時間を忘れ、夢中でワラビ採りをする参加者（三又わらび園・上）
使われなくなったバス待合所を移築利用した直売所は、ログハウス風で山の雰囲気たっぷり（左）
営業：土日、祝日の午前８時から正午まで

2010（平成 22 ）年
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主な内容

●平成21年度予算執行状況…２〜３ ●市政の窓（チャレ
ンジデー、まちづくり講演会ほか）…４〜５ ●行政情報
便（市からのお知らせ）…６〜９ ●地域の話題・ニュース
東西南北…10〜11 ●情報・いどばたプラザ…12〜14

にぎわう山菜王国、芝桜も満開に
山内三又地区にわらび園と直売所がオープン！

○三又わらび園（７月下旬まで）

・問合せ／三ツ又温泉 53‑5100

○黒沢わらび園（〜６月下旬まで）

・問合せ／黒沢わらび生産組合 森田さん
53‑3273
※両園とも入場料は1,500円で要予約

山内三又地区に整備を進め
てきた﹃三又わらび園﹄がオ
ープンし︑県内外の観光客を
楽しませています︒園の広さ
は約２㌶で︑初心者でも採り
やすい緩やかな斜面が特徴︒
昨年オープンした﹃黒沢わら
び園﹄に続き︑市内では２つ
目となる観光ワラビ園です︒
５月 日には宮城県からの
バスツアーが企画され︑ 人
が本場のワラビ採りを楽しみ
ました︒仙台市から参加した
松尾えみ子さんは﹁やっぱり
山内のワラビは他とは違う︒
後で料理するのが楽しみ﹂と
意気揚々︒わらび園を管理す
る三又営農生産組合の石沢英
夫組合長も﹁少しでもお客さ
んに満足してほしい︒地域お
こしをしながら自分たちもま
すます元気になりたい﹂と話
し︑最後まで参加者をうれし
そうに見守っていました︒
また︑三又地区の有志が地
元の野菜や山菜などを扱う直
売所を今年開設︒６月５日に
は︑同所で地区をあげての山
菜市が開かれ︑旬の味を求め
る人でにぎわいました︒
山菜︑いものこ︑いぶりが
っこ
︒そして︑山を彩る
芝桜︒人々のあたたかさと︑
自然の恵み豊かな山内から１
年中目が離せません︒
29

40

■お知らせします 平成21年度予算の執行状況

【３】地方債と一時借入金の現在高

特別会計

（普通会計分/平成22年3月31日現在）

□特別会計とは… 特定の歳入歳出を普通会計と区
別して処理するための会計です。特別会計の設置は、
法令や市の条例により定められています。

■地方債現在高
市が行う大規模な建設事業などの資金として借り入れ
たもので、利子とともに年度を越えて返済しています。

（平成22年3月31日現在）

地方債の名称
総
務
債
民
生
債
農林水産業債
土
木
債
消
防
債
教
育
債
そ
の
他
合
計

予算額
会

計

別

収入済額

収入率

支出済額

執行率

113億5,028万円
国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

102億7,102万円

90.5%

101億6,036万円

89.5%
6,170万円

3,972万円

64.4%

3,896万円
63.1%
8億3,027万円
後期高齢者医療特別会計

8億2,143万円

介護保険特別会計
特別養護老人ホーム
特別会計
介護老人保健施設特別会計

介護サービス事業特別会計

指定通所介護事業特別会計

65億2,912万円

5億8,349万円

53.2%

71.9%
7億8,846万円
5億5,255万円

3億9,154万円

70.9%

4億4,514万円

80.6%
2,395万円

2,231万円

93.2%

2,026万円

84.6%
7,497万円

9,735万円

129.9%

6,839万円
91.2%
8億8,021万円
市営温泉施設特別会計

8億5,155万円

96.7%

7億5,396万円
85.7%
34億8,405万円
下水道事業特別会計

18億7,844万円

53.9%

90.3%
31億4,563万円
4億2,952万円

集落排水事業特別会計
浄化槽市町村整備推進事業
特別会計
財産区特別会計 ※１

2億9,447万円

68.6%

3億6,007万円

83.8%
6,754万円

5,499万円

81.4%

4,778万円

70.7%
1,684万円

2,540万円

150.8%

1,126万円

66.9%

※１財産区特別会計…
横手町四町財産区特別会計・横手地域財産管理特別会計
前郷地区特別会計・西成瀬財産区特別会計
醍醐財産区特別会計・里見財産区特別会計
福地財産区特別会計・舘合財産区特別会計
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■市民１人あたりの残高

市税は、市民の皆さんや事業所などから納めていた
だいた税金であり、市の事業を行う上で欠くことの
できない貴重な財源となっています。なお、入湯税
は、観光施設や消防施設の整備、観光振興事業など
にあてられます。
入湯税
8,961万円
（1.1%）

軽自動車税
2億2,656万円
（2.8%）
市たばこ税
5億4,518万円
（6.6%）

その他
2,347万円
（0.3%）

80億
円
39億1,426万円

合計

82億3,290万円

企業会計

【貸借対照表】
（平成22年3月31日現在）
資産の部
負債・資本の部
固 定 資 産 77億5,476万円 流 動 負 債
2億9,466万円
流 動 資 産 41億7,037万円 資 本 金 115億5,969万円
剰 余 金
7,078万円
合

計 119億2,513万円 合

【損益計算書】
費
医 業 費 用
医業外費用
当期純利益
特 別 損 失
合
計

計 119億2,513万円

（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）
用
収
益
65億8,665万円 医 業 収 益 63億1,322万円
1億6,086万円 医 業 外 収 益
4億7,282万円
3,852万円
1万円
67億8,604万円 合
計 67億8,604万円

合

計 243億3,367万円 合

【損益計算書】
費
営 業 費 用
営業外費用
当期純利益
特 別 損 失
合
計

用

計 243億3,367万円

（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）
収
益

12億2,538万円
3億7,399万円
9,064万円
557万円
16億9,558万円

営 業 収 益
営業外収益

16億1,972万円
7,569万円

特 別 利 益
合
計

17万円
16億9,558万円

市民税
31億3,806万円
（38.1%）

条例の規定により、平成22年３月31日時点における

市財務部財政課（

【１】収入・支出の状況
普通会計
普
通
予算額

604億 737万円

これまでに収まった額

460億1,642万円

（予算に対し76.2％）

平成21年度の市税の内訳

■市民１人あたりにすると…
軽自動車税
2,236円
市たばこ税
5,380円

合計

81,240円

35‑2167）

（平成22年3月31日現在）

固定資産税
42億1,002万円
（51.1%）

■水道事業

【貸借対照表】
（平成22年3月31日現在）
資産の部
負債・資本の部
固 定 資 産 217億3,910万円 流 動 負 債
2億5,369万円
流 動 資 産 25億9,457万円 資 本 金 164億5,437万円
剰 余 金 76億2,561万円

横手市「財政報告書」の作成および公表に関する

■問合せ

■一時借入金現在高

□企業会計とは… 市などが行う公営企業の会計の
ことで、水道・病院・ガス・電気など地方公営企業
法の適用を受ける公営企業のうち、横手市では病院
事業（横手病院と大森病院）と水道事業が対象とな
ります。
■病院事業

平成21年度
予算の執行状況
内容は、市のホームページにも掲載しています。

50万7,098円

借 入 限 度 額
借 入 現 在 高

お知らせします

平成21年度の予算執行状況をお知らせします。

（101,340人／平成22年3月31日住民基本台帳人口）

78.2%

92.0%
76億8,410万円
10億9,619万円

金
額
43億7,066万円
15億3,305万円
52億6,462万円
126億4,212万円
8億8,199万円
44億7,765万円
222億1,918万円
513億8,927万円

