,500万人達成記念
　航空自衛隊北部航空音楽隊クリスマスコンサート
日時／12月22日(土)午後１時30分開場、午後２時開演
会場／秋田ふるさと村ドーム劇場、入場無料※要入場整理券
その他／入場整理券は秋田ふるさと村正面入口総合案内で配布中、定
員になり次第終了
問合せ／秋田ふるさと村☎33‒8800

三助稲荷神社ぼんでん発表会､梵天奉納

▼10:00～､旧川西小学校・三助稲
荷神社(大森地域)

横手市消防出初式

▼13:00～(平鹿)､13:10～(増田)
横手市消防出初式

▼9:10～(山内)､10:15～(大雄)､
  13:00～(十文字)､13:50～(雄物川)

横手市消防出初式

▼9:20～(大森)､9:30～(横手)


