2011（平成 23 ）年

主な内容

チーム・プラスＹの優良事例発表で自主ブランド米生産の
取り組みを報告する木村洋一さん
客席からの質問にも答えながら、ふるさとの味や家族への思いについて自然体で語った
雅姫さん（右）（左は聞き役の臼井昭子さん）
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●市政の窓（厚木市との友好都市25周年交流ほか）……２
●行政情報便（市からのお知らせ）……３〜６ ●地域の
話題・ニュース東西南北……７ ●情報・図書館だより・
いどばたプラザ……８〜10
ハウス栽培のサイネリア（雄物川地域）

〝食文化 〟
を通じて横手を発信

2011『食と農』フォーラム

平成22年度チーム・プラスＹ優良賞受賞者
木村洋一さん／藤田ミキ子さん／横手清陵学院
高校家庭クラブ横手未来創造若者の会／明照保
育園／はなみづきの会
※受賞者の活動内容は、ホームページで紹介します。

雅姫さんトークショー

華やかに、軽やかに…
ひとあし早い春の装い

２月 日︑横手セントラル
ホテルで２０１１﹃食と農﹄
フォーラム 横手が開催され︑
２５０人が参加しました︒
地産地消を進めるための取
り組み﹃チーム・プラスＹ﹄
活動の情報交換や運動の広が
りを促進することを目的に︑
第１部では今年度のチーム・
プラスＹ活動優良賞の表彰と
事例発表︑第２部では横手市
出身でモデルやデザイナーと
まさ き
して活躍する雅姫さんのトー
クショーが行われました︒
優良事例の発表では︑米作
り農家の木村洋一さんが︑志
をともにする仲間との自主ブ
ランド米の取り組みを報告︒
また︑横手清陵学院高校家庭
クラブは︑地元の食材にこだ
わったマカロンの開発などに
ついて発表しました︒
雅姫さんのトークショーは
横手市出身のフリーアナウン
うす い しょう こ
サー・臼井昭子さんが聞き役
を務め︑﹃私の原点︑ふるさ
との味﹄と題し︑横手の食文
化や家族への思いなどを語り
ました︒最後は︑自身の活動
テーマである﹃衣・食・住﹄
にもふれ︑﹁横手は衣食住の
トータルプロデュースができ
るまち︒いろんな形で発信し
てほしい﹂と︑故郷へのエー
ルで締めくくりました︒
27
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市政の窓（行政報告）

25

秋田県議会議員一般選挙

〜投票へ 行こう 創ろう 元気な秋田〜

24

４月10日(日)は 秋田県議会議員一般選挙の投票日です。

佐藤 五十男さん
（−）

中島 晃さん
（京都府京都市）

中村 浩之さん
（千葉県八千代市）

申込金額
4,333,050円

舞草 幸男さん
（−）

匿名希望さん ８人

◆問合せ
市総務企画部市長公室（本庁南庁舎内） 35‑2189
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30

小野剛院長

小野院長に地域医療貢献奨励賞

佐々木 達治さん
（−）

周年

本吉 正男さん
（千葉県茂原市） 髙橋 晃彦さん
（秋田市）

換︒厚木市からは︑同市内の
陶芸家・松本昌樹さんが焼き
上げた花器を︑横手市からは
中山人形の十二支セットを贈
りあいました︒
２月 日から 日には︑厚
木市の小学生 人が自然文化
体験研修で横手に来訪し︑市
内の小学生などとともに雪像
やミニかまくら作り︑そば打
ちなどを体験︒両市の小学生
たちは釣りキチ三平の里体験
学習館に宿泊し︑狙半内地区
の幻灯のイベントにも参加し
て︑交流を深めました︒

田辺 誠治さん
（−）
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めての受賞となります︒
小野院長は︑平成８年４月
に町立大森病院︵当時︶院長
に就任︒平日の夕方５時から
７時まで診察する﹃夕暮れ診
療﹄や︑女性患者さんには女
性スタッフが対応する﹃女性
専用外来﹄など住民の視点に
立った医療サービスの実践と
ともに︑保健・医療・福祉が
一体となった地域包括医療・
ケアの推進に貢献している点
が高く評価されました︒

照井 耕之助さん
（−）

30

13

このたび︑市立大森病院の
小野剛院長が第４回地域医療
貢献奨励賞に選ばれました︒
同賞は︑住友生命社会福祉
事業団と自治医科大学が︑地
域医療の向上や住民の福祉増
進に貢献している医師に贈っ
ているもので︑今年は全国か
ら６人の
医師が受
賞︒本県
では小野
院長が初