【２】市税の内訳

その他…衛生債・労働債・災害復旧債・臨時財政対策債など

98.9%

8億1,775万円
98.5%
83億5,254万円

3

財政公表

入湯税
884円

その他
231円

市民税
30,966円

固定資産税
41,543円

（101,340人／平成22年3月31日住民基本台帳人口）

□出納整理期間
市の会計年度は４月１日から３月31日までですが、
それまでに確定した収入や支出の手続きは５月31日
までに完了することになっています。この４月から
５月までの２か月間を出納整理期間といいます。

○市税

82億3,290万円
○地方消費税交付金
9億5,032万円
○地方交付税
206億2,427万円
○分担金・負担金
4億
33万円
○国庫支出金
68億2,534万円
○県支出金
21億7,202万円
○財産収入
1億6,447万円
○繰越金
17億7,520万円
○市債
7億 220万円
○その他
41億6,937万円
（その他…交付金、諸収入等）

【歳 入】

これまでに使った額

478億9,280万円

（予算に対し79.3％）
○総務費
○民生費
○衛生費
○労働費

61億9,517万円
103億2,509万円
47億5,813万円

3億2,348万円
○農林水産業費
22億 129万円
○商工費
19億5,061万円
○土木費
65億8,969万円
○教育費
47億3,077万円
○公債費
79億3,336万円
○その他
28億8,521万円
（その他…議会費、消防費等）

【歳 出】

□普通会計とは…
個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なることから、
自治体間の財政比較ができるようにするため、地方財政統
計上で共通して用いられる会計区分で、横手市では一般会
計・土地区画整理事業特別会計・障害者支援施設特別会計
の３つの会計を合わせたものを普通会計としています。
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43.9％（8,973人）

※結果の数値は、人口に対する参加率（参加人数）。
参加率の高い地区が勝利地区（
）となる。

団は大小の丸太を縄で結んで
組み上げて水勢を緩和する︑
秋田県伝統の水防工法﹃川倉
工法﹄を行いました︒
市内には︑雄物川をはじめ
大きな河川と支流が縦横に張
りめぐらされており︑出水時
の備えは大事な防災活動のひ
とつ︒団員たちは真剣な表情
で︑各々の作業を確かめなが
ら訓練に臨んでいました︒

など 本の桜の木を植樹︒ま
た︑６月６日には平鹿町醍醐
のいこいの森で︑周辺集落の
市民が子どもや孫の誕生︑結
婚︑厄年などを記念してケヤ
キやオオヤマザクラなど 本
の広葉樹を植えました︒
自然への感謝や︑緑を次代
につなごうとの思いを込めて
植えられた木々が︑豊かな森
になる日が楽しみです︒

秋田県水と緑の森づくり県民提案事業

市内４事業採択され︑市民が植樹

６月５日︑横手市水防訓練
が雄物川の大上橋下流右岸に
ある大雄運動広場で実施され
ました︒
訓練は﹁県南部が豪雨に見
舞われ︑雄物川が指定水位を
超えて増水したため︑水防警
報が発令された﹂との想定で
行われ︑市内の８消防団から
２３３人が参加︒想定される
水位の変化に応じて︑各水防
工法に取り組みました︒
平鹿︑大森消防団は堤防法
面の崩壊を防ぐ﹃シート張り
工法﹄︑横手︑山内消防団は
出水時の最も基本的な対策と
なる﹃積み土のう工法﹄を実
施︒また︑増田︑雄物川︑十
文字消防団は重しを付けた樹
木を流して水の勢いを和らげ
る﹃木流し工法﹄︑大雄消防

大雄消防団は17本の丸太を縄で組む川倉工法を実施
迅速かつ確実に工法に取り組む消防団員
（積み土のう工法を行う山内消防団）

64
平鹿町醍醐のいこいの森で64本の記念樹が植 長く愛される桜の名所を思い描
き苗木を植える増田小児童
えられた『自然に感謝する植樹祭』

平成22年度 横手市水防訓練

県の
﹃水と緑の森づくり税﹄
を活用して︑森づくり推進事
業として募集した県民提案の
補助事業に︑市内から４事業
が採択され︑このうち植樹の
３事業が５月から６月にかけ
て実施されました︒
事業採択されたのは︑㈱増
田町物産流通センターの古家
沢口地区での植樹︑増田小学
校の吉野桜の植樹︑平鹿町・
明沢郷党保有講のいこいの森
周辺への植樹︑横手川水環境
を考える会の森林体験事業の
４つで︑森林体験は秋頃に開
催が予定されています︒
５月 日には︑増田小学校
の５︑６年の児童が増田町吉
野地内の山林にソメイヨシノ

50

まちづくりに活かせる
各地域の資源を自分たちで確認

久留米市田主丸町地区

計

出水時に備え、工法確認
28

地域づくり協議会委員などが参加しワークショップ

横手市十文字地区

31.3％（4,328人）

68.7％（5,860人）

26

地域資源を再確認した地域づくり協議会委員の研修会

会委員など 人が参加︒﹃ま
ちづくりの種
︵資源︶を出し合
おう﹄をテーマに︑参加者が
協力しながら課題に取り組み
ました︒
課題は︑各地域のまちづく
りに活かすことができる地域
資源を５つ選び出すこと︒講
師から﹁地域の中には︑他に 用意された大きな白地図は︑
誇れる資源が必ずある﹂との どの地域も隙間がなくなるほ
提言を基に︑８地域に分かれ どの事柄が書き込まれていき
て自分たちの住み慣れた地域 ました︒その後︑その資源は
の資源を掘り起こすことから 地域固有の財産なのか︑他地
作業が開始されました︒
域に存在していないかなどを
参加者から︑地域の自然や 検証し︑最終的に各地域から
場所︑行事︑人材などが資源 独自の〝地域資源〟５つを絞
として次々に挙げられると︑ り込んで発表されました︒
参加した委員からは︑﹁地
と︑約１００人の参加者は過 域づくりとは具体的にどうす
疎のまちが活気づいた事例な ることなのか悩んでいたが︑
どに深い関心を示した様子で︑ 考え方の糸口がみつかった﹂︑
講演後は講師へ質問や意見が ﹁横手の素晴らしさを再確認
活発に出されました︒
できた︒協力しながら地域づ
くりを進めていきたい﹂など
の感想が発表されました︒
今回の研修を契機として︑
各地域の地域づくりが具体化
されることが大いに期待され
ます︒

みやこ町豊津地区

４月に︑新たな地域自治を
進めるために８地域に設けら
れた
﹃地域づくり協議会﹄︒そ
の２回目の協議会が５月中に
相次いで開催され︑新たなま
ちづくりの取り組みが本格的
に動き始めました︒
６月５日には︑秋田県南Ｎ
ＰＯセンターが主催するまち
づくり講演会と︑地域づくり
のためのワークショップが︑
いずれも平鹿町を会場に開催
され︑多くの地域づくり協議
会委員が参加しました︒
平鹿農業者トレーニングセ
ンターで開催されたワークシ
ョップには︑地域づくり協議

参加２回目の大森地域が初勝利！

4
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横手市大雄地区

41.4％（2,272人）

71.5％（4,955人）

72

みやこ町犀川地区

それぞれ︑地域内の体育施設を開
放したりスポーツ大会などを企画し
たりして住民に参加を呼びかけ︒雨
で一部中止された行事もありました
が︑３地域合わせて１１︐７９８人
から参加の報告がありました︒
２回目の参加となった﹃大森地区﹄
は︑昨年の４︐１０１人を大きく上
回る５︐１９８人の参加で ・４％
の参加率を記録し︑見事にみやこ町
犀川地区に勝利︒
﹃十文字地区﹄︑﹃大
雄地区﹄
は︑参加率 ％以上の銀メダ
ルという結果でした︒
体力・健康増進だけでなく︑地域
の活性化にも一役買うこの催し︒来
年は︑さらに多くの市民の参加で盛
り上がるといいですね︒

