2010（平成 22 ）年

主な内容

26

50

〝横手の初夏〟を堪能
あやめまつり︑十文字さくらんぼまつりに多くの人出

〝横手の初夏〟を彩る﹃あや
めまつり﹄が６月 日から７
月４日まで︑平鹿町の浅舞公
園で開催されました︒春先の
天候不順のため例年より１週
間ほど開花が遅れたものの︑
種類３万株︑ 万本のあや
めや花菖蒲が色鮮やかに咲き
誇り︑県内外から多くの見物
客が訪れました︒期間中は熱
気球の係留飛行や金魚つかみ
どり大会︑ちんどん屋行進な
どのイベントが人気を集め︑
７月５日に行われたあやめマ
ラソンでは市内外から２０６
人が健脚を競いました︒
また︑十文字地域では６月
日から１カ月間﹃十文字さ
くらんぼまつり﹄を開催︒４
月の低温に加え︑その後の雨
や日照不足により平年よりも
日ほど遅れて収穫時期にな
りましたが︑樹園地ではサク
ランボ狩りを楽しむ親子連れ
の姿が数多く見られ︑沿道の
直売所や道の駅十文字では︑
サクランボを買い求める人で
にぎわいました︒週末に開催
された十文字マラソンやさく
らんぼタネ飛ばし大会には︑
県内外から昨年を上まわる参
加があり︑参加賞としてプレ
ゼントされたサクランボで︑
甘酸っぱい〝初夏の味覚〟を
満喫しました︒
80
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●市政の窓（三平の里体験学習館開館式、食と健康づくり
パンフレットほか）…２〜３ ●行政情報便（市からのお
知らせ）…４〜９ ●地域の話題・ニュース東西南北…10
〜11 ●情報・いどばたプラザ・図書館だより…12〜14

浅舞公園のあやめ園には紫や白、黄色などのあやめがきれいに咲きそろい、来場者を出迎えました（上）
サクランボのタネを飛ばして新記録に挑戦する子どもたち（左）、県内外から数多くの方が訪れたサクランボ狩り（右）

食
450円〜

◆問合せ／市産業経済部観光
物産課
４５︲５５１９

朝
金

体験料：150円〜

体験プログラムメニュー

750円〜

分
料

500円〜

夕
食
昼
食
区

﹃釣りキチ三平の里体験学習館﹄開館式

3,000円

地域の資源を活用し
四季を通して体験活動の場を提供
さる はん ない

増田町狙半内地区の旧増田
東小学校の一部を改修して︑
農山村体験や野外活動︑宿泊
ができる農山村体験学習交流
施設﹃釣りキチ三平の里体験
学習館﹄が３月末に完成し︑
６月 日に開館式が行われま
した︒
式には︑この日から２泊３
日でセカンドスクールとして
市内小学校で初めて同館を利
用する朝倉小学校の５年生
人と︑狙半内地域センターの
代表や関係者などおよそ 人
が出席︒五十嵐市長が﹁さま

ざまな体験ができる最高の環
境を楽しく利用してもらい︑
全国からもたくさんの子ども
たちが集まり交流してくれる
ことを願いたい﹂とあいさつ
し︑開館を祝うテープカット
が行われました︒
式終了後︑朝倉小学校の児
童たちは︑自然豊かな環境の
もと︑普段の学校生活では体
験できない間伐材を使った箸
づくりやイワナのつかみ取り︑
ブナの森観察︑炭焼き体験︑
そば打ち体験などを楽しみま
した︒
同館は︑子どもたちの主体
的な判断や協調性を養う体験
の場として四季を通じて利用
でき︑地域の資源や文化を活
用した の体験メニューを用
意︒いずれもＮＰＯ法人や自
治会︑農家などが指導にあた
ります︒また︑平成 年度か
ら全国的に展開される都市農
村交流︵子ども農山漁村交流
プロジェクト︶でも︑県内外
から訪れる児童・生徒などの
受け入れ拠点としての利用が
期待されています︒

域環境美化功労者の表彰で︑
各分野で功労のあ
松下衛司氏
︵横手︶が環境大臣
る市内の方に︑長
表彰を受賞しました︒
年の功績を讃える
これは︑多年にわたり︑緑
表彰状がおくられ
化や浄化︑清掃などの地域環
ました︒
境美化に努め︑その実績が特
に顕著な方に贈られるもの︒
■地域環境美化功労者
今年度の受賞者は全国で 組
松下衛司氏︵横手︶
︵ 団体︑ 個人︶で︑県内
長年にわたり︑地域環境の では唯一の受賞でした︒
美化活動に努めている団体や
松下氏は︑昭和 年から横
個人を讃える︑平成 年度地 手市環境美化推進員として地
域の環境美化や不法投棄防止
のパトロールなどに率先して
取り組み︑現在も市環境美化
推進員連絡協議会理事を務め
るなど︑地域美化活動の指導
的役割を果たされています︒

2,000円
高校生以上（大人）

１人１泊の料金
小学生および中学生

考
備
宿泊料
分

フォトコンテストの
入賞作品を活用

ナマズ・イワナ繁殖体験、イワナ・ニジマス釣り体験

わらび採り体験、農作業体験、スキー体験、雪遊び体験

野外体験

樹木観察体験、源流域の生き物探索体験、炭焼き体験

増田の内蔵と朝市体験・酒蔵体験、酪農と牛乳工場体験
そば打ち体験、木工クラフト体験、増田の盆踊り体験
マンガ体験、わら細工体験、笹ぼっちづくり体験

屋内体験

たらいこぎ体験、ほたる観察体験、昆虫標本づくり体験

昨年のＢ︲１グランプリを
きっかけにした横手やきそば
の人気で︑横手を訪れる観光
客が増えていることから︑少
しでもやきそば以外にも目を
向けてもらおうと︑市観光連
盟がポケットサイズの観光ガ
イドマップを作成しました︒
〝横手やきそばの目玉焼き〟
をモチーフにした︑インパク
トのあるデザインを採用し︑
小型ながら特産品や名所︑温
泉など︑横手の観光情報を網
羅︒道の駅やかまくら館︑や
きそば店などに置かれ︑市内
の観光の〝目玉〟を大いにア
ピールしています︒

食べて︑歩いて
〝 メタボ〟を予防
﹃食と健康づくり﹄パンフ
このほど︑﹃食と農からのま
ちづくり﹄と健康づくりの推
進に取り組む関係課のタイア
ップによる
﹃食と健康づくり﹄
パンフレットが完成し︑市内
全戸に配布されました︒
これは︑さまざまな病気の
もととなる〝メタボリックシ
ンドローム〟への注意と予防
を促すため︑バランスのよい
食事や適度な運動を呼びかけ
る内容︒昨年度の生活習慣調
査の結果や︑地元食材を使っ
た食事やウオーキングポイン
トなどを紹介しています︒
〝 横手の食〟を生かした健康
づくりを推進するため︑ぜひ
ご活用ください︒

消防団員の減少に歯止めを
かけようと︑昨年度から市が
実施している消防団協力事業
所表示制度で︑新たに次の２
事業所に表示証が交付されま
した︒
▽㈲珍田建設︵増田︶▽ミノ
ル工業㈱︵横手︶＝６月 日
交付
今回の表示証交付で︑市内
の消防団協力事業所は 事業
所となりました︒

消防団協力事業所表示

新たに２事業所に
表示証交付

◆問合せ
市福祉環境部保健衛生課 35‑2185

28
26

※詳細は市のホームページ（教育総務課のページ）に
掲載しています。インターネットがご利用になれな
い方は、教育総務課へご連絡ください。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

