
 .15 .15 .15
No.355

2020（令和２）年999
市報市報市報

第 51回横手市中学校駅伝競走大会

市報よこては平成１７年１０月の横手市誕生以来、
１５年の長きにわたり、ほぼ１日と１５日の月２回

発行してきました。

ここまでたくさんの応援、たくさんのご意見をいただきながら、
常に市報は変わり続け、リニューアルを重ねてきました。

また１つの変化として、

１０月から月１回（毎月１日）の発行に変わります。

生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込み、
「横手市の市報、いいなあ！」と思っていただけるような

市報を作るため、これからも市報は変わり続けます。
ぜひ１０月以降もたくさんのご意見を、お寄せください。
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『１５日号』は

この９月１５日号で

最後の発行

となります

THANK　YOU!

To Be Continued…

１０月号からも引き続き
よろしくお願いします！全戸配布・回覧の回数については、変更の予定はありません



※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

【問合せ】財産経営課（条里南庁舎内）☎35－2168

【問合せ】食農推進課（園芸振興拠点センター内）☎35－2267

文化財保護課

財産経営課

食農推進課

後三年合戦沼柵公開講座を
開催します

旧金沢中学校
利活用事業者を公募します

６次産業化を楽しく学びませんか？
研修事前説明会を開催します

◆日時／10月３日（土）午前10時～午後３時40分
◆場所／雄物川コミュニティセンター
◆費用／無料
◆内容
●�特別講演�『北縁の古墳文化とその交流
　　　　　　～横手盆地を中心に～』
　講師…菊地芳朗氏／福島大学教授
●�講演１『古墳時代の時代区分と土器
　　　　　　　　　（土師器・須恵器）』
　講師…柳沼賢治氏／福島大学客員教授
●�講演２『古墳時代地域社会の動態』
　講師…�青山博樹氏／（公財）福島県文化振興財団
●�報告（市教育委員会）
◆定員／100人程度（先着順）
◆申込期限／９月25日（金）
◆�申込み／住所・氏名・電話番号を明記したもの
をメールやファクスでお送りいただくか、電話
でお申し込みください。後日入場整理券をお送
りします。

　空き公共施設の利活用を図るため、貸し付け対
象施設を利用して地域活性化事業を行う法人また
は個人を公募します。
◆対象施設／旧金沢中学校
　　　　　（横手市金沢中野字根小屋84）
◆申込期間／９月15日（火）～10月５日（月）
◆�貸付条件／建物は無償、土地は横手市普通財産
貸付料算定基準によって算出した額の２分の１
※�申し込み方法など、詳細についてはホームペー
ジをご確認ください。なお、貸し付け対象者に
ついては、直近の市議会の議決をもって最終決
定となります。

　10月から令和３年２月まで、毎月１回、６次産
業化について学ぶ研修を開催します。
　「知識がなくて不安…」とお悩みの方も、大丈夫！
研修に先立ち、事前説明会を開催します。まずは
お気軽にご参加ください。

◆研修テーマ／初めての６次産業化
　　　　　　　『作る・売る・宣伝する』を学ぼう！
◆日時／９月26日（土）午後１時30分～３時
◆対象者／横手市民および市内事業者
◆会場／横手市園芸振興拠点センター
◆講師／横手市６次産業化アドバイザー
　　　　田中徳子氏
◆申込期限／９月24日（木）
※食農推進課へ電話で申し込み

【問合せ】地域づくり支援課（条里南庁舎内）☎35－2266

地域づくり支援課

地域づくり活動補助金
第５期事業を募集します

◆�対象事業／11月１日から令和３年２月28日まで
に着手する、地域課題解決のために継続的に行
われる事業または地域の活性化を図るイベント
など
◆�対象団体／地区交流センター、地区会議、非営
利団体
◆上限額／１事業あたり50万円
◆補助率
●�地区交流センターおよび地区会議が実施する事業
…10分の10
●�非営利団体が実施する地域課題解決型事業
　…５分の３
●�非営利団体が実施するイベント型事業…２分の１
●�旧元気の出る地域づくり事業…１回目／10分の10　
２回目／10分の９　３回目／10分の８
◆申請締切／10月6日（火）
◆審査方法／書類およびプレゼンテーション
※�プレゼンテーション審査の時間や場所などは、
申請者に直接通知します。

HPページ番号000023209
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【申込み・問合せ】文化財保護課（条里南庁舎内）☎32－2403　
32－4034　 bunkazaihogo@city.yokote.lg.jp