市内３地域の対戦結果

５月 日︑自治体などがスポーツ
を行った住民の割合を競う﹃チャレ
ンジデー﹄が全国一斉に開催され︑
市内から３地域が参加しました︒
チャレンジデーは︑毎年５月最終
水曜日に実施される︑世界的な住民
参加型のスポーツイベント︒当日の
午前０時から午後９時までの間に︑
分以上継続して運動や体操に取り
組んだ住民の割合を︑人口規模ごと
に自治体︵旧自治体は地区として参
加可能︶間で競います︒
市内からは︑大森と大雄が人口１
万人未満の
﹃カテゴリー２﹄
︑十文字
は３万人未満の
﹃カテゴリー３﹄
に参
戦︒いずれも福岡県の地
区と〝対戦〟しました︒

３地域それぞれに特徴ある催しが企画されました。
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３地域の参加
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横手市大森地区

72.4％（5,198人）

たいゆう保育園

県南ＮＰＯセンターまちづくり講演会

体力づくり

講師の『まちづくり学校』
は、新潟県内外で市民参
加・協働のまちづくりに
携わるＮＰＯ団体

（左）参加者が着て
いるＴシャツは15
分間の運動を呼び
かけるデザイン。

〝先進地・新潟〟に学ぶ

に参加

チャレンジデー

６月５日︑平鹿生涯学習セ
ンターで開かれた﹃まちづく
り講演会﹄は︑ＮＰＯ法人ま
ちづくり学校︵新潟県︶を講
師に︑﹃みんなでつくるまち
づくりのカタチ﹄と題して行
われました︒
新潟県内で行われたまちづ
くりの実践事例が紹介される

５

／26 全国一斉に
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大森グラウンドゴルフ場
十文字Ｂ＆Ｇ海洋センター
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平成22年度版
子
『横手市子育てガイドブック』
をお届けします
育て
市では子育て中の世帯からのご要望にお応えし、昨年
に引き続き『横手市子育てガイドブック』と『横手市子
育てマップ』を作成しました。
今年度も小学校入学前の児童がいる世帯に順次お届け
するほか、第１子妊娠の際の母子手帳交付時や第１子出
生届提出時、市外からの転入届受理時等に窓口でお渡し
します。また市内各保育所、幼稚園、児童館、子育て支
援センターなどの児童福祉・教育施設にも備え付けてい
ます。
子育ての悩みがあった
場合や、子育ての仲間が
ほしいとき、子どもの遊
び場情報や病院情報が知
りたいときなど、お役立
ち情報が満載ですので、
ぜひご活用ください。
ガイドブックの掲載内
容は、市ホームページか
らもご覧になれます。
◆問合せ
市福祉環境部子育て支援課 (大森庁舎内) 35‑2133、
26‑2118、 kosodate@city.yokote.lg.jp
市ホームページ http://www.city.yokote.lg.jp

子
育て

採

平成23年４月採用予定

用 横手市立大森病院職員を募集します

元気なうちから介護予防

◆職種および採用予定人数 看護師 ３名
◆受験資格 次の要件を満たす方
・昭和55年４月２日以降に生まれた方
・採用後、通勤に支障のない範囲に居住できる方
・募集職種の免許を有する方、または平成23年３月ま
でに実施される国家試験により免許取得見込みの方
◆採用予定年月日 平成23年４月１日
◆試験期日 ７月10日（土）／市立大森病院
◆受付期限 ６月30日（水）必着
◆申 込 み 〒013‑0525 横手市大森町字菅生田245‑205
市立大森病院総務課 0182‑26‑2141
※試験案内・申込用紙は、市立大森病院にあります。郵
便で請求する場合は、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1 2 0 円切手を
貼った返信用封筒（角型２号）を同封のうえ、市立大
森病院総務課にお送りください。申込用紙等は市立大
森病院ホームページからもダウンロードできます。

地域包括支援
センターだより③

〜いつまでも活き活きと過ごすために〜

声をかけあって各種行事に参加すること
足腰が弱くなったり、病気にかかりやすくなった
りするようになると外出を控えがちになる傾向があ
ります。その結果、話す相手がいない、出かける場
所がないなど、いわゆる 閉じこもり になる人も
少なくありません。家の中に閉じこもっていると運
動不足になるだけでなく、社会とのかかわりや人と
のつながりも途絶えがちになってしまいます。
みんなで声をかけあってさまざまな行事に出かけ
てみましょう。
地域のお祭りや公民館の行事、健康の駅やいきい
きサロンなど、同じ世代や地域の人と交流すること

介護予防普及講座（受講無料）
◆期 間／７月〜10月、午前９時30分〜正午

東部地域包括支援センター（横手・山内）
35‑2160
西部地域包括支援センター（雄物川・大森・大雄） 35‑2135
南部地域包括支援センター（増田・平鹿・十文字） 35‑2177

で気晴らしができるだけでなく、さまざまな情報や
健康に関する知識を得るきっかけにもなります。
地域包括支援センターでは、介護予防についての
知識や技術を学ぶ『介護予防普及講座』（左下参照）
を開いています。昨年度の受講者からは「自分にも
簡単にできる運動や役割を見つけることができた」
とか「学んだことを広めたい」などという声が続々
と寄せられました。そして、さらに理解を深めてい
ただき、みんなで元気な地域づくりを目指すフォロ
ーアップ講座を５月25日から始めています。
外出が難しいとあきらめるのではなく、どうした
ら出かけられるかを一緒に考えましょう。そのため
には、みんながお互いさまの気持ちで批判せず、む
しろ来てくれたことに感謝しあうことで、行事に参
加しやすい環境づくりをしていくことが大切です。

◆会 場／平鹿生涯学習センター
◆対 象／横手市民で、期間中に行う４回の研修会
にできるだけ参加できる人。
◆申込期限／６月23日（水）まで
◆申込み／各地域包括支援センターまで（電話可）
※申し込み後、詳しい日程などをお知らせします

『子ども手当』の手続きはお済みですか？

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの成長を社会全体で応援することを目的に、４月から『子ども手当』制度
が始まりました。
新たに受給するには『認定請求申請』が必要です
昨年度まで児童手当を受給していなかった方が子ども
手当を受給するには、申請が必要です。
対象になると思われる世帯には４月下旬に申請用紙を
お送りしていますので、必要書類を添えて各地域局の担
当窓口に提出してください。なお、４月分からの手当を
すべて受給するには９月30日（木）までに申請していただ
く必要がありますので、お早めに手続きをしてください。
◆提出先 各地域局福祉担当窓口
※公務員の方にも申請書類が届いている場合があります
が、勤務先から支給されますので、市に申請書を提出
する必要はありません。詳しくは、勤務先にお問い合
わせください。
◆問合せ
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受給中の方は『現況届』の提出が必要です
子ども手当制度では、毎年６月から翌年の５月までを
一つの〝年度〟として取り扱います。
５月まで子ども手当を受給していた方が６月以降も引
き続き受給するためには、６月１日現在のお子さんの養
育状況を記載した『現況届』を提出していただく必要が
あります。対象となる方には、６月上旬に『現況届』用
紙をお送りしていますので、お早めに手続きをしてくだ
さい。
◆提出期限 ６月30日（水）
◆提 出 先 各地域局福祉担当窓口
※現況届の書類は、６月７日の支払前にお送りした支払
通知書に同封しています。
※４月以降に申請した方は、現況届の提出は不要です。

市福祉環境部子育て支援課（大森庁舎内） 35‑2133、または各地域局福祉担当課
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だれでも簡単！
みんなでＥＣＯ！