佐藤 正男さん
（東京都板橋区） 塩 圀彦さん
（東京都調布市）

雪国ならではの遊びや体験を通して交流を深める両市の小学生たち

４団体に
﹃元気なふるさとづくり﹄
顕彰
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氏名（住所）

40

等▽横手運送株式会社︵塩田謙
三代表取締役︶＝交通遺児愛護︑
ボランティア等▽あっぱれ劇団
︵高橋春子代表︶＝演劇公演︑
交通安全・防犯等▽あきた十文
字映画祭実行委員会︵小川孝行
代表︶＝映画祭実施等

3

件数
33件

氏名（住所）

谷口 裕子さん
（埼玉県北本市） 永戸 法夫さん
（福島県郡山市）

◆寄付件数と寄付金額(２月末日）
受付期間
Ｈ22年4月1日〜Ｈ23年2月28日

◆寄付を申し込まれた方々(10月１日〜２月28日)

11

25
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と同社から現金 万円が市に
寄付されました︒
市では同社の意向に沿い︑
平成 年度の市の事業に活用
させていただきます︒

今年度の「ふるさと納税」寄附金の状況をお知らせい
たします。申込みは随時受け付けておりますので、市民
の皆様からもご親族の方などに横手市を応援してくださ
るようお声がけいただければ幸いに存じます。
なお、ふるさと納税で寄付していただきますと、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。制度の詳しい内容は市のホームページや各
地域局窓口に備え付けのパンフレットをご覧ください。

訪問団団長の佐藤信雄・厚木市友好交流委員長と
五十嵐市長が記念品を交換

県が行う﹃元気なふるさと
秋田づくり﹄顕彰事業で︑今
年度は市内から次の４団体が
表彰を受けました︒

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

15

▽横手おやこ劇場︵齊藤雅子代
表︶＝鑑賞活動・イベント開催

付

25

20

朝日綜合株式会社から市に寄付金

寄

■投票所・入場券
入場券に記載されている投票所を確認してくださ
い。入場券は、棄権防止と本人確認をスムーズに
行うため、ハガキでお送りしています。入場券が
なくても、名簿に登録されている方であれば投票
することができます。
■選挙公報
４月８日までに市政協力員を通じて各世帯に配布
されます。届かない場合は、各地域局地域振興課
または選挙管理委員会までお問い合わせください。
■不在者投票
指定病院や老人ホーム等に入院や入所されている
方は、不在者投票ができますので、病院や施設の
職員にご確認ください。
■郵便投票
郵便投票証明書をお持ちの方は、４月６日まで投
票用紙を請求することで自宅から郵送で投票でき
ます。郵便投票証明書をお持ちでない方も、身体
障害者手帳をお持ちで一定の要件を満たす方や介
護保険被保険者証の要介護状態区分が｢要介護５｣
で、自分で字を書くことのできる方は、事前に請
求することで自宅からの投票ができます。この場
合、証明書が交付されるまでに２日ほどかかりま
すので、お早めに手続きしてください。
■問合せ
市選挙管理委員会(本庁南庁舎内） 35‑2161

１月 日に︑秋田ふるさと
村で開かれた朝日綜合株式会
社︵熊谷邦夫代表取締役︶の
創立 周年記念式典で︑市の
教育や福祉に役立ててほしい

■期日前投票
投票日当日に都合が悪く投票所に行くことができな
い方は、期日前投票を行ってください。
期間 ４月２日（土）〜９日(土)
時間 午前８時30分〜午後８時
場所 お住まいの地域に限らず、どこの期日前投票
所でも投票できます。
地 域
投票所
所在地
横 手 横手庁舎２階
中央町8‑2
増 田 増田庁舎
増田町増田字土肥館173
平 鹿 平鹿庁舎
平鹿町浅舞字浅舞393
雄物川 雄物川庁舎
雄物川町今宿字鳴田１
大 森 大森就業改善センター 大森町字大中島268
十文字 十文字B&G海洋センター 十文字町字海道下6‑1
山内土渕字二瀬8‑4
山 内 山内庁舎
大 雄 大雄庁舎
大雄字三村東18

厚木市の写真・パネル展示（よこてイースト内）

などの交流を続けています︒
周年記念行事では︑お互
いの市の写真やパネルなどを
展示︒横手市では︑２月 日
から 日までよこてイースト
のテナント内に約１００点の
厚木市の写真と絵画︑特産品
などのオブジェを︑厚木市で
もほぼ同じ時期に横手市の写
真と小若ぼんでん︑ミニかま
くらなどを市役所庁舎などに
展示しました︒
また︑毎年雪まつりの時期
に行っている市民訪問団の来
横に際し︑２月 日には横手
庁舎内でお互いに記念品を交