【問合せ】十文字地域課（十文字地域局内）☎42－5111

十文字地域課

宝くじの助成金で集会施設の
備品などを整備しました

　新古内自治会（十文字地域）では、一般財団法人
自治総合センターの宝くじ助成金を活用して、地
域の伝統行事である『虫追い祭り』のはんてんや
祭り道具のほか、地域の拠点である集会施設の机
やイス、空調設備を整備しました。これにより、
地域の伝統文化の継承や、さらなる各世代間の交
流が期待されます。

【申込み・問合せ】高齢ふれあい課（本庁舎内）☎35－2134

高齢ふれあい課

高齢者世帯などの雪寄せ・
雪下ろし作業を支援します

　建設業者やシルバー人材センターの協力により、
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。

◆申込期間／10月１日（木）～26日（月）
◆�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下記
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１～２級の方
のみの世帯
③�配偶者のいない女性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へ提出してください。

※�雪寄せ・雪下ろし支援事業にご協力いただける
事業者を募集しています。詳細は電話でお問い
合わせください。なお、応募締切は10月30日（金）
です。

HPページ番号000001560

【申込み・問合せ】〒013－0525　横手市大森町字菅生田245-205　
市立大森病院総務課☎26-2141

市立大森病院

市立大森病院職員を募集します
（令和3年4月1日採用）

◆募集職種／臨床検査技師
◆採用予定人数／１人程度
◆受付期限／１０月１６日（金）
◆試験日／１０月２５日（日）
◆会場／市立大森病院内
◆�主な受験資格／昭和６０年４月２日以降に生まれ
た方で、通勤に支障のない範囲で居住でき、臨
床検査技師免許を保有する方（令和３年３月まで
に国家試験などにより取得見込みの方を含む）。

試験案内（要項）の入手方法
　受付期間内に市立大森病院で配布するほか、大
森病院の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』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
ください。

HPアドレス　http://www.oomorihp.jp/

※�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。

【問合せ】総務課（本庁舎内）☎35－2161または各地域課

総務課

国勢調査にご協力ください
　国勢調査は、日本の未来を考えるために、人口
や世帯の実態を明らかにする重要な調査です。令
和２年１０月１日現在、日本に住んでいる全ての人
（外国人含む）および世帯が対象で、調査結果は社
会福祉・雇用対策・防災対策などの行政資料とし
て、私たちの暮らしのために役立てられます。
　９月中旬から、調査員が各世帯を訪問していま
す。スマートフォンやタブレット、パソコンなど
でも回答できますので、ご協力をお願いします！

◆回答期間
●インターネット／９月１4日（月）～１０月７日（水）
●調査票（紙）／１０月１日（木）～１０月７日（水）

※�統計法に基づく調査であり、回答頂いた内容は
定められた目的以外に使用されることはありま
せん。また、調査で知り得た情報が他人に漏れ
ることはありません。
※�詳細については『国勢調査2020総合サイト』をご
覧ください（https://www.kokusei２０２０.go.jp/）。

HPページ番号000002678

▲国勢調査2020
　総合サイト
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９月21日（月）～30日（水）
秋の全国交通安全運動が行われます

　交通ルールを遵守し、子供と高齢者を交通事故か
ら守りましょう。
●運動の重点
・子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安
　全利用の確保
・高齢運転者などの安全運転の励行
・夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの
　危険運転の防止
・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

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

　新しい被保険者証を、９月中旬以降に世帯主宛て
特定記録郵便で郵送します（窓口交付の方には別途
お知らせします）。新しい保険証の色は『灰色』で
す。古い被保険者証は返却不要ですので、各自で破
棄してください。
　10月以降に医療機関を受診する際には、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】国保市民課☎3５－２１8６

子育て講座・イベントにご参加ください

◎たまごパパ＆ひよこパパのためのパパスクール
　ママだけではなく、『チーム家族』で楽しく子育
てするコツ、知りたくありませんか？
●日時／10月３日（土）午後１時3０分～３時3０分
●場所／Y2ぷらざ３階　研修室３
●対象／子どもが生まれる予定または１歳未満の子
どもを持つ父親（夫婦での参加可。託児要相談）　
●費用／無料　●定員／15組　
●申込期限／９月25日（金）
【申込み・問合せ】特定非営利法人ファザーリング・
ジャパン東北（林さん）☎０8０-１６97-9５５６