クールビズ実施中です

市では、暑さの厳しい夏場に仕事のしやすい服装
で勤務し、省エネを図るため、６月１日から９月30
日までをクールビズの励行期間としています。
これは、夏のオフィスの冷房設定温度を28度にす
ることで、排出する二酸化炭素の量を削減し、地球
温暖化の防止をしようという取り組みです。
市民のみなさんのご理解をお願いします。
◆市総務企画部人事課（本庁南庁舎内） 35‑2163

教育委員会短信
● 問合せ 教育総務課

５月

22‑2151

■５月定例教育委員会の審議内容（５月27日）
◎横手市スポーツ振興審議会委員の任命について承認
◎横手市体育指導委員の委嘱について承認
◎横手市立小中学校通学区域に関する規則の一部を
改正する規則について承認
◎平成23年度使用教科用図書採択手続きについて承認
※詳細は市のホームページに掲載しています。

ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン
あかりを消して大切なものをみつけよう 〜一人ひとりに、とっておきの夜が待っている〜
☆ＣＯ２削減／ライトダウン（消灯）キャンペーン
環境省の呼びかけで平成15年から行われているこの活動
は、ライトアップに馴れた生活の中、電気を消すことで、
いかに照明を使用しているかを実感し、地球温暖化につい
て考えることを目的としています。

☆６月21日(月)夏至ライトダウン！
☆７月７日(水)七夕ライトダウン！
両日の午後８時から10時までの２時間、照明を消して夜
本来の暗さを体験しましょう。家族団らんのひと時、灯を
消して会話を楽しむのもいいかもしれませんね。
No.113 2010( 平成 22年 ).6.15 市報よこて
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戦没者追悼式を開催します
めい

市では、戦争で亡くなられた方のご冥福と恒久平和を
祈念し、戦没者追悼式を開催します。一般の方の参加も
受け付けていますので、ぜひご参列ください。
◆日 時 ７月７日（水）午前10時
◆場 所 横手市民会館
◆問合せ 各地域局市民福祉課（横手地域局は福祉課）
山菜採りを
楽しむためにも
気をつけて！

山菜採りの季節です

入山時の遭難、事故が多発しています

山菜採りの季節に伴い、市内でも遭難や事故が多
発しています。入山する際は、次の点に気をつけて
〝安全第一〟で行動してください。
＝入山時の留意点＝
＊行き先や帰宅時間を家族に連絡しておきましょう。
＊天候や体調を考慮して行動しましょう。
＊単独行動はやめましょう。
＊食料や雨具を持ちましょう。
〜何かあったら 119番 へ〜
◆問合せ 総務企画部危機管理室(本庁北庁舎) 35‑2195
横手市消防本部総務課 32‑1111

募

集

〝農産物・特産品等の展示商談会、物産展〟への

出展登録者を募集します

首都圏等で年数回開催される展示商
談会や物産展に出展してみませんか。
展示商談会は、出展者とバイヤーとの
商談により〝食と農〟をつなぎます。
広域的な販路拡大の機会になりますの
で、ぜひご活用ください。
登録していただいた農業者、食品関連企業等のみなさ
んを支援し、優先的に商談会等の情報をお知らせします。
◆登録方法 市産業経済部マーケティング推進課へ直接
電話し、登録してください
◆募集期間 ６月15日(火)〜25日(金)
◆問 合 せ 市産業経済部マーケティング推進課（増田
庁舎内） 45‑5537

出展
ご連 希望者は
絡く
■近日開催予定の商談会
ださ
い！
催事名 第５回「アグリフードＥＸＰＯ 2010」

期 間 ８月３日(火)〜４日(水)
会 場 東京ビッグサイト 西２ホール

】 保険税(保険料)の通知書を７月中旬に送付します
【 国民健康保険・介護保険
後期高齢者医療保険

保
険料

国民健康保険税
国民健康保険税は、世帯内で国民健康保険に加入して
いる方の平成21年中の所得に基づいて計算され、世帯単
位で課税されます。また、世帯主の国民健康保険への加
入の有無にかかわらず、世帯主が納税義務者になります
ので、世帯主あてに納税通知書を送付します。
※平成21年３月31日以降に倒産や解雇などで失業し、
雇用保険の手続きをされている方は、国民健康保険
税の計算の際、失業された本人の給与所得を30％に
減額して計算する制度があります。手続きが必要で
すので、詳しくはお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険加入者に、平成22年度の保険料額
決定通知書を送付します。
保険料額は本人の平成21年中の所得に基づいて計算さ
れます。なお、６月に新規加入された方には、８月中旬
に通知書を送付します。

介護保険料
65歳以上のすべての介護保険加入者に、平成22年度の
保険料額決定通知書を送付します。
保険料額は本人の平成21年中の所得や世帯員の平成22
年度市県民税の課税状況に基づいて計算されます。
◆◇納付方法◆◇
納付方法は『納付書または口座振替で納付』と、受給し
ている年金の金額などの条件により該当になる『年金か
らの納付』がありますので、通知書が届いた際に納付方
法をご確認ください。
なお、国民健康保険税・後期高
齢者医療保険料については納付方
法を『年金からの納付』から『口
座振替』へ変更することができま
す。変更を希望する場合は手続き
が必要ですので、詳しくはお問い
合わせください（介護保険料の納
付方法は変更できません）。

主 催 株式会社日本政策金融公庫

◆問合せ

市財務部市民税課国保・介護保険担当（横手庁舎内） 32‑2510または、各地域局地域振興課税務担当

横手駅舎が移転します【６月28日から仮駅舎を設置します】
６月28日(月)から仮駅舎をご利用ください
横手駅舎の改築に伴い、６月28日(月)から現在
の駅舎の撤去工事を行います。工事期間中は仮駅
舎を利用してください。
仮駅舎は約１年の利用を予定しています
駅舎改築工事に併せて今後１年間、駅前広場な
ど駅周辺の整備を行います。横手駅をご利用のみ
なさんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。

※この工事は、国のまちづくり交付金を活用して駅東
西自由通路を整備し、駅舎を橋上化するものです。

自動車税の納期限は６月30日(水)
自動車税の納期限は６月30日(水)です
６月は自動車税の納期です。最寄りの銀行・郵便局・農協・
コンビニエンスストア等で忘れずに納付してください。
◆問合せ 県平鹿地域振興局県税部 32‑0595
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診

【横手駅周辺】

仮駅舎

旧駅舎
工事ヤード

タクシー
待機場所

◆問合せ
市建設部都市計画課（十文字庁舎内) 42‑5117
ＪＲ東日本東北工事事務所建築課 022‑266‑9662

検

バスのりば

＊一般歩行ルート

口座振替納税が便利！
県内の銀行・信用金庫・農協等の預金口座による口座振替
納税制度があります。申し込みはがきは各金融機関に備え付
けていますのでご利用ください。
※郵便局では口座振替はできません。
※口座振替は申込の翌年度から利用できます。

７月から始まります！

歯周疾患検診・成人歯科検診

生涯、自分の歯で楽しく食べられる
よう、７月から『歯周疾患検診』を実
施します。また、横手市における成人
の口腔保健状況に関する調査と歯科保
健向上のために、東京医科歯科大学と
の共催事業として『成人歯科検診』を実施します。
口腔の健康のためにぜひ、検診を受けましょう。
◆対象者
【歯周疾患検診】
今年度40歳・50歳・60歳・70歳になる方
⇒受診希望者には後日、受診通知書を送付します。
（申込みのなかった方も随時受け付けします）
【成人歯科検診】
今年度45歳・55歳・65歳・75歳になる方
⇒対象者全員に後日、受診通知書を送付します。
◆実施場所
市内協力歯科医療機関
◆受診費用
歯周疾患検診、成人歯科検診ともに無料
◆問合せ
市福祉環境部保健衛生課（大雄庁舎内） 35‑2185