■６月定例教育委員会の審議内容（６月24日）
◎横手市就学指導委員会委員の委嘱について承認
◎横手市招致外国青年就業要綱の一部を改正する訓
令について承認

イワナのつかみ取り

和太鼓体験、お囃子体験、民謡体験、マイ箸づくり体験

※宿泊代、体験料は割り引き制度がありますのでお問い合わせください

45‑9020
■問合せ 釣りチキ三平の里体験学習館

林業体験（植林・枝打ち・間伐など）、ブナの森観察体験
たくさんの体験を楽しんだ朝倉小学校の児童たち

食事代
ブナの森観察
そば打ち体験

体験プログラム
宿泊室

このほど︑平鹿地域の歴史
や自然を盛り込んだ﹃ひらか
ふるさと散策マップ﹄が完成
しました︒
これは︑地域の歴史や自然
を再確認し︑新たなまちづく
りの財産を掘り起こすきっか
けにしようと︑元気の出る地
域づくり事業の一環で作成︒
掲載写真の一部は︑昨年度︑
地域内の風景や行事の写真を
募集したフォトコンテストの
入賞作品を採用したほか︑琵
琶沼やいこいの森︑白藤清水
公園などの散策マップも掲載
し︑平鹿地域の魅力を満載し
た内容となっています︒

６月

25

54

区
◆問合せ／平鹿地域局産業建
設課
２４︲１１１８

● 問合せ 教育総務課

13

22

11 11
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22‑2151

教育委員会短信

26

19 17

25

新たにポケット版の
観光ガイドマップ完成

64

旧十文字町教育委員に就任し︑
■全国教育委員会功労者
平成６年１月 日から合併ま
佐藤公一氏︵十文字︶
での 年８ヵ月あまりにわた
今年度の全国市町村教育委 り教育委員長を務めました︒
員会連合会総会で︑前市教育 合併後は︑暫定教育委員を経
委員長の佐藤公一氏
︵十文字︶ て平成 年 月から市教育委
が︑功労者として同連合会会 員︑同 年 月から約１年間
長表彰を受けました︒
は教育委員長職務代理者︑同
佐藤氏は︑昭和 年７月に
年 月 日から翌年９月
日までは教育委員長を歴任︒
合併による横手市の発足をは
さみ 年あまりの長きにわた
り︑地域の教育行政の発展と
文化の継承・振興などに力を
尽くされました︒
20

割りばしなどで立てることもできる観光ガイドマップ
平鹿地域の魅力満載の
ふるさと散策マップ

23

受賞

20

利用第１号となった朝倉小児童と関係者によるテープカット

松下 衛司氏

佐藤 公一氏

宿泊代

〝目玉焼き〟で横手をアピール
ひらかふるさと散策マップを作成

22

63

45

28

32

11

11

22

市政の窓（行政報告）
市政の窓（行政報告）

採

用

行政情報便

information

政情報便

平成 年４月採用

横手市職員採用試験を実施します

■消防職員 〜今年度から職務経験者を募集します〜

男

㎝以上

体

重

㎏以上

㎏以上

視

力

色

覚

聴

力

両眼とも裸眼視力 以上かつ矯正視力 以上
赤・青・黄色の色彩が識別できること
２ｍ以上の距離で低語聴取ができること

◆第１次試験期日 ９月 日（日）／横手市消防本部
◆受付期間 ７月 日（火）〜８月 日（金）必着
※郵送申し込みの場合は８月 日 金 消印有効
◆申込み 〒
横手市条里一丁目１番１号
横手市消防本部総務課
※試験案内・申込用紙は、市消防本部、消防署および各
分署にあります。郵便で請求する場合は、封筒の表に
「消防職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先
を明記して
円切手を貼った返信用封筒（角型２号）
を同封のうえ、市消防本部にお送りください。申込用
紙等は市ホームページからもダウンロードできます。
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東部地域包括支援センター（横手・山内）
西部地域包括支援センター（雄物川・大森・大雄）
南部地域包括支援センター（増田・平鹿・十文字）

・平成 年概数）、実人数で 人が自殺で亡くな
っています。図１はその性別・年代別の内訳を表し
たものですが、 代以上の女性が７人と最も多く、
同層の約
人に１人に相当します。
市が実施した昨年度の生活機能評価でも『うつ予
防プログラム』該当者が
人いました。認知症予
防とともに『こころの健康訪問』など 心の健康づ
くり の取り組みに、さらに力を入れていきます。
【図１

横手市の性別・年代別自殺者数（平成
（人）

〜

年概数）】
■＝男性、■
■＝女性

代

代

代

代

代

代〜

試験区分
中級
Ｃ‐１
初級
Ｃ‐２

職種

採用人数 受付期間 １次試験日 １次試験内容

教養試験
グループワーク

２名程度

保健師 ２名程度 ７月 日
専門職Ｄ
管理
１名程度
栄養士

職務
経験者Ｅ

一般行政職

地域包括支援
センターだより④

◆受付期間 ７月 日（火）〜８月 日（金）必着
◆受験案内について
※試験案内・申込用紙は７月 日（火）から配布
試験案内・申込用紙は、市役所南庁舎総務課、各地域
※郵送申し込みの場合は８月 日 金 消印有効
局地域振興課で配布します。郵便請求の場合は、封筒の
◆申込み・問合せ
表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を
〒
横手市条里一丁目１番 号
明記して
円切手を貼った返信用封筒（角型２号）を同
横手市総務企画部人事課人事研修担当（本庁南庁舎）
封のうえ、市役所人事課にお送りください。申込用紙等
市ホームページからもダウンロードできます。
◆採用試験概要

︵専門性の高い業務︶

5

性

㎝以上

〜いつまでも活き活きと過ごすために〜

地域包括支援センターには、認知症や心の相談が
増えています。市内で何らかの介護や支援が必要な
高齢者は約６千人。その半数以上に認知症が認めら
れています。認知症になっても本人や家族が安心し
て暮らせるように、認知症を正しく理解し、地域で
支える意識を広めていくことが大切です。
地域包括支援センターでは各種相談のほか、認知
症になっても地域で支え合う仕組みづくりを目指し
て『認知症サポーター養成講座』を勧めています。
講座の受講を通じて、地域にある良さを活かしなが
ら、みんなで支え合うことにいきがいを感じられる
ことが、元気な横手のまちづくりにつながります。
秋田県は自殺率が高く、 年連続で全国ワースト
１位となっています。自殺率は人口 万人あたりの
自殺者数で、横手市は
（秋田県は
、全国は

女

長

元気なうちから介護予防
みんなで支えあうことに「いきがい」を感
じられること

性

身

■一般行政職・保健師・管理栄養士

一般行政職

◆試験区分および採用予定人数
上級・中級・初級・職務経験者 若干名
◆受験資格 次のいずれかを満たす方
上級…ア）昭和 年４月２日から平成元年４月１日ま
でに生まれた方
イ）平成元年４月２日以降に生まれた方で、大
学卒業または平成 年３月卒業見込みの方
中級…昭和 年４月２日から平成３年４月１日までに
生まれた方（大学卒業または平成 年３月卒業
見込みの方を除く）
初級…昭和 年４月２日から平成５年４月１日までに
生まれた方（大学、短期大学、高等専門学校お
よび専修学校［専門課程の修業年限が２年以上
であるもの］を卒業または平成 年３月卒業見
込みの方を除く）
職務経験者…消防職におおむね５年以上の経験を有す
る方で、以下に該当する方
ア）昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日までに生まれた方
イ）書類選考により合格した方
◆採用予定年月日 平成 年４月１日

◆住居要件
業務の特殊性から、採用後は横手市内に居住できる方
◆身体要件
総合検査の可能な医療機関で受診した診断書が必要

一般事務・消防・病院職員

〜

行

市からのお知らせ

８月 日

９月 日

３名程度

専門試験
小論文
個人面接

小論文
個人面接

受験資格
昭和 年４月２日から平成４年４月１日までに生
まれた方で、短大卒業程度の学力を有する方
※大学卒業または平成 年３月に高校を卒業見込
みの方は除く
平成２年４月２日から平成５年４月１日までに生
まれた方で、平成 年３月に高校を卒業見込みの
方（高校新卒者のみ）
昭和 年４月２日から平成元年４月１日までに生
まれた方で、保健師の資格を有する方または平成
年３月 日までに当該資格を取得見込みの方
昭和 年４月２日から平成元年４月１日までに生
まれた方で、管理栄養士の資格を有する方または
平成 年春までに当該資格を取得見込みの方
ＳＥ系、金融系、サービス系、製造業の営業担当、
企画イベント系の職種において、おおむね５年以
上の経験を有する方で、下記に該当する方
１）昭和 年４月２日から昭和 年４月１日まで
に生まれた方
２）書類選考により合格となった方
※財政、情報政策、会計、企画、マーケティング、
企業誘致など、民間企業でのキャリアや実績を
活かせる分野で力を発揮してもらう予定です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
・