◎横手市在住の方限定！　秋冬こども服リサイクル
おたのしみパック
　募集したこども服リサイクル品の中からスタッフ
が厳選したものを『おたのしみパック』として用意
し、お申し込みいただいた方にお譲りします。
《リサイクル品の受付》
●期間／９月14日（月）～10月18日（日）午前９時～午
後５時※休館日も受付します。　
●場所／Y2ぷらざ２階　児童センター
●募集品目／ロンパース、１3０㌢までの長袖、長ズ
ボン、スカート、アウター※下着、小物は不可
《譲渡申込受付》
●期間／10月19日（月）～25日（日）午前９時3０分～午
後４時※先着のため、申込時点で希望サイズがない
場合があります。サイズの有無は、電話申込み開始
後に『子育て情報サイトはぐはぐ』に掲載します。
●受け渡し／10月26日（月）～11月13日（金）午前９時
～午後５時
【申込み・問合せ】横手市子育て支援センター☎3２-２4２６

９月・10 月は国土交通省の
自動車点検整備推進運動強化月間です

　クルマの日常点検や定期点検を、きちんと行って
いますか。日頃こまやかな点検を行っていれば、運
転中のトラブルの多くは回避できます。クルマの健
康管理は、クルマを守るだけでなく、人の命や環境
も守ることにつながります。安心安全のためにクル
マの点検をお願いします。クルマの点検について詳
しくは『自動車点検整備推進協議会』のホームペー
ジをご覧ください。
【問合せ】東北運輸局秋田運輸支局☎０１8-8６3-５8１4

『観光業に求められる変化と進化』を
テーマにした観光セミナーを開催します

　新型コロナウイルス感染症の影響下において、変
わることを求められつつある、観光業についてのセ
ミナーを開催します。観光業に携わっている方のほ
か、関心のある方もぜひお申込みください。
●日時／９月28日（月）午後２時～３時30分予定
●場所／横手プラザホテル２階　慶雲の間
●講師／未来基地㈱代表取締役　高橋佑輔　氏
　　　　※講師はオンラインで参加します。
●定員／先着30人　
●申込期限／９月２２日（火）
【申込み・問合せ】（一社）横手市観光推進機構
☎38-8６５3

朝倉公民館講座『中山人形絵付け体験』
参加者募集

　年賀切手の図柄としてもおなじみの郷土玩具、中
山人形。そのルーツや特徴について、専門家のお話
と、唯一の継承者である樋渡徹さんを講師に、絵付
け体験を行います。
●日時／10月６日（火）午前10時～正午
●費用／１,６００円　
●定員／10人（要事前申込み）※聴講お
よび見学は申込不要、無料
●申込開始／９月１7日（木）
【申込み・問合せ】あさくら館☎3５－２１38

南部シルバーエリア
基礎からの陶芸教室＆料理教室

◎基礎からの手びねり陶芸
●期間／10月・11月の毎週木曜午後１時～３時（全９回）
●内容／玉、ひも、タタラ（板）による器づくり
●対象／陶芸を始めたい方など初心者
●費用／9,9００円（粘土、釉薬、焼成代含む）
●定員／10人　
●募集開始／９月15日（火）午前９時～

◎料理教室
●日時／10月17日（土）午前10時～
●内容／鶏肉のネギだれ焼き、甘口厚焼き卵焼き、
かんたんのり巻き、アップルパイ
●費用／１,１００円　
●定員／15人
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具、マスク、
持ち帰り用のタッパー、保冷剤など
※感染症対策のため、会場での試食はできません。
●募集開始／９月29日（火）午前９時
【申込み・問合せ】南部シルバーエリア☎２６－388０

災害ボランティア活動実践研修会を
開催します

　大規模災害が発生した際に、円滑な復旧と復興に
つながるよう、地域や住民、ボランティアなどに求
められる役割や、災害ボランティアセンターなどに
ついて学びます。
　新型コロナウイルス感染症対策により午前と午後
の二部制とし、どちらか一方への参加に限定させて
いただきます。詳しい内容などはお問い合わせいた
だくか、横手市社会福祉協議会のホームページをご
覧ください。
●日時／10月10日（土）午前の部：午前９時30分～正午
午後の部：午後２時～４時30分
●場所／平鹿生涯学習センター　
●定員／午前・午後各先着20人
●申込期限／10月２日（金）
【申込み・問合せ】横手市社会福祉協議会☎3６－５377

秋田大学公開講座「骨
こつそっちゅう

卒中って何？
～学んで防ごう！骨

こつそしょうしょう

粗鬆症と転倒～」
　骨粗鬆症の予防や効果的な運動について、理学療
法学を専門とする教授陣と一緒に学びましょう。
●日時／10月１６日（金）午後２時～４時30分
●場所／平鹿生涯学習センター　多目的ホール１
●定員／先着30人※要事前申込み
●費用／無料　
●講師／秋田大学医学部教授　岡田恭司　氏、助教　
齊藤明　氏、照井佳乃　氏
【申込み・問合せ】生涯学習課（秋田大学横手分校）
☎38－83０4