予防
接種

日本脳炎予防接種を受けましょう

市では、平成22年７月から日本脳炎予防接種を実施し
ます。対象者へは、個人通知をしますので、各医療機関
で接種を受けましょう。
◆対象者
平成19年４月２日〜平成20年４月１日までに生まれた方
◆接種開始日 ７月１日から
◆実施場所
協力医療機関
◆接種費用
無料
◆問合せ
市福祉環境部保健衛生課（大雄庁舎内） 35‑2185また
は、各地域局市民福祉課(横手地域局は保健センター）
日本脳炎予防接種について
日本脳炎予防接種は、重篤な副作用が報告されたことに
より、平成17年５月から積極的な勧奨を控えてきました。
しかし、平成21年に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが新た
に承認されたことにより、平成22年４月から１期の標準的
な接種期間に該当する３歳から４歳に対して、勧奨が再開
されました。
ただし、これまで差し控えられていた１期・２期対象者
については、ワクチンの供給量が十分でないため、現時点
での勧奨は行っていません。

No.113 2010( 平成 22年 ).6.15 市報よこて
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Topics
発酵文化を次世代へ継承
わがじぇ

一列に並んで酒米（美山錦）の苗を手植えする参加者

■若勢 醸ん（come on）プロジェクト（横手）

■横手警察署による高齢運転教室（山内）

６月１日、境町上八丁で若者を集めた酒米の田植え体
験が行われ、増田高校の生徒や一般参加者ら約60人が参
加しました。これは、昔ながらの農作業を通して横手の
美田や美酒、発酵文化を後世（若勢）に伝えようと『よ
こて発酵文化研究所』が主催したものです。この日は晴
天に恵まれ、絶好の田植え日和。参加者は汗を拭いなが
ら丁寧に稲を植えていました。今後は、稲の花見や水田
の生物調査、稲の収穫をし、将来的には酒作りの過程で
できた酒かすなどを使った商品開発を目指します。

５月28日、山内体育館で高齢者向けの運転講習が開か
れ、地域の住民16人が参加しました。講習では、交通安
全指導車を使って運転適性や動体視力を検査したほか、
交通安全に関するビデオ鑑賞などを実施。土渕地区から
参加した木村チギさんは「運転して約40年になる。大切
な命を守るために安全運転に心がけたい」と真剣な表情
で受講していました。県南地区では５月13日までの15日
間で４件の死亡事故が発生し、14日に県内で初めて『ブ
ロック交通死亡事故多発警報』が発令されています。

夜間や飲酒状態を体験できるゴーグルを使って歩行する参加者

きれいな川をいつまでも

農業体験で、集落の活性化へ

■横手川にアユの稚魚を放流（横手）

■棚田オーナーツアー（大森）

６月６日、横手川の新旭川橋付近で、横手川漁業協同
組合と横手川水辺のふれあいフェスタ実行委員会が、地
域住民ら約100人とともにアユの稚魚を放流しました。
このイベントは、きれいな横手川を守ろうと毎年行われ
ているもので、今回は横手川等のクリーンアップの日に
合わせて開催。参加者は、ゴミや流木などが取り除かれ
てきれいになった横手川に、50㌔・約７万匹の稚魚を放
流しました。横手川の恵まれた自然は私たちの大切な財
産です。みんなで力を合わせて保全に務めましょう。

大森町八沢木の塚須沢集落で『棚田オーナーツアー』が
５月29日に行われ、市内外から親子連れなど22人が参加
しました。これは、農業体験の場を有料で提供すること
で集落（中山間地）の活性化に結びつくかどうかを検証す
るため、県の実証事業の一環として行われたもの。
参加者は農家の方から植え方を習ったあと、慎重な足
取りで棚田の中へ。足を取られないように気をつけなが
ら、少しずつ丁寧に田植えを行い、楽しみながら〝農業〟
を体験していました。

手植え作業をする土田早苗さん（左）と、泥まみれで頑張る参加者（右）

漁協単独でも100㌔を放流し、計150㌔の稚魚が横手川に放されました

藤巻集落で伝統行事『厄神立て』
（大雄）

５月30日、市無形民俗文化財の伝統行事『厄神立て』
が大雄・藤巻集落で行われました。今年は〝 厄神様 〟
は、骨組みの材木が例年より３割ほど太く、昨年にま
して重く堂々たる姿に完成。集落内で、地域の方々が
無病息災や豊作などを祈った後、地域の若衆が交代で
背負い、１㌔ほど離れた立て場に祀られました。
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転ばないように そぉ〜っと、そぉ〜っと。

本気でやる農業体験ツアー

思いやりの心を花に託して

■女優・土田早苗さんが田植え作業（十文字）

■〝人権の花〟運動（雄物川）

俳優の永島敏行さんが企画し、今年で20年目を迎える
『本気でやる農業体験ツアーinじゅうもんじ』が、６月５
日に十文字町新関地内で行われました。永島さんは田植
え作業に参加できませんでしたが、女優の土田早苗さん
や首都圏などから訪れた20人と地元の参加者で、約10㌃
の田んぼに田植え作業を行い心地よい汗を流しました。
土田さんは「きれいな空気のもと、みんなで作業するの
は楽しいですね」とうれしそうに話していました。秋に
は稲刈りやくい掛けなどの農作業を行う予定です。

やく じん

11

安全意識を高め、ゆとりある運転を

かも

レンゲツツジ観察会

（雄物川）

５月28日、鍛冶台いこいの森でレンゲツツジ観察会
が行われました。28人の参加者は雨露にぬれた新緑の
森を散策し、湿原に生息するミツガシワの白い花など
を観賞しました。春先の天候不順で、山の植物は生育
状況が遅れぎみ。約５千本のレンゲツツジが散策路の
両側を彩ると、色鮮やかないこいの森になります。

５月31日、横手人権擁護委員協議会と雄物川北小学校
の児童による〝人権の花〟植えが同校で実施されました。
この日は、人権擁護委員７人と５年生39人で、用意され
た120個のサルビアやニチニチソウの花の苗をプランタ
に一つひとつ丁寧に植栽しました。
６月１日は法務省が定めた『人権擁護委員の日』。児童
たちは、今回の体験をとおして思いやりや命の大切さな
どを、花の成長とともに学んでいきます。この〝人権の
花〟植えは、６月18日まで市内の４校で行われます。

緑の中を歩こう会

（大森）
５月23日、大森芝桜フ
ェスタ期間中に併せて開
催された、緑の中を歩こ
う会。大森リゾート村を
発着点に、親子連れなど
90人が参加しました。
参加者は初夏のさわや
かな風を感じながら、見
ごろを迎えた色鮮やかな
芝桜や、新緑を満喫。約
５㌔のコースを思い思い
のペースで散策。終始、
元気いっぱいに前へ前へ
と歩く〝疲れ知らず〟の
子ども達の元気な姿が印
象的でした。

人権の花 の看板も設置されました

大森ワイン新酒発表パーティー（大森）

５月19日、大森ワインの発売を祝う新酒発表パーテ
ィーがさくら荘で開催されました。会場では、ワイン
に合うように作られた〝大森産シイタケ〟をふんだん
に使った料理も振舞われ、訪れた約2 0 0 人の参加者た
ちは、一足早く、今年発売される大森ワインの味を堪
能しその出来栄えを楽しみました。
No.113 2010( 平成 22年 ).6.15 市報よこて
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催
し

教科書展示会を開催します

講
横手市民
﹃食のアカデミー﹄
座 地産地消料理講習会６月期
初夏の横手産野菜を使った料
理講習会です︒
◆日時／６月 日︵水︶午前 時
〜午後１時
◆場所／大雄ふれあいホール
◆定員／先着 人
◆参加費／５００円︵材料代︶
◆申込開始／６月 日︵木︶午前
９時
◆申込み／よこて﹃食のアカデ
ミー﹄