■横手病院職員

◆職種および採用予定人数
看護師 ２名程度
理学療法士、作業療法士、
各１名程度
臨床工学技士、臨床検査技士、薬剤師
◆採用予定年月日 平成 年４月１日
◆試験期日 ８月 日（日）／市立横手病院
◆受付期限 ８月 日（水）必着
◆受験資格 下記要件を満たす方
【看護師・臨床工学技士】
・昭和 年４月２日以降に生まれた方
【臨床検査技士・薬剤師】
・昭和 年４月２日以降に生まれた方
【理学療法士・作業療法士】
・昭和 年４月２日以降に生まれた方

【共通要件】
・採用後、通勤に支障のない範囲に居住できる方
・各職種に必要な、看護師免許・理学療法士免許・作業
療法士免許・臨床工学技士免許・臨床検査技士免許・
薬剤師免許を有する方、または平成 年３月までに
実施される同国家試験等により免許取得見込みの方
◆申込み 〒
横手市根岸町５−
市立横手病院総務課
※試験案内・申込用紙は、市立横手病院にあります。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 円切手を貼
った返信用封筒（角型２号）を同封のうえ、市立横手病
院総務課にお送りください。申込用紙等は市立横手病
院ホームページからもダウンロードできます。
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後期
高齢 保険料の軽減措置についてお知らせします〜新しい保険証を７月下旬に送付します〜

福祉
福祉医療費受給者証の更新をお忘れなく
医療

国民
年金

後期高齢者医療保険の保険料が、次のとおり軽減されます。いずれも、軽減を受けるための申請手続きの必要はな
く、該当する被保険者の皆さんには、軽減された保険料で決定通知等が発送されます。
均等割額の軽減
世帯主や被保険者の所得額に応じて、保険料の均等割額（
円）が下の表のとおり軽減されます。
世帯主および被保険者の総所得が 万円以下で、被保険者全員が年金収入 万円以下の方（その他の所得がない方）
は、均等割額が９割軽減され、年額
円となります。また、７割軽減に該当する方を８．５割軽減とする措置は、
平成 年度も継続されます。
対象となる世帯（世帯主および被保険者の総所得額）
軽減割合 軽減後の均等割額

福祉医療費受給者証の有効期間は、毎年７月 日まで
です。継続して福祉医療費を受給するためには、『福祉
医療費受給者証更新申請書』の提出が必要です。これま
で下記の福祉医療対象者に該当していた方には、受給者
証更新の案内通知を送付しますので、忘れずに手続きを
してください。
◆福祉医療費の支給対象
各種医療保険に加入し、市内に住んでいる次の方が対
象となります。
種 別
対 象 者
所得制限

所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難
な方を対象に、本人の申請により納付を免除・猶予する
制度があります。

（

基礎控除額（

円）以下の世帯

被保険者全員の年金収入が 万円以下でその他各所得がない世帯
基礎控除額（
円）＋
円×被保険者の数（世帯主であ
る被保険者を除く）以下の世帯
基礎控除額（
円）＋
円×被保険者の数 以下の世帯
後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった被保険者
所得割額の軽減
被保険者本人の基礎控除後の総所得額などに応じ
て、所得割額が軽減されます。
＊所得割額＝基礎控除後の総所得額×
％
被保険者本人の基礎控除後の総所得額 軽減割合
万円以下
５割

円未満切り捨て）

８ ５割
９割

円
円

５割

円

２割
９割

円
円

乳幼児

母子・父子家庭の 歳に達した
ひとり親家 日の年度末までの児童を監護、
庭の児童等 養育する方、および該当児童
（児童が社保本人の場合を除く）

８月１日から新しい保険証をご使用ください

後期高齢者医療の被保険者証（保険証）が更新され、７月下旬に
加入者に送付されます。８月１日以降は、新しい保険証を医療機
関に提示してください。
また、入院時の食事代と医療費の自己負担限度額が減額となる
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けている方で、
引き続き世帯員全員が住民税非課税となる場合は、保険証と一緒
（年金収入のみの場合、 万円〜 万円以下）
に新しい認定証をお送りします。
◆問合せ
なお、平成 年中の所得で、世帯員全員が住民税非課税の世帯
市財務部市民税課国保・介護保険担当（横手庁舎内） でも、これまで認定証の交付を受けていない方には送付されませ
んので、交付を受けたい方は最寄りの地域局後期高齢者担当窓口
、または各地域局地域振興課税務担当
で申請の手続きをしてください。
◆問合せ 市国保市民課後期高齢者医療担当

売

市が所有する土地を売却します

却

市有地を一般競争入札により売却します。土地購入
を希望される方は市財務部管財課までお申し込みくだ
さい。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
売却物件

7

所

在

◆申 込 期 限
◆入 札 日 時
◆入 札 場 所
◆問 合 せ
面

積

８月２日（月）
８月４日（水） 午前 時〜
市役所北庁舎３階 屋内訓練室
市財務部管財課（本庁北庁舎内）
地目

最低価格

物件①

増田町吉野字中嶋ノ上

番

㎡（約

坪） 雑種地

円（

円 ㎡）

物件②

十文字町梨木字羽場下

番

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件③

大森町上溝字松原４番

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件④

安田字八王寺

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件⑤

神明町

番１

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件⑥

神明町

番２

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件⑦

十文字町植田字植田

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件⑧

十文字町十五野新田字増田道東

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

物件⑨

平鹿町浅舞字道川南１番３

㎡（約

坪） 宅地

円（

円 ㎡）

番 《外４筆》
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番５
番

義務教育就学前の児童

ご利用ください

国民年金保険料の免除・猶予制度

免除申請（全額免除、 ・ ・ 納付）
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、
申請により保険料の全額または一部が免除されます。
若年納付猶予申請
歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以
下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

なし

※その他にも、退職者特例制度、学生納付特例制度があ
ります。詳細は各地域局年金担当へお問合せください。

あり

◆申請方法
各地域局で随時受け付けしています。年金手帳、印鑑
を持参のうえ、手続きしてください。

歳以上の身体障害者手帳４〜
高齢者身体
６級を持っている方
あり
障害者
（社保本人を除く）
重度心身 身体障害者手帳１〜３級または 社保本人の
障害者
療育手帳Ａを持っている方
場合はあり

＊保険料を未納のままにしておくと
将来、老齢基礎年金や障害基礎年
金、遺族基礎年金などを受け取る
ことができない場合があります。
未納のままにせず、免除・猶予制度
をご活用ください。

年金

※以前に所得制限等で受給対象にならなかった方でも、
前年中の所得によって該当となる場合がありますので、
詳しくは下記へお問合わせください。
◆問合せ
◆問合せ
市福祉環境部国保市民課（大雄庁舎内）
市福祉環境部国保市民課（大雄庁舎内）
または各地域局市民福祉課（横手地域局は市民課）
は、各地域局年金担当