令和２年度
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

　申込方法など、詳細は（一社）秋田県障害者スポー
ツ協会のホームページをご確認ください。
●日程／11月７日（土）・８日（日）・１4日（土）・１５日（日）
●場所／秋田県心身障害者総合福祉センター（秋田市）
●対象者／18歳以上の県内在住者で、秋田県内で障
がい者スポーツ指導員として活動できる方
●受講料／無料※テキスト、資格申請費用など別途
●申込期間／９月18日（金）～10月16日（金）
【問合せ】（一社）秋田県障害者スポーツ協会
☎０１8－8６4－２7５０

秋田県育英会奨学生の
二次募集（在学採用）を行います

　新型コロナウイルス感染症の影響により、学費な
どの支援が必要となった学生に配慮し、奨学生の追
加募集を行います。
●対象／令和２年４月に大学・短大、専修学校へ進
学し、１年に在籍している方　
●申込期限／11月６日（金）必着
●奨学金の種類、貸与金額、人数／
①大学月額奨学金：月額５万円、100人程度
②多子世帯向け奨学金（子どもの数が３人以上）：
月額５万円、40人程度
③専修学校月額奨学金：月額５万円、若干名
※応募資格など詳細は、秋田県育英会のホームペー
ジで確認いただくか、お問い合わせください。
【申込み・問合せ】（公財）秋田県育英会☎０１8-8６０-
3５５２

お勤めしている方対象
『大曲技術専門校　在職者訓練』

①エクセルレベルアップ講習（中高年対象）
●期日／10月13日（火）・１4日（水）　●定員／10人
②パワーポイント講習　
●期日／10月19日（月）・２０日（火）　●定員／10人
③AUTOCAD操作術（基本編）
●期日／10月29日（木）・3０日（金）　●定員／10人
《共通事項》
●時間／午前９時～午後４時
●受講料／無料（テキスト代別途）
【場所・申込み】大曲技術専門校☎０１87－６２－６3２１

公共職業訓練（ハロートレーニング）
受講生募集

●訓練科／①金属加工技術科（１０人）
　　　　　②住宅リフォームデザイン科（１５人）
●会場／ポリテクセンター秋田（潟上市）　
●訓練期間／11月５日（木）～令和３年４月28日（水）
●受講料／無料（テキスト代は自己負担）　
●応募資格／ハローワークに求職申し込みをしてい
る方で、新たな技術・技能を身につけて再就職を希
望する方
●申込期限／９月30日（水）
【問合せ】秋田職業能力開発促進センター
☎０１8－873－3１78

農業技術を習得し就農を目指す
研修生を募集します

●研修期間／令和３年４月～令和５年３月（２年間）
●定員／５人　
●応募条件／申請時点での年齢制限あり。詳細は市
ホームページ（番号000022705）をご確認ください。
●申込み／上記市ホームページから申請書類をダウ
ンロードして申込み
●その他／研修奨励金あり
【問合せ】食農推進課☎3５－２２６7

土地家屋調査士による
無料相談会を開催します

●日時／10月３日（土）午前１０時～午後３時
●場所／サンサン横手および湯沢生涯学習センター
●内容／土地の分筆・合筆、地目変更、建物の新
築・増築・滅失などの登記に関する相談、土地の境
界に関することなど
●その他／新型コロナウイルス感染症の影響により
中止となる場合があります。相談希望の方は前日ま
でに開催の有無をお問い合わせください。
【問合せ】秋田県土地家屋調査士会横手支部☎3２－
7２8２または湯沢支部☎０１83－５２－388６

難病患者さんとその家族対象
医師と専門職による難病医療相談会

●日時／10月３日（土）午後１時30分～３時30分
●場所／横手保健所
●対象／筋・神経系疾患、免疫系疾患、血液系疾患
の難病患者とその家族
●内容／事前申込みによる個別相談
●申込期限／９月25日（金）
【申込み・問合せ】横手保健所健康・予防課☎3２－4００６
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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