３５︲２１９３

平成 年度に使用する教科書
市内を巡る﹃半日観光﹄
催
の見本を展示します︒各教科書
し に参加してみませんか
会社から出版された教科書を実
◆日時／７月７日︵水︶午前８時
際にご覧いただけます︒
分〜
◆期間／６月 日︵金︶〜７月１
◆集合場所／市役所南庁舎向い
日 木
( ︑)午前９時〜午後５時
防雪センター前駐車場
分※土日も開催
◆コース／金沢コース︵大鳥井
◆場所／あさくら館
山遺跡︑金沢資料館︑金沢八幡
◆問合せ／市教育センター
宮︑金洗清水︑
十六羅漢など︶
２４︲１３２１
◆定員／先着 人

講

ひとり親家庭の方対象
◆参加費／１００円︵金沢資料

座 調理師試験対応講習会
館入館料︶
◆日時 ／ ７月５日︵月︶・７日︵水︶
・ ◆申込み／市産業経済部観光物
９日
︵金︶
︑
午前９時〜午後５時
産課 ３３︲７１１１
◆場所／かまくら館
◆定員／ 人
催 パッチワークキルト展を
◆受講料／無料
し 開催します
︵テキスト代３︐０００円︶
◆期間／６月 日︵火︶〜７月
◆申込期限／６月 日 金
( )
日
︵火︶︑午前９時〜午後４時
◆申込み／市福祉環境部子育て
分※最終日は正午まで
支援課 ３５︲２１３３

７月 日︵火︶
〜 日︵火︶︑郵
お 知 国家公務員Ⅲ種︵税務︶
らせ
試
験
送
または持参・７月 日︵火︶
仙台国税局の職員募集です︒
〜８月３日︵火︶
◆受験資格／平成元年４月２日 ◆第１次試験／９月 日︵日︶
〜平成５年４月１日生まれの方
◆問合せ／ 仙台入国管理局総務課
◆期間／ ６月 日︵火︶〜 日 火(︶
０２２︲２５６︲６０７６
◆受験案内／横手税務署で配付
◆問合せ／人事院東北事務局
お 知 ６月 日から貸金業法が
０２２︲２２１︲２０２２ ら せ 変わります

お知
入国警備官採用試験
らせ
仙台入国管理局の入国警備官
募集です︒
◆受験資格／昭和 年４月２日
〜平成５年４月１日生まれの方

22

社会的ひきこもりなど︑困難
講 横手市雇用創出協議会
を抱える若者への理解を深め︑
座 各種セミナー等のご案内 本人や家族に対して身近な相談
︻面接にも役立つビジネスマナー講習︼ 相手となっていただく県民ボラ
ンティアを募集します︒
◆定員／ 人
◆応募要件／県内在住で養成講

23

お勤めされている方を対象と
した講習会です︒
◆内容／簡単帳簿作成講習
◆日時／ ７月 日 水(︶
・ 日︵木︶

座
︵全６回︶を受講し︑自立支
◆場所／ 横手公園展望台︵横手城︶ ◆申込み／横手市雇用創出協議
会事務局︵市商工労働課内︶
援が可能な方
◆入場料／１００円
４５︲３９９０
◆申込期限／８月６日︵金︶
◆問合せ／横手公園展望台
◆申込み／県生活環境部県民文
３２︲１０９６
化政策課
お 知 事業主の皆様へ
ら せ 求人提出のお願い
０１８︲８６０︲１５５２
催 みはらしミニコンサート
来春の高卒者を対象とした求
し を開催します
人の受付が６月 日より開始さ お 知 成熟型社会対応サービス
佐藤郁子氏の電子ピアノ演奏に
れます︒優秀な人材の確保と地 ら せ 産業推進事業
よるミニコンサートを開催します︒
元定着による活力あるふるさと
少子高齢化などの社会課題に
◆日時／６月 日
︵日︶午前 時
づくりのため︑採用枠の拡大と 対応した︑今後成長が見込まれ
分〜正午※無料
求人の早期提出をお願いします︒ る新たな事業を支援します︒
◆場所／ 横手公園展望台︵横手城︶
◆問合せ／ハローワーク横手
◆対象事業／福祉・安全・環境
◆問合せ／横手公園展望台
３２︲１１６５
分野等サービス事業︑高齢者
３２︲１０９６
等生活支援商業サービス事業
◆応募資格／県内の商業︑サー
相
県司法書士会無料相談会
講 つどいの広場ひらか主催
談
ビス業事業者︵個人事業主︑
座﹃子育て講習会﹄
◆
日
時
／
７
月
日
水
中小企業者︑
ＮＰＯ法人など︶
( 午)後１時
岡田小児科医院・岡田信親氏
分〜３時 分
◆補助率／対象経費の２分の１
を講師に迎え︑﹃子どもがかかり
※
予
約
制
で
先
着
順
に
４
件
以内︵上限１００万円︶
やすい病気とその対応﹄につい ◆場所／横手商工会議所 大町
◆応募期限／６月 日︵水︶
(
)
ての講習会を開催します︒
◆
相
談
内
容
／
不
動
産
・
会
社
等
の
◆
問
合せ／県産業労働部商業貿
◆日時／６月 日
︵金︶午後１時
登記︑多重債務︑成年後見等
易課 ０１８︲８６０︲２２４５
分〜２時 分
︵参加無料︶
◆
申込み／司法書士総合相談セ
◆場所／平鹿町アイリスハウス
ンター横手︵予約専用電話︶ 講 大曲技術専門校
◆託児／あり︵予約不要︶
座 スキルアップセミナー
０１８︲８２４︲００５５
◆申込期限／６月 日︵火︶
◆申込み／つどいの広場ひらか 募 若者自立サポーターを
２４︲３１５５
集 募集します
30

◆日時／６月 日
︵水︶午後１時
分〜３時 分
◆場所／サンサン横手

◆場所／大曲技術専門学校
◆定員／ 人
◆受講料／無料 テ(キスト代別︶
◆申込み／大曲技術専門校
０１８７︲６２︲６３２１

午前９時〜午後４時

28

30 14
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29

◆問 合 せ／よこて温泉スタンプラリー実行委員会
事務局（市観光物産課内） 45‑5519

10

横手高校定時制課程ＰＴＡでは、元オフコースの
大間ジロー氏を講師に迎え、講演会（トーク＆ライブ）
を開催します。ＰＴＡ会員以外の方も入場可能です。
ぜひ、お越しください。
◆日
時 ７月９日(金)午後６時〜６時50分
◆場
所 横手高校定時制課程（青雲館）体育館
◆入 場 料 無料
◆申込期限 ７月５日（月）
◆申 込 み 横手高校定時制課程（青雲館） 32‑2011

◆参加温泉施設／
（赤コース）鶴ヶ池荘、共林荘、三ッ又
温泉、ゆっぷる、さわらび、ゆーらく
（緑コース）かんぽの宿横手、ゆうゆう
プラザ・ホテルプラザアネックス横手、
ゆとりおん大雄、さくら荘、えがおの
丘、雄川荘

20

30 25

20

◆開催期間／平成23年２月28日まで
※スタンプ台紙は参加施設、道の駅にあります。

南部シルバーエリア料理教室『郷土料理笹巻き作り』
●日時／６月27日(日)午前９時50分〜 ●参加費／500円
（材料費・保険料込）●定員／30人 ●申込期間／６月15
日(火)〜６月24日(木) ●持ち物／エプロン、筆記用具
●申込み／南部シルバーエリア
26‑3880

◆賞
品／
特賞（全コース制覇）：横手の温泉年間フリーパス
１等（赤か緑１コース制覇）：横手の温泉半年間フリーパス
２等（赤か緑１コース制覇）：温泉入浴優待券
特別賞：参加施設協賛賞品