国

保

また

平成 年度の国民健康保険税の税率をお知らせします

平成 年度国民健康保険税の税率
平成 年度
平成 年度
区
分
国民健康保険税の税率が、右のとおり改定されました。
所得割
％
％
平成 年度の国民健康保険加入者１人当たりの保険給
付費が
円と、年々増加が続いています。
医療給付費分 均等割
円
円
今年度の改正では、課税対象の所得が大幅に減少した
平等割
円
円
ことや、取り崩す基金がなくなったことにより、市の一
所得割
％
％
後期高齢者
般会計から２億４千万円を繰り入れし、国保税の負担の
均等割
円
円
支援金分
軽減を図りましたが、やむを得ず税率を引き上げること
平等割
円
円
になりました。
所得割
％
％
なお、課税限度額は、医療給付費が 万円から 万円、
介護納付金分 均等割
円
円
後期高齢者支援金が 万円から 万円に引き上げられ、
平等割
円
円
介護納付金 万円と合わせた 万円となります。
国民健康保険税の納税相談と減免制度
市では、申請に基づき収入や資産等の調査を行い、総
国民健康保険税は、前年（今年度の場合は平成 年中）
合的に判断し、減免の可否を決定します。
の収入をもとに税額を決定しますが、失業や経営不振、
減免の申請には、各納期限（年金からの特別徴収の場
病気療養等の理由で、前年の収入に比べて今年の世帯の
合は年金支給日）の７日前までに、申請書と必要書類の
収入が大幅に減るなど、分割納付等の徴収猶予を行って
提出が必要です。まずは、納税相談にお越しください。
も納付が困難と認められる場合には、保険税の減免の申
請を行うことができます。
◆問合せ

市財務部市民税課国保・介護保険担当（横手庁舎内）

、または各地域局地域振興課税務担当
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〝地デジ〟受信、早めの準備をお願いします。
テレビアナログ放送終了まで

あと

平成

日

年７月

日現在

地上デジタル放送への移行に合わせ
て、地デジ準備に関する個別相談会を行います。どの
会場でも相談ができますので、お気軽にご来場くださ
い。※事前申込みは必要ありません
◆日程
＊相談時間 午前 時〜午後４時
地 域
開催日
会場
横 手 ８月２日 月 横手地域局 １階
増 田 ８月３日 火 増田地域局 １階
平 鹿 ８月４日 水 平鹿地域局 １階
大 雄 ８月５日 木 大雄地域局 １階
大 森 ８月６日 金 大森地域局 １階
十文字 ８月９日 月 十文字文化センター １階
山 内 ８月 日 火 山内ふれあい館
雄物川 ８月 日 水 雄物川保健センター １階
◆問合せ
市総務企画部情報政策課（本庁北庁舎内）
デジサポ秋田

夏の思い出つくるなら

！
このイベントに行ってみよう！
第７回よこての全国線香花火大会

７月

日（土）午後５時〜 ※雨天翌日順延

今では珍しい『純国産線香花火』
を楽しむことができるイベントです。
〝ぬいぐるみ花火の打ち上げ〟のほ
か、物産展や縁日も開催されます。
可憐な線香花火を片手に川涼みしな
がら、夏の思い出づくりにご来場く
ださい。会場へは、ぜひ浴衣姿で
◆会 場／横手川 蛇の崎川原
◆問合せ／よこての全国線香花火大会
実行委員会
（横手市観光協会内）

第

７月

しょうじょう

回 猩々まつり

日（土）午後６時〜

園児による「よさこい踊り」の披露や、お楽しみ抽選会も
行われます。〝猩々音頭〟に合わせて踊りましょう！
◆会 場／十文字地区 本町・通町・中央商店街
◆問合せ／十文字地域局産業建設課
十文字町観光協会

9
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寄
付金

ふるさとへの応援ありがとうございます！

『ふるさと納税』
寄付金の申込状況

平成 年度の『ふるさと納税』は、延べ 人の皆さんか
ら約
万円をいただきました。今年度も横手市を応援
してくださるたくさんの方から、寄付の申し込みをいた
だいています。申し込みは随時受け付けていますので、
市民の皆さんからも親戚の方などに横手市を応援してく
ださるよう、お声がけをお願いします。
ふるさと納税で寄付をしていただくと、その額に応じ
て、所得税や現在お住まいの自治体の住民税が控除され
ます。制度の詳しい内容については、市のホームページ
に掲載しているほか、各地域局窓口にパンフレットを用
意していますのでご覧ください。
◆寄付件数と寄付金額（６月末現在）
受付期間

件数

申込金額

４月１日〜６月 日

７件

円

◆寄付を申し込まれた方々（３月１日〜６月 日分）
氏名（住所）
木曽
進さん（千葉県市川市）
佐野 裕也さん
佐野 ミヤ子さん
石井 隆良さん 東京都品川区

氏名（住所）
堀川 幸男さん（愛知県名古屋市）
松渕 浩子さん 東京都板橋区
プルタブばあちゃん 市内
匿名希望さん ２人

◆問合せ
市総務企画部市長公室（本庁南庁舎内）

わくわくフェア

７月

日（日）午前

おものがわ

時〜 ※雨天中止

雄物川河川公園を会場に恒例の〝イ
ワナつかみ取り〟や〝カヌー・熱気球
体験〟のほか〝すいか種飛ばし大会〟
など、川に親しみ楽しめるイベントが
盛りだくさんです！
◆会 場／雄物川河川公園
◆問合せ／雄物川地域局地域振興課

７月

大雄サマーフェスティバル

日（土）午後４時〜

ストリートダンスコンテストやホッ
プの花を口で吹いて距離を競う〝大雄
ホップー大会〟（子どもには平鹿かぶ
と抽選付き）などが行われるほか、モ
ントルージャズフェスティバルに出演
ブロンズ
した『
』が登場します！
フィナーレを飾る打ち上げ花火まで、
存分にお楽しみください。
◆会 場／スタジアム大雄駐車場内
◆問合せ／大雄地域局産業建設課

技

募

市では、優れた技能を持ち、後進の指導育成などに貢
献している方を『技能功労者』として、各種大会入賞な
ど優れた技能を持っている方を『優良技能者』として表
彰します。次の表彰基準に該当する方をご推薦ください。
◆推薦方法
８月 日（木）までに所定の推薦調書を提出してくださ
い。なお、ご希望の方には推薦調書をお渡ししますの
でご連絡ください。
◆表彰基準
【技能功労者表彰】
・技能を通じて後進の指導育成を行い、または技能者
の育成に寄与された方
・業種の発展に貢献、または保存・継承に寄与された方
・極めて優れた技能を有し、勤務実績および日常生活
において他の模範と認められる方
・市内に居住し、かつ勤務しており、４月１日現在、
満年齢 歳以上で経験年数 年以上の方
【優良技能者表彰】
・県大会以上の技能競技会において入賞した方、また
はこれと同等と認められる方
・職業能力開発促進法の規定に基づく技能検定１級に
合格した方、またはこれと同等と認められる方
・勤務実績および日常生活において、他の模範と認め
られる方
・市内に居住し、かつ勤務している方
◆問合せ・提出先
市産業経済部商工労働課（増田庁舎内）

事業仕分けは、みなさんの税金をもとに実施している
市の事業が「本当に必要なのか」「市が実施すべきなの
か」「内容はこれで良いのか」などの視点から、一つひ
とつ公開の場で判定していく作業です。
市では『事業仕分け委員』として協力してくださる方
を募集します。
◆募集人数
人程度（応募者多数の場合は選考）
◆実 施 日 ８月 日 木 午前８時 分〜午後４時 分
※作業内容等の事前説明会は８月 日 水
◆応募資格 市内に居住または勤務している方
◆応募方法
申込用紙（市ホームページ、各地域局地域振興課備え
付け）または、任意の用紙に下記事項を記入し、経営
企画課または各地域局地域振興課へ持参・郵送・ファ
クス・メールで応募してください。※電話応募不可
◆記入事項
①氏名 ②住所 ③性別 ④年齢 ⑤職業 ⑥電話番号
⑦仕分けを行ってみたい事柄や分野とその理由
◆応募期限 ８月２日 月 必着
◆申込み・問合せ
〒
横手市条里一丁目１番 号
横手市役所 総務企画部経営企画課 本庁南庁舎内
、
、