９月20日(日) 　　平鹿総合病院(鈴木医師) 32-5124 平鹿総合病院(佐藤医師) 32-5124

９月27日(日)
　　市立横手病院(曽根医師) 32-5001

平鹿総合病院(石橋医師) 32-5124
　　平鹿総合病院（湯浅医師※整形外科のみ） 32-5124

10月４日(日) 　　平鹿総合病院(浅野医師) 32-5124 平鹿総合病院 32-5124

横手図書館……９月16・23・30日、10月１日
増田図書館……９月15・22・29日、10月１日
平鹿図書館……９月15・22・29日、10月１日
雄物川図書館…９月16・23・30日、10月１日
大森図書館……９月15・22・29日、10月１日
十文字図書館…９月16・23・30日、10月１日
山内図書室……９月19～22・26・27日、
　　　　　　　10月３・４日
大雄図書室……９月20～22・27日、10月４日

横手市公文書館…………９月20～22・27・28日、
　　　　　　　　　　　10月４・５日
横手市民会館……………９月15・22・23・29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23・28日、10月５日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………９月16～18日
ゆとり館…………………９月15・22・29日
ゆとりおん大雄…………９月17日、10月１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…………………９月16・20～23・30日
　西部…………………９月19～22・26・27日、
　　　　　　　　　　10月３・４日
　南部…………………９月19～22・26・27日、
　　　　　　　　　　10月３・４日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………９月23・28日、10月５日
南部シルバーエリア…９月23・28日、10月５日

増田町診療所（耳鼻咽喉科）

　９月16・23・30日／13：30～15：30

大沢診療所（内科）

　９月28日／13：30～15：00

三又へき地診療所（内科）

　９月29日／13：30～16：30

　※９月15日は休診します

上平野沢へき地診療所（内科）

　９月24日　　吉谷地／13：00～15：00

◎法律相談

　※事前の予約が必要です。電話での相談になる場合があります。

　９月16日（水）／市役所本庁舎（13：00～15：00）

　（問合せ／生活環境課☎35-4099）

　９月16日（水）／大森コミュニティセンター（10：00～12：00）

　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）

　９月23日（水）／担当弁護士の事務所（13：00～15：30）

　（問合せ／生活環境課☎35-4099）

　９月28日（月）／平鹿町ゆとり館（10：00～12：00）

　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）

◎行政相談（問合せ／生活環境課☎35-4099）

　※９月開催予定の行政相談は、全て中止となりました。

◎人権相談（問合せ／生活環境課☎35-4099）

　９月23日（水）／条里南庁舎（9：00～12：00／13：00～16：00）

◎49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24日（木）／大森庁舎（9：30～12：00）

◎生活困窮、ひきこもり、自立支援等に関する相談

　（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（9：00～17：00）

◎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）

　※当分の間、原則、電話で相談を受け付けします

月日・地域 場　所 受付時間

９月16日（水）
横手

第一生命保険㈱
秋田支社横手営業オフィス 　9：45～11：45

９月17日（木）
横手 協同組合横手卸センター 13：15～16：00

※原則400ｍｌのみの受付となります。

横手市医師会だより おぎわら内科診療所　荻原　忠　医師
『高齢者施設の新型コロナウイルス感染対策（その２　在宅系）』
　在宅系（ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイなど）では、利用者とケアスタッフと周
囲の環境を遮断することができません。1人の利用者と複数のサービス、複数のスタッフが網目
のように広くつながっているからです。普段の感染対策は手洗いとマスク、近隣に『コロナ』が
発生していれば、さらにガウンなどの装備が必要です。感染対策を徹底しながらサービスを継続
し、確実に危険な時は一時的にサービスを中断して代替策を実行します。広域的な感染管理は、
いかに早く情報が行政に届き、感染経路にストップをかけることができるかにかかっています。
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『秋田　横手　ゆかりの書画人展』

▼～３０日、10：00～、横手公園展望台
『Ｈｅｌｌｏ，ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ展』

▼～１０月４日、10：00～、増田まんが美術館

『19世紀末！！
　～ミュシャの時代の作家たち～』

▼～10月11日、9：30～、県立近代美術館

2020秋田ふるさと村
『アート＆クラフトフェア』

▼～２２日、9：30～、秋田ふるさと村
　　（１９日のみ１２：００～）

『健康まつり２０２０』

▼ 9：00～、横手体育館
『コレクション展
　秋田蘭画～“出会い”の絵画』

▼～１１月３日、9：30～、県立近代美術館

◎３つの『密』に要注意！　クラスター（集団）発生を防止しましょう
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、引き続き、咳エチ
ケット、手指衛生などに加え、３つの密を避けてください。
①『密閉』空間にしないよう、こまめな換気を！
②『密集』しないよう、人と人との距離を取りましょう！
③『密接』した会話や発声は避けましょう！

◎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／市収納課☎32‐2518

※掲載している情報は、９月３日（木）現在の
ものです。情勢によりイベント情報や休館
日などが変更になる場合があります。
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