元オフコース 大間ジロー トーク＆ライブ

30

よこて湯っこめぐりスタンプラリー2010開催中

30

市内の温泉施設をまわって、『横手の温泉年間フリーパス』
を当てましょう。

ささ

貸金業者からの借入総額が年
収の３分の１を超える場合︑新
規の借入ができなくなります︒
借入れや返済のお悩みは早めに
相談ください︒
◆問合せ／金融庁金融サービス
利用者相談室
０３︲５２５１︲６８１１

はかやま

日ごろの疲れを温泉めぐりで癒してみませんか

日本将棋連盟横手支部『６月将棋例会』
●日時／６月27日(日)午前９時30分〜 ●場所／女性セ
ンター ●参加費／会員1,000円、会員以外1,300円、学生
500円（昼食付）●問合せ／中田さん
32‑2479

20

11

とっぴんぱらりのプー 第106回昔語りの会
●日時／６月26日(土)午後１時30分〜 ●場所／こうじ
庵（鍛冶町）●問合せ／尾形さん
32‑0630

20

18

30 30

10

20

『博山とし子パッチワークキルト教室作品展示会』
●期間／６月25日(金)〜27日(日)、午前10時〜午後５時
※25日は正午から、27日は午後３時まで ●場所／旧日新館
●入場料／無料 ●問合せ／博山さん
018‑868‑2819

◆募集期限／７月15日（木）
◆金
額／１口 30,000円〜
◆特
典／パンフレット表紙に掲載、コメント放送
花火ＤＶＤプレゼント、桟敷席の優先予約等
◆申 込 み／（社）横手市観光協会 33‑7111、 33‑7113
yokote@yokotekamakura.com
Ｅメール yokote@yokotekamakura.com
Ｅメール

17

27

26

いちのへ

〜結婚・出産・各種お祝い事・厄払いなど〜

20

22

ディンプルアート（ステンド風 不思議塗り絵）教室
●日時／6月22日(火)、①午前９時30分〜、②午後１時〜
●場所／かまくら館 ●参加費／2,000円（材料代等）●定
員／各10人程度 ●問合せ／一戸さん
25‑3560

◆期間／インターネット受付・

しゅうれい

45

30

『ガキ大将クラブ！』〜みんなと一緒に外遊び〜
●日時／６月20日(日)午前９時〜午後４時 ●場所／あ
たごキッズ(清川町）●対象／小学生 ●参加費／500円
●持ち物／自分でにぎったおにぎり、飲み物、帽子、雨具
●申込み／あたごキッズ
41‑0123

29

30

information
25

62

『押花・ポーセラーツ』作品展
●期間／６月12日（土）〜７月12日(月) ●場所／秋田ふる
さと村工芸展示館 ●入場料／無料 ※開催期間中の各日
曜日に体験会を行います ●問合せ／宮本さん 24‑3145

想いを込めた『記念花火』を打ち上げてみませんか
『淑玲さんと楽しく北京の家庭料理』
●日時／６月26日(土)午前11時〜午後１時30分
●場所
コンパオロウティン
／女性センター ●内容／宮爆肉丁(豚肉とピーナッツの
辛味炒め)など３品 ●参加費／1,000円 ●定員／20人
●申込期限／６月24日（木） ●申込み／ＮＰＯ法人グロ
ーバルよこて 黒崎さん
32‑0401

18

22

30

23

20

「いどばたプラザ」は、市民団体やＮＰＯなどからのお知らせを掲載
するコーナーです。掲載を希望する場合は、発行日の15日前までに内
容がわかるものをお寄せください。なお、内容や情報量などによって、
ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

『よこて送り盆まつり』情報

23

20

報

情
30

どばたプラザ
idobata plaza

い

情報〜information〜

地域からのお知らせ

情報〜information〜

図書館だより

最寄りの図書館で全ての館の蔵書を借りることができます。
○問合せ 雄物川(中央)図書館 22‑2300または最寄りの図書館へ

今月の一冊

受験国語が君を救う！

石原千秋＝著／河出書房新社

大学教授の著者が 受験国語 を解
くカギを書いた一冊。もちろん、高
校受験国語の過去問題の解説は、受
験勉強に大いに役立つが、それだけ
で終わらないのがこの本の面白いと
ころ。大切なことは「いま・ここ」
を生きることだと著者はいう。点数のためだけの受験勉
強なら、そこに「いま・ここ」はない。受験勉強で努力
したことは、必ず将来に活かされる。人生をよりよく生
きるために役立つ受験国語の大切さを、遅まきながら考
えさせられた。
【雄物川図書館】

新着図書の紹介
一般向け

休

館日

お出かけ前にご確認ください

横手図書館
増田図書館
平鹿図書館
雄物川図書館
大森図書館
十文字図書館
山内図書館
大雄図書館

6月16・23・30日、7月1日
6月21・28日、7月1日
6月15・22・29日、7月1日
6月16・23・30日、7月1日
6月15・22・29日、7月1日
6月16・23・30日、7月1日
6月19・20・26・27日
6月17・20・21・24・28日
7月1日
雄物川資料館 6月21・28日
ゆっぷる
6月16日

診

ゆとり館
6月15・22・29日
えがおの丘
6月21・28日
三吉山荘
6月15・22・29日
大森健康温泉
6月21・28日
ゆとりおん大雄 6月17日、7月1日
南部シルバーエリア 6月21・28日
健康の駅トレーニングセンター
東部
6月16・23・30日
西・南部
6月19・20・26・27日
子どもと老人のふれあいセンター
6月21・28日

療所

ご確認ください

【増田地域】
【雄物川地域】
増田町診療所（耳鼻咽喉科）
えがおの丘診療所
診 療 日 6月16・23・30日（水） 診 療 日 6月16・23・30日（水）
診療時間 14：00〜15：30
診療時間 14：30〜15：30
大沢診療所
診 療 日 6月28日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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〔 〕内は所蔵図書館名
横=横手、増=増田、平=平鹿、雄=雄物川
森=大森、十=十文字、大=大雄、山=山内

・母親はなぜ生きづらいか／香山リカ〔森〕
・進化する資生堂〜中国市場とメガブランド戦略〜／山本学〔平〕
・分数ができない大学生／岡部恒治〔雄〕
・いろいろ通して、かぎ針編み／下田直子〔増〕
・新幹線の運転〜運転士が見た鉄道の舞台裏〜／にわあつし〔横・平〕
・農作業事故の防ぎ方と労災補償／三廻部眞己〔雄〕
・サッカーニッポン代表のすべらない話／夏海樹良〔十〕
・不等辺三角形／内田康夫〔横・増・森〕
・カランコロン漂流記／水木しげる〔十〕

児童・生徒向け

・図書館ラクダがやってくる／マーグリート・ルアーズ〔十〕
・大人はウザい！／山脇由貴子〔雄〕
・13歳の進路／村上龍〔横・増・森〕
・白ぶたピイ／今江祥智〔増・森〕
・「ラスカル」の湖で／ちばかおり〔横〕

絵

本

・こちょこちょももんちゃん／とよたかずひこ〔森〕
・みえとコウノトリ／池田啓（文）・永田萠（絵）〔平〕
・ちゅうしゃなんかこわくない／穂高順也〔横・増・森〕

おはなし会（会場は各図書館)

・７月10日（土）午前10時30分／十文字
・７月11日（日）午前10時30分／横手
・７月17日（土）午後２時／増田
・７月18日（日）午前10時30分／雄物川・大森

十文字図書館所蔵絵画展〜佐藤義雄展〜

十文字地域出身の画家・故佐藤義雄さんの作品を展示
します。ぜひお越しください。
○日時／６月15日（火）〜29日（火）、午前10時〜午後６時
※６月16日（水）、23日（水）は休館日
○場所／十文字図書館