能 技能功労者・優良技能者を表彰します

商

第２回募集

業『横手市魅力あるお店づくり支援事業補助金』

地域商業の活性化を図ることを目的に、中小商業者等
が実施する店舗づくり事業を支援します。
◆対 象 者 市内に住所を有する個人または市内に主た
る事業所を有する法人等
◆対象経費 店舗内外の改築等およびこれらと一体とし
て整備する設備、備品等にかかる経費
◆補 助 率 対象経費の１／２以内（上限 万円）
◆申込期限 ８月 日 木
◆申 込 み
市産業経済部商工労働課（増田庁舎内）
※補助金事業審査会にて、補助申請の内容を審査し、予
算の範囲内で可否を決定します。

横手市勤労者互助会 会員募集！
◆横手市勤労者互助会…事業主や従業員の万が一災害や不幸に見舞
われた場合等でも、安心して働けるよう設立されました。詳細は
市ホームページや互助会事務局までお問合せください。
○事業主の方は…従業員の福利厚生の充実と確保が図られ、企業
の発展に役立ちます。
○従業員の方は…福利厚生事業のレクリエーションに参加でき、
各種給付金や生活貸付斡旋が受けられます。
◆対 象 市内の商店、事業所に働く方 事業主を含む
◆会 費 入会金・年会費・月額 各
円
◆問合せ 横手市勤労者互助会事務局 横手庁舎１階

集

浄
化槽

平成

年度事業仕分け

『事業仕分け委員』を募集します

浄化槽設置予定の皆さまへ
‐お申し込みはお早めに‐

市設置型浄化槽（平鹿・雄物川地区）
公共用水域の水質保全のため、公共下水道計画区域以
外の地区においては、市が合併処理浄化槽を設置する事
業を行っています。現在は今年度予定の３分の２程度、
整備が進んでいます。
今年度新築・改築等により合併処理浄化槽を設置予定
の方は、申し込み後、設置工事着手まで２か月程度かか
りますので、お早めにお申し込みください。なお、申込
時期によっては今年度の設置希望にお応えできない場合
もありますのでご理解ください。
◆設置時期 平成 年 月〜 月
◆申込期限 平成 年８月中旬
◆問 合 せ 平鹿・雄物川地域局産業建設課または、上下
水道部下水道整備課
（山内庁舎内）
個人設置型合併処理浄化槽
新築・改築等により合併処理浄化槽の設置を予定して
いる方は、市から設置費用の補助が受けられます。ご希
望の方はお早めにお申し込みください。なお、地域によ
っては対象外になる場合もありますので、詳細はお問い
合わせください。
◆問合せ
各地域局産業建設課 横手・山内を除く）または、上下
水道部下水道維持課（横手庁舎内）
＊地球にやさしく電気代も安い『低炭素社会対応型（省エネ型）』浄化槽
の設置を推奨しています。※設置費用の差はほとんどありません
No.115 2010( 平成 22年 ).7.15 市報よこて
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Topics
歩いてまちづくりと健康づくり

交流を深め、横手の良さを再発見！

■よこてまちなかウオーキングデー（横手）

■横手地域公民館合同講座（横手）

４月から12月までの第４土曜日（今年12月は18日）に
開かれている『よこてまちなかウオーキングデー』。今
年３回目の６月26日は、県ウオーキング協会のイベント
との同時開催となり県内外から149人のウオーキング愛
好者が参加しました。コースは、武家屋敷跡や横手城、
大鳥公園などの市内名所を巡る５㌔と10㌔の２コース。
参加者は、完歩を目指して互いに励まし、交流を深め合
いながら横手の美しいまちを楽しみました。
◆問合せ／横手地域局保健センター 33‑9600

６月30日、横手地域にある７つの公民館を利用してい
るサークルの会員や講座の受講者らが一堂に会し、学習
活動を通して交流や親睦を深める催しがあさくら館で開
かれ約120人が参加しました。
はじめに、秋田魁新報社の元横手支局長で、現在は同
社の地方連絡部長を務める菅原康人氏が、横手での体験
を交えながらふるさとの食文化に
ついて講話。午後からは、金沢地
区に移動して、金沢資料館や金澤
八幡宮などの史跡を見学しました。
参加者は「横手にいても知らない
ことや気づかないことがたくさん
ある。食文化や歴史など、横手の
良さを再発見できた」と満足気に
話し、地域に目を向けた今後の学
横手や各地の郷土料理につ
習活動に意欲を見せていました。
いて語る菅原氏

朝倉小学校付近の横手川沿いを歩く参加者（10㌔コース）
たすき

仲間で襷をつなぎ、ゴールを目指す
■第39回 雄物川駅伝競走大会（雄物川）
６月27日、雄物川駅伝競走大会が行われました。参加
チームはオープン参加の雄物川高校陸上部と雄物川中学
校陸上部を含む22チーム。コースは緑豊かな河川公園を
含む全長約17㌔で、地域や職場の仲間で結成された６人
の選手たちが、襷をつなぎ健脚を競い合いました。沿道
の地域住民からの大きな声 【上位３チーム】
援に後押しされた選手たち １．秋田ナイルス／1：01：39
は、歴史のある大会で懸命 ２．砂子田／1：05：26
にゴールを目指しました。 ３．東里こったもんだ／1:05:47

チームがひとつになって襷をつなぐ選手たち

17施設の利用者たちが親睦深める
■第８回県南ふれあいスポーツ大会

みんな一緒、
元気に子育て！
■マムチャ４周年祭り
（横手）
６月28日と29日の２日間、子育て中のみなさんに親し
まれている『マムチャサロン』の４周年を祝う催しがわ
んぱく館（南町）で開かれ、たくさんの親子連れでにぎ
わいました。会場では、ハンドベルやフラダンスなどの
サークル発表や活動紹介のほか、各地のお取り寄せ品を
楽しめるカフェ、子ども服や小物を扱うフリーマーケッ
トを実施。手作り感たっぷりのこの催しは、最後まで子
どもたちの元気な声と、それを見守り互いに支えあうパ
パやママのあたたかい笑顔であふれていました。

水であそぼう

（大森）

７月３日、水を使った実験遊びを楽しむ〝水であそ
ぼう〟が大森小学校を会場に開催され、小学
生やその家族など約3 0 0 人が参加しました。
会場ではスライムや浮沈子作りのほか、水て
っぽうやシャボン玉作りなどで遊び、大人も
子どもも一緒になって楽しみました。
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親子で一緒にオリジナルの名札づくりを楽しむ参加者たち

子どもたちの未来のために

力を合わせて玉入れに挑戦（上）
『横手やきソンバ』で盛り上がる会場（下）

（横手）

平成17年に始まり、毎年恒例となった『秋田みちの
くチャリティラン＆ウオーク大会』が、グリーンスタ
ジアムよこて周辺の特設会場で７月３、４日に開かれ
ました。24・12・６時間などの種目には110人が参加。
参加者は、時折降る強い雨にも負けず、互いに交流を
深めながら、さわやかな汗を流しました。

３班に分かれて金沢の史跡巡りをする参加者（金澤八幡宮北の丸付近）

雄物川高校で食育講座開催

（雄物川）

６月29日、雄物川高校の１年生を対象に、総合学習
の時間で食育講座が開催されました。市が昨年度実施
した『生活習慣意識調査』の分析結果などを栄養士が
説明。生徒はバランスの良い食事と、適度な運動習慣
を身につけることで、健康で豊かな生活につながると
いうことを、興味深く学んでいました。

６月24日、障がい者施設などの利用者による『県南ふ
れあいスポーツ大会』が横手体育館で開催されました。
この大会は、障がい者施設や福祉作業所の利用者が、
スポーツやレクリエーションを通じて互いの交流と親睦
を図ることが目的。県南４市２町の17施設から、利用者
と職員らあわせて500人が参加しました。
開会式では、大和更生園とユー・ホップハウスの利用
者が力強く選手宣誓し、さっそく競技を開始。玉入れ競
争や施設ごとに趣向を凝らした衣裳に粉するレッツダン
シング、輪投げなどが行われ、参加者たちは練習の成果
をいかんなく発揮し、ハッスルプレーを連発していまし
た。また、昼休みには横手やきそば研究会の塩田明子さ
んが『横手やきソンバ』を歌唱披露して会場を盛り上げ
ると、参加者たちもレッツダンシングで仮装した姿で踊
ったり、手拍子をしたりして楽しんでいました。

日本語学習者を対象に救命講習（横手）

６月25日、市が主催する日本語教室に参加している
中国やフィリピンなどの出身者が、社会参加の一環と
して市消防本部で普通救命講習を受講しました。救急
救命士から心臓マッサージや人工呼吸、ＡＥＤの操作
手順などの指導を受け、受講者20人全員に普通救命講
習修了証が交付されました。
No.115 2010( 平成 22年 ).7.15 市報よこて
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情報〜information〜

お 知 横手市史の﹃史料編﹄を
ら せ 刊行しました
横手市史本編の第８冊目とし
て︑昭和初期から平成の市町村
合併までの史料を収録した﹃横
手市史 史料編 近現代Ⅱ﹄を刊
行しました︒戦時体制下や戦後
のあゆみがわかる貴重な資料を
収録しています︒
◆価格／３︐５００円
︵税込み︶
◆問合せ／横手地域局市史編さ
ん室 ３５︲５７２２

募 ﹃読書に関する作品コン
集 クール﹄作品募集

集

県営住宅入居者募集中

◆応募資格／市内に在住︑
在学︑
在勤する方
◆募集作品／︻文章部門︼読書感
想 文 ・ エ ッ セ ー ・ 書 評 等︻ 短
文部門︼
読書に関する標語・短
歌・短詩等︻絵画部門︼読書感
想画・ポスター・絵手紙等
◆募集点数／各部門一人１点
◆応募規定／①オリジナルで未

募
◆募集住宅／県営吉沢住宅︵睦
成字吉沢上台 ︶２戸
◆募集期限／７月 日︵水︶
◆問合せ／県平鹿地域振興局建
設部建築課 ３２︲６２０６

募

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ
集 を募集します

発表の作品②入賞・入選作品 募 えがおの丘短期水泳教室
集 生徒募集！
の著作権は主催者に帰属
◆各賞／市長賞︑教育長賞︑中 ◆期間 ／ ７月 日︵火︶〜 日 金(︶
央図書館長賞︑各部門入選
◆時間／①午後４時 分〜５時
◆応募締切／ 月６日︵土︶
分︑②午後５時 分〜６時
分※８月 日
︵火︶から４日
◆問合せ／十文字図書館
間の延長コースあり
４２︲１３４５︵※募集要
項 は各図書館にあります︶
◆場所／雄物川温泉えがおの丘
◆対象／小学１・２年生の水泳
初級者︵各時間先着 人︶
講 旬の食材と発酵調味料の
座 料理講習会
◆受講料／２︐４００円︵延長
コースも同額で別途︶
よこて発酵文化研究所会員を
講師に迎え︑サバをおろし手軽 ◆申込受付／７月 日︵日︶
午前
にできる料理を作ります︒
時から︑えがおの丘フロン
トで申込み︵午前９時 分よ
◆日時／８月１日 日 午後３時
(
)
り整理券配付︑電話申込不可︶
〜５時 分
◆場所／あさくら館
◆問合せ／雄物川温泉えがおの
丘 ２２︲２２２１
◆対象／高校生以上︵先着 人︶
◆参加費／５００円︵材料費︶
◆申込み／市産業経済部マーケ 募 マタニティクラス参加者
集 募集！
ティング推進課
４５︲５５３７

第１回季節の郷土料理
座 教室

11

お盆などでのおもてなしに︑
郷土料理の﹃エゴ﹄と﹃豆腐巻
き﹄を作ります︒
◆日時／８月５日 木
( 午)後６時
分〜８時 分
◆対象／一般女性 人
◆参加費／５００円︵材料費︶
◆申込期間／７月 日 火
(︶〜
日
︵火︶※申込多数の場合抽選
◆申込み／女性センター ３３
︲３９９５︑３２︲３１３７

講

30

◆ 時間／午後６時 分〜８時 分 ◆場所／横手市民会館
◆定員／各講習 組︵参加無料︶ ︻就職面接会の開催︼
◆申込み／横手保健センター
◆日時／８月 日
︵火︶
午後１時
３３︲９６００
分〜３時 分
◆場所／横手セントラルホテル
お 知 夏休み特別企画﹃親子で ◆申込み／横手市雇用創出協議
ら せ グラウンド・ゴルフ﹄
会事務局︵市商工労働課内︶
◆期間／７月 日
︵金︶
〜８月
４５︲３９９０
日
︵日︶
◆時間／ 午前８時 分〜午後５時 講
調理師国家試験講習会
座
◆場所／赤坂総合公園グラウン
ド・ゴルフ場
◆日時／ ８月３日︵火︶
・４日
︵水︶
︑
◆利用料／︻家族︼
１組３００円
午前９時〜午後５時
︻団体︼ 〜 組３︐０００円︑ ◆場所／かまくら館
組以上６︐０００円※団体 ◆対象／平成 年度秋田県調理
は︑親子会や子ども会対象
師試験に願書を提出した人
◆問合せ／ 赤坂総合公園グラウン ◆受講料／ 講習料１０︐０００円︑
ド・ゴルフ場

３３︲２５４６

催 横手表具同好会の表具展
し を開催します

市内で制作された掛け軸など
妊婦さんと家族が安心して出
産を乗り越え︑楽しく育児がで の表具の作品展です︒
︵水︶
〜８月
きるように教室を開催します︒ ◆期間／７月 日
日
︵金︶
︑午前９時〜午後４時
◆対象／妊娠 週以降の方
分※最終日は正午まで
※マタニティビクスは妊娠
◆場所／ 横手公園展望台 横(手城︶
週以降の方
◆日程・内容／︻１回目︼８月 日 ◆入場料／１００円
︵金︶︑妊娠中の食事のとり方・ ◆問合せ／横手公園展望台
もくよく
３２︲１０９６
赤ちゃんの沐浴練習・パパの
妊婦体験︻２回目︼８月 日
横手市雇用創出協議会
︵金︶︑マタニティビクス・大 講
座 各種セミナーのご案内
切ないのちの話・歯科講話
◆申込期限／
︻１回目︼８月 日 ︻ツアーコンダクターへの道︼
◆日時／７月 日
︵水︶
午後１時
︵金︶︻２回目︼８月 日
︵金︶
分〜４時
◆場所／横手保健センター

または卒業見込みの方を除く︶
官候補生︼
９月 日
︵土︶
︑※自
◆試験の程度／高校卒業程度
衛官候補生
︵女性︶・９月 日
︵月︶︻航空学生︼
９月 日
︵木︶
◆受付期間／７月 日︵金︶〜８
月 日︵月︶
◆申込み／自衛隊横手地域事務
所 ３２︲３９２０
◆問合せ／横手警察署警務課
３２︲２２５０

募 自衛官 特(別職国家公務
集 員︶を募集します
◆募集種目／航空学生・一般曹
候補生・自衛官候補生
◆受付期間／８月１日
︵日︶〜９
月 日︵金︶
◆受験資格／平成 年３月高校
卒業予定の男女および 歳以
上 歳未満の男女
◆試験日／
︻一般曹候補生・自衛

お 知 毎月勤労統計調査特別調
ら せ 査を実施します

計課

０１８︲８６０︲１２５５

厚生労働省と県では︑常用労
働者１〜４人の事業所を対象に︑
毎月勤労統計調査特別調査を実
施します︒７月下旬から９月に
かけて県の統計調査員が訪問し
ます︒調査へのご理解とご回答
をお願いします︒
◆問合せ／県企画振興部調査統