『マムチャサロン４周年祭り』
未就園児の親子が自由に遊べるマムチャサロン。４周
年祭りで、ハンドベル演奏やフラダンスなどを行います。
●日時／６月28日(月)・29日(火)、午前10時〜午後１時
●場所／わんぱく館（南町） ●問合せ／市子育て支援セ
ンターなかよし
32‑6933
横手おやこ劇場 第68回鑑賞活動
横手市観光協会と共催で、おおまる企画による舞台劇
『がまくんとかえるくん』を上演します。
●日時／６月29日(火)午後７時〜 ※上演時間70分 ●場
所／かまくら館 ●会費／入会金200円、月会費800円（４
歳未満無料） ●問合せ／横手おやこ劇場
33‑0812（火
曜・金曜日の午前10時30分〜午後２時30分）
清水沢川にほたるを呼ぶ会『第６回ほたるの夕べ』
今年は見ごろに合わせて７月に開催します。初夏の宵
に乱舞するホタルを一緒に観賞しましょう。
●日時／７月３日(土)午後７時30分 ●場所／城南町清水
沢川沿い（横手南小東側）●問合せ／遠藤さん 32‑5524
横手ばら会 夏の整枝講習会
『花がら摘みとシュート処理』
●日時／７月４日(日)午前９時30分〜 ●場所／横手公
園ばら園 ●参加費／無料 ●持ち物／剪定はさみ、軍手
●問合せ／横手ばら会 藤本さん
32‑6177
せんてい

歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／７月８日(木)午後７時開演 ●場所／煉瓦屋（寿
町）●参加費／1,000円（軽食付）●予定曲／青葉城恋歌、
青い山脈など20曲以上 ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811
『第11回 横手地域写真クラブ合同展』
●期間／７月９日(金)〜11日（日）、午前９時30分〜午後５時
※９日は正午から、11日は午後４時20分まで公開 ●場所／か
まくら館 ●入場料／無料 ●問合せ／加賀谷さん 33‑1057
保呂羽山少年自然の家『アドベンチャー・スピリット！』
野外炊飯をしたり、目的地まで歩いて移動したりする
４泊５日の冒険的なキャンプです。
●期間／７月28日(水)〜８月１日(日) ●対象／小学４
年生〜中学３年生 ●定員／25人 ●申込開始／６月28日
(月) ●申込み／保呂羽山少年自然の家
26‑6011

献血日程
月日・地域

実

施

場

所

６月22日(火) 平鹿農業共済組合
横 手

実施時間

種類

9：45〜10：30

横手税務署
横手市役所

本庁南庁舎

10：50〜12：00
13：15〜14：30

全血

東北農政局平鹿平野水利事業所 15：00〜16：00
６月23日(水)
横手市役所
増 田

増田庁舎

10：00〜12：00
13：00〜16：00

成分

６月27日(日) あやめ祭り会場（平鹿町ゆとり館前） 10：00〜12：00
平 鹿 （ふれあい献血キャンペーン）13：00〜16：00
10：00〜11：00

㈱増田鉄工場
６月29日（火）㈱十文字サントップ
十文字

12：15〜13：00

全血

JA秋田ふるさと十文字総合支店営農資材課 13：30〜14：15
道の駅十文字「まめでらが〜」 14：45〜16：00
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東北植木盆栽市 13～19日、道の駅十文字隣接地
十文字さくらんぼまつり ～７月15日、案内所 23-9320
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
法
法 市役所南庁舎 13：00～15：00、市総務課 35-2161
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
育児相談「相談のおもちゃ箱」 15：30～、睦合保育所、
子育て支援センター 55-2255
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心

法
法 大森コミュニティセンター
10：00～12：00、社協・大森福祉センター 26-3274
心 十文字町幸福会館
心
Ｂ級グルメ王国 ～20日、秋田ふるさと村 33-8800
東北救急医学会 市民公開講座（無料） 10：00～12：00、
かまくら館、市消防本部救急課 32-1247
急
急 市立横手病院（高橋和彦医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
行
行 雄物川保健センター 10：00～12：00
法
法 増田地区多目的研修センター
10：00～12：00、社協・増田福祉センター 45-4848
心 大森コミュニティセンター
心
心 雄物川コミュニティセンター
心

心
心 増田地区多目的研修センター
行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
法
法 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
10：00～12：00、社協・山内福祉センター 53-3009
心
心 社協・大雄福祉センター
あやめまつり ～７月４日
P
プ

月
火

アッ

ク
up!!
ick

ピッ

ップ

よこてまちなかウオーキングデー
P
雄物川地域駅伝競争大会 10：00～、雄物川陸上競技場
クア
ピッ

up!!
ick

急
急 雄物川クリニック（雄物川） 22-5511
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
児

42-2067

水
木
金

法
法 相談予約受付開始（7/21分） 市総務課
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心
心
心 十文字町幸福会館

35-2161

■６月26日（土）〜７月４日（日）

日本庭園と洋風庭園で構成される浅舞公園に
は、80種３万株・50万本のあやめや花しょうぶ
が咲き誇ります。新緑とせせらぎの中、訪れる
人々の心に安らぎを与えてくれる花々を、ぜひ
お楽しみください。
◆場 所／平鹿町浅舞公園
◆主なイベント／
６月26日（土） オープニングセレモニーパレ
ード、吉田小スクールバンド
ドリル演奏
27日（日） 金魚つかみ取り大会、カラオ
ケ大会
７月３日（土） ポニー馬車乗車体験、超神ネ
イガーショー
４日（日） あやめマラソン、ちんどん屋
行進、よさこいソーラン踊り
◆問合せ／平鹿地域局産業建設課
24‑1118

よこてまちなかウオーキングデー

5

月

up!!

今回は、県ウオーキング協会のイベント『「1800
秋田25」横手市ウオーク』と同時開催。県内外から
たくさんの人が参加します。協会員以外の一般参
加者は、申込みや参加料は必要ありません。
◆日 時／６月26日（土）9：00〜正午頃
◆集 合／かまくら館（8：40受付開始）
◆コース／市内名所を巡る５㌔・10㌔の２コース
◆問合せ／横手保健センター
33‑9600

無料映写会
さくらんぼタネ飛ばし大会 9：30～受付、十文字野球

日

ップ
クア
ピッ

Pick

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

土

4

P

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

十文字マラソン（さくらんぼマラソン）
日 時／６月27日（日）9：00～
場 所／十文字陸上競技場
申込期限／６月21日（月）
申込み／十文字生涯学習センター

第29回 あやめまつり

アッ

場、
十文字町観光協会 42-0406
急
急 市立横手病院（西成医師） 32-5001
児
児 平鹿総合病院 32-5124
法
法 十文字町幸福会館
10：00～12：00、社協・十文字福祉センター

〜 南部シルバーエリア（大森町）

◆上映時間／午後１時〜 ◆問合せ／ 26‑3880

６月20日（日）「カンフー・パンダ スペシャル・エディシ
ョン」
【92分】
６月27日（日）「ルイスと未来泥棒」
【95分】
７月４日（日）「ファインディング・ニモ」
【100分】

42-5858

【無料相談】 行
行 … 行政
税
税 … 税務（10：00～12：00／13：00～15：00）
法 … 法律
（要予約）
心 … 心配ごと（9：30～12：00）
法
心
【救急医療】 急
当 … 休日救急当番医（9：00～12：00）
児 … 日曜夜間小児救急外来（受付18：00～21：00）
児
【社会保険年金相談】横手地域局１階相談窓口 32-2111（内線8529）
・毎週月曜～木曜 10：00～12：00／13：00～15：00

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,294人（‑43）／ 34,194世帯（+26）
48,152人（‑29）
53,142人（‑14）
※５月末現在（前月末比）
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