30 ３

テキスト代等８︐０００円

インターネット体験研修
座会

◆問合せ／横手調理師会・石井
さん ３２︲１５６５

講
インターネット接続の基礎的
な内容の研修会です︒
◆日時／７月 日 土
( 午)前９時
分〜 時 分
※受付開始︑午前９時 分
◆場所／県立横手養護学校
◆内容／インターネットエクス
プローラーの利用方法︑イン
ターネットの検索方法
◆定員／５人程度
◆参加費／無料
◆申込み／県立横手養護学校
３３︲４１６６
30

12
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28

22

30 24

◆募集期限／７月30日（金）
◆金
額／１口
20,000円〜(予算に応じます）
さ じ き
◆特
典／桟敷席ご招待、コメントの放送
花火の写真プレゼント
◆申 込 み／いものこまつりin鶴ヶ池実行員会事務局
（山内地域局産業建設課内） 53‑2934
『顕微鏡アート展』〜ビジュアル化した顕微鏡の世界〜
●期間／７月24日(土)〜８月１日(日)、午前10時〜午後
４時 ●場所／四季彩館（山内大松川） ●入場料／無料
●問合せ／四季彩館
53‑3262

記念花火を打ち上げてみませんか？

11

〜結婚・出産・各種お祝い事・厄払いなど〜

絵画の基本を学ぶ『裸婦デッサン会』
●期間／７月23日(金)〜25日(日)、午前９時30分〜 ●場
所／かまくら館 ●参加費／１日4,000円（学生3,000円）
●問合せ／掛札さん
32‑5545

20

30

30

45

『夜空を彩る花火にあなたの想いを込めて・・・』

23

19

30

22

20

※入館料でご覧になれます。来場者には粗品を進呈します。

『リンパマッサージフットケア』無料体験会
健康管理や職業として役立てたい方におすすめです。
●日時／７月23日(金)・24日（土）、①午前10時〜、②午
後１時〜※事前予約が必要です ●場所／旭ふれあい館
●申込み／中村さん
090‑5595‑0800

9/19 「いものこまつりin鶴ヶ池」
情報
開催

18 30

30

◆日時・場所／８月１日
（日）
午後１時〜 大広間
◆出演者／宇奈月満、円山和子
◆問合せ／平鹿ときめき交流センターゆっぷる 25‑3801
いちのへ

20

20

27

27

21

20

20

23

30

30

30 30

18

27

24

16

20

18

10

に入館者200万人を達成し、平成７年のオープンから
８月１日で15周年を迎えます。その記念イベントとし
ておもしろトーク＆歌謡ショーを開催します。

ディンプルアート（ステンド風 不思議塗り絵）教室
●日時／7月20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

23

23

18

『母と娘の浴衣着付け教室』
●日時／７月18日(日)午前10時〜正午 ●場所／あたごキ
ッズ ●対象／小学生までの女児とその保護者（個別の参
加も可能）●内容／着付けのコツ、帯結びとヘアアレンジ
●参加費／１人250円 ●問合せ／清川の里
33‑2477

平鹿ときめき交流センター『ゆっぷる』は、今年１月
よこて湯っこめぐりスタンプラリー2010開催中

27

30

13

24

20

25 25

い

〝ゆっぷる〟15周年記念イベント

『わくわく音楽会』
子どもから大人までのピアノ演奏などを行います。
●日時／７月19日(月・海の日)午後２時開演 ●場所／か
まくら館 ●入場料／無料 ●問合せ／木下さん 33‑6537

30

information
11

10

どばたプラザ
idobata plaza

55 11

30

◆受 入 日／月曜日〜金曜日、毎月第３日曜日
（祝日も営業、１月１日〜３日は除く）
◆受入時間／午前８時30分〜午後４時30分
◆連 絡 先／東部環境保全センター 33‑3996
南部環境保全センター 42‑1403
西部環境保全センター 26‑2108

10

16

10

27

○一般廃棄物等の搬入について
家庭で一時的に大量に出るごみ（引っ越しや片付けで
出るごみ）や事業活動（商店や事業所）から出る一般廃棄
物は、地域の環境保全センターに直接搬入してください。

63

28

◆試験日程／︻第一次試験︼
９月
日︵土︶︑ 日︵日︶︻第二次試
験︼ 月中旬および 月上旬
※最終合格発表 月中旬
◆受験資格／昭和 年４月２日
から平成５年４月１日までに
生まれた方︵ただし︑
大学卒業

◆問合せ／市福祉環境部環境課 35‑2184

報

情
これからの季節、家庭から排出される可燃ごみの中で、
生ごみは水分量が多くなります。それにより、可燃ごみ
全体の重量が２割程増加します。水切りネットなどを利
用して十分に水切りをしてください。
また、生ごみ処理容器の購入には補助制度があります。
予算がなくなりしだい終了になりますので詳細はお問い
合わせください。

19

○生ごみの十分な水切りについて

18

ごみの処理にご協力ください

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

ウオッカの背中

河村清明＝著／東邦出版

東京優駿（日本ダービー）で牝馬と
して64年ぶりに優勝し、ディープイ
ンパクトに並ぶ７冠馬に輝いた牝馬
ウオッカとそれを取り巻く人々の葛
藤や苦悩、喜びを描いたノンフィク
ションです。
名前の由来や牝馬ながら日本ダービーへの挑戦を決め
たオーナーと調教師のやりとり、秋の天皇賞での２㌢差
の舞台裏など競馬ファンであれば知っている逸話がもう
一歩踏み込んで書かれてある一冊です。 【大森図書館】

新着図書の紹介
一般向け

〔 〕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

・
「暮らしの手帖」とわたし／大橋鎭子〔雄〕
・楽しいテープ工作／立花愛子・佐々木伸〔増〕
・一瞬で伝える
「わかりやすさ」の技術／斎藤孝〔平〕
・伊藤永之介童話作品集／伊藤永之介〔横・雄・森〕
・おふくろの夜回り／三浦哲郎〔横・雄・十〕

休

児童・生徒向け

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

7月21・28日、8月2日
7月20・26日、8月2日
7月20・27日、8月2日
7月21・28日、8月2日
7月20・27日、8月2日
7月21・28日、8月2日
7月17〜19・24・25・31日
8月1日
大雄図書館 7月15・18・19・22・26・29日
8月2日
雄物川資料館 7月20・26日
ゆっぷる
7月21日

診

・アイデアはどこからやってくる？／岩井俊雄〔横・増〕
・方言と地図／井上史雄〔十〕
・草の上で愛を／陣崎草子〔平〕

療所

ゆとり館
7月20・27日
えがおの丘
7月20・26日
三吉山荘
7月20・27日
大森健康温泉
7月20・26日
ゆとりおん大雄 7月15日
南部シルバーエリア 7月20・26日、
8月2日
健康の駅トレーニングセンター
東部
7月21・28日
西・南部
7月17・18・24・25・
31日、8月1日
子どもと老人のふれあいセンター
7月20・26日、
8月2日

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 7月21・28日（水）
診 療 日 7月21・28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 7月26日（月）
診療時間 13：30〜14：30

15
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・たまごのなかにいるのはだあれ？／ミアポサダ〔雄・平〕
・てんぐのきのかくれが／青山邦彦〔森〕

おはなし会（会場は各図書館)

・７月29日（木）午前10時／平鹿
・８月７日（土）午前11時30分／十文字
・８月21日（土）午後２時／増田
・８月22日（日）午前10時30分／雄物川

夏休み映写会（雄物川図書館集会室）

藤城清治（影絵作家）の文化庁芸術祭優秀賞受賞作品
ＤＶＤなどを上映します。※全日程、午後３時から上映
・７月30日、31日、８月13日、14日／影絵劇『銀河鉄道の夜』
・８月６、７日／影絵劇『ブレーメンのおんがくたい』ほか
・８月20、21日／日本人拉致問題啓発アニメ
『めぐみ』

夏休み工作教室参加者募集中

詳しくは、市報７月１日号23ページをご覧ください。

サマータイム実施します

夏休み期間中
（７月24日〜８月24日）、横手・増田・平
鹿・雄物川の各図書館では、通常より30分早い午前９時
30分から開館します。
※横手・大森図書館／８月13日は午後６時に閉館します。

とっぴんぱらりのプー 第107回昔語りの会
●日時／７月24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
一般公開講座『高齢犬の関節疾患』
●日時／７月24日(土)午後１時〜３時 ●場所／旭ふれあ
い館 ●講師／東京大学大学院・佐々木伸雄教授 ●参加
費／無料 ●問合せ／むらおか動物クリニック 36‑1331
朗読劇
『あの夏』−1945・ヒロシマ ナガサキ−
広島・長崎の被爆者の手記をまとめ、朗読します。
●日時／７月25日
（日)午後１時30分〜 ●場所／サンサ
ン横手 ●対象／小学生以上 ●入場料／無料 ●問合せ
／朗読グループあおぞら 小松さん
32‑6255(夜間)
ごみ減量学習会『もったいない、私にとっては宝物』
●日時／７月25日(日)午後１時30分〜３時30分 ●場所
／旭ふれあい館 ●内容／家庭ごみの現状と段ボールコ
ンポストの作り方 ●参加費／無料 ●申込み／あきたエ
コマイスター県南協議会 照井さん
090‑4314‑3284
十文字スワンコーラス『道の駅サマーコンサート2010』
●日時／７月25日(日)午前10時30分〜※午前の部１回の
み ●場所／道の駅十文字 ●入場料／無料 ●予定曲／
42‑2044
夏のメドレー他９曲 ●問合せ／遠藤さん
プリザーブド フラワーアレンジ教室
●日時／７月26日(月)午前10時〜 ●場所／あさくら館
●内容／バラとリボンで作るアジサイ ●参加費／2,800
円
（材料代）●申込み／藤王さん
090‑7064‑5602
南部シルバーエリア料理教室『お盆料理』
●日時／７月31日(土)午前９時50分〜 ●参加費／1,000
円
（材料費・保険料込）●定員／20人 ●申込期間／７月
15日(木)〜28日(水) ●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
ナンの館 月例市民将棋大会
●日時／８月１日(日)午前10時〜 ●場所／ナンの館（十
文字町バイパス通り）●参加費／1,000円（軽食付）●問
合せ／佐藤さん
090‑3365‑2720
歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／８月５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／思い出の渚、
33‑2811
浜辺の歌など20曲以上 ●問合せ／煉瓦屋

献血日程

月日・地域

実

施

場

所

実施時間
10：00〜12：00

７月21日(水)
山内公民館
山 内

13：00〜16：00

種類
成分

10：00〜12：00
７月25日(日) スーパーモールラッキー
十文字 （ふれあい献血キャンペーン） 13：00〜16：00
７月26日(月)
雄物川

西山製作所㈱秋田工場

10：00〜11：15

秋田ナイルス㈱

12：35〜13：25

特別養護老人ホーム雄水苑

13：45〜16：00 全血

㈱増田サントップ

10：00〜10：45

７月29日（木）ＪＵＫＩ吉野工業㈱
増

田

12：00〜13：00

りんごの里福寿園

13：30〜14：30

横手市役所

15：00〜16：00

増田庁舎
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暮らしのカレンダー

横手市増田まんが美術館第２回特別企画展

編集・デザイン／総務企画部市長公室

木

16
17
18

金

心 十文字町幸福会館
心

19

月

20
21
22

火

№115 [ 2010年（平成22年）７月15日号 ]

7/ 15

心 社協・横手福祉センター（四日町）
心

土
日

海の日

〒013‑8601

23

水
木
金

まんが美術館特別企画展『タツノコアニメワールド』
ップ
クア

～９月12日
P
急 市立横手病院（細谷医師） 32-5001
急
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124
児
田楽灯ろうコンクール 18：00～受付、19：15～練り歩き、
大森町赤レンガ蔵周辺、大森地域局産業建設課 26-2116
急
急 和賀胃腸科内科医院（横手） 33-7533
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
up!!
ick

ピッ

法 市役所南庁舎 13：00～15：00、市総務課
法
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心 増田地区多目的研修センター
心

横手市条里一丁目１番64号
TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

8/

土

25

日

26
27

月

28

水

29
30
31

木

1

日

2

月

3

火

35-2161

法 社協・雄物川福祉センター
法
10：00～12：00、社協・雄物川福祉センター 56-2072
行
行 横手地域局１階総合案内 13：00～15：00
心 社協・大雄福祉センター
心
後三年合戦シンポジウム ～25日
P
第７回よこての全国線香花火大会 詳しくは９ページ
ウオーキングデー 9：00～かまくら館サンルーム集合
わくわくフェアinおものがわ 詳しくは９ページ
急 聖愛内科胃腸科クリニック（十文字） 42-2233
急
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124
児
プ
アッ
ック
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第４回横手市民ゴルフ大会
期 日／７月25日（日）
場 所／羽後カントリー倶楽部
参加費／2,500円※プレー代が別にかかります
申込み／各支部ゴルフ協会にお申込みください
問合せ／羽後カントリー倶楽部 26-3251
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
育児相談「相談のおもちゃ箱」 15：30～、植田保育所、
子育て支援センター 55-2255
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■７月17日（土）〜９月12日（日）
タツノコプロは、日本
アニメ製作のさきがけと
して多くの作品を世に送
り出し、日本のアニメ界
をリードしてきました。
本企画展では、タツノコ
アニメの歴史を紹介しな
がら、世界中に夢と希望
を与え続けるタツノコ作
品の魅力を紹介します。
◆時 間／９：30〜17：00
※期間中の休館日は７/20・26、９/６
◆入場料／大学生・一般500円、中・高生300円、
小学生200円
◆問合せ／横手市増田まんが美術館 45‑5556
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

後三年合戦シンポジウム
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■７月24日（土）
・25日（日）
国指定史跡となった大
鳥井山遺跡。今回のシン
ポジウムでは『古代の城
から館へ、そして中世の
館から城へ』をテーマに
古代や中世の城とは何か、
柵とは何か、館とは何か
にふれながら、後三年合
戦の日本史上の重要性に
ついて考えます。
◆日 時／７月24日（土）13：20〜17：10
７月25日（日）９：20〜15：40
◆内 容／奈良大学教授や文化庁文化財調査官
らによる講演や報告、パネル展など
◆場 所／かまくら館（入場無料）
◆問合せ／市文化財保護課 24‑3480
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

土

火

4

水
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２０１０大雄サマーフェスティバル 詳しくは９ページ
猩々まつり 詳しくは９ページ
ゆっぷる 15周年記念イベント 詳しくは13ページ
急
急
児
児
法
法
法
法

市立横手病院（磯部医師） 32-5001
平鹿総合病院 32-5124
相談予約受付開始（8/18分） 市総務課 35-2161
社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
10：00～12：00、社協・平鹿福祉センター 24-3283
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心
法 社協・横手福祉センター
法
（四日町） 10：00～12：00／
13：00～15：00、社協・横手福祉センター 33-8668
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）

【無料相談】 行
行 … 行政
税
（10：00～12：00／13：00～15：00）
税 … 税務
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

道の駅さんない納涼祭2010 ◆問合せ／ 56‑1600
日時／８月１日（日）10：00〜15：00
内容／恒例の流しそばやカブトムシ相撲大会など
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会

〜 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

７月18日（日）「ＨＡＰＰＹ ＦＥＥＴ（ハッピーフィート）」【108分】
７月25日（日）「ドラゴンボールＺ 龍拳爆発!!悟空がやら
ねば誰がやる」
【52分】
８月１日（日）「ヤッターマン 新ヤッターメカ大集合！
オモチャの国で大決戦だコロン！」
【94分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,244人（‑50）／ 34,215世帯（+21）
48,122人（‑30）
53,122人（‑20）
※６月末現在（前月末比）

〕