■投票日時
４月10日（日） 午前７時〜午後７時
※一部、午後６時までの投票所があります。
■投票できる方
年齢 平成３年４月11日以前に生まれた方
住所 平成22年12月31日以前から横手市に居住し、
住民基本台帳に登録されている方
※今選挙では、横手市から県内の他市町村へ転出し
た（１回だけ住所を移した）方で、転出先の選挙人
名簿に登録されていない方は、住民票の写しまた
は、証明書を提示することで横手市で投票できま
す。ただし、転出先の選挙人名簿に登録されてい
る方は転出先で投票することになります。

両市で写真・パネルを展示︑
記念品の交換も

４/10
（日）

厚木市との友好都市締結から

60

交流の歴史︑四半世紀に

政情報便

神奈川県厚木市と横手市が
友好都市となってから︑今年
度で 周年を迎えたことを記
念して︑節目を祝う両市の交
流行事が雪まつりの時期に合
わせて行われました︒
厚木市と旧横手市は︑昭和
︵１９８５︶年５月 日に友
好都市を締結︒当時︑厚木市
に本社を置く民間企業が横手
で操業しており︑企業レベル
での交流があったことから︑
厚木市の働きかけで結ばれま
した︒以来︑両市は経済︑文
化︑教育︑スポーツといった
幅広い分野で市民の相互訪問

行

市からのお知らせ

No.131 2011( 平成 23年 ).3.15 市報よこて

2

行
水
募
道
集

市からのお知らせ

行政情報便

information

政情報便

引っ越しの際は、
水道の手続きもお忘れなく！

募

２

集

Ｙ（わいわい）ぷらざ
市民活動団体用のロッカーを貸し出します！

４月１日に横手駅東口・よこてイースト内にオープン
２
する『Ｙぷらざ』の、市民活動フロア内
（３階）に設置さ
れるロッカーを貸し出します。市民活動フロアを利用す
る際、事務用品の収納などに利用できます。市民活動フ
①お届けの口座からの振替
ロアの利用をお考えの団体はぜひお申し込みください。
②後日郵送される納付書での納付（市内転居の方や県内
◆対
象 市民活動団体
市町村へ転出の方）
◆使 用 料 無料
③後日郵送される郵便振込用紙での納付（県外へ転出の方）
◆規格・貸出数
④旧住所地で立ち会いのうえ、現金での現地精算（平日のみ）
【ロッカー・大】
水道総務課に届け出がないまま転居・転出された場合
＊規格／幅406mm×奥406mm×高531mm（A3サイズ収納可）
は、料金がそのまま請求され続けますのでご注意くださ
＊貸出数／24団体分
い。その場合、料金（使用料）は減免されません。また、
【ロッカー・小】※レターボックスとして利用可
引っ越しする時は転出先の住所と電話番号を必ずお知ら
＊規格／幅280mm×奥347mm×高172mm（A4サイズ収納可）
せください。※市内で転居する場合、引き続き同じ口座
＊貸出数／48団体分
からの振替が可能な場合がありますのでご相談ください。 ◆使用期間 ４月１日〜平成24年３月31日(最長一年間)
◆問合せ
※空がある場合は随時募集
市上下水道部水道総務課（横手庁舎内） 32‑2758
◆申込方法 使用申込書を地域づくり支援課に提出。申
※４月１日からは、横手市水道お客様センターにご連
込書は地域づくり支援課、各地域局地域振
絡ください。（水道庁舎内 32‑2758）
興課にあります。
◆申込期限 ３月28日（月）
下
◆問 合 せ 市総務企画部地域づくり支援課（本庁南庁
下水道接続に対する優遇制度拡充のお知らせ
水道
舎内) 35‑2158
引っ越しが決まった場合、水道総務課にもお知らせく
ださい。料金の精算を行います。精算した料金は、次の
いずれかの方法でお支払いください。

平成23年４月から、市民のみなさんが利用しやすいよ
うに、各制度を拡充します。ぜひ、早期の接続をご検討
ください。詳細は、市ホームページでも確認できます。
改造資金融資あっせんの拡充（新築を除く)
要

件

供用開始後 年 齢
３年経過
限度額

拡充前

拡充後

65歳以上の方と同
居していること

同居要件なし

60万円

80万円

限度額

供用開始後３年以内
対象工事

トイレと水まわり
を下水道に接続す
る工事

120万円
水まわりのみを
下水道に接続す
る工事でも可

例）80万円の融資を６年(72回)で返済する場合
利子相当額約10万円(Ｈ22年度金利適用)を市が負担
し、利用者は元金のみを返済することになります。
◆問合せ
市上下水道部下水道維持課(横手庁舎内) 32‑2781
新規接続後、３カ月料金減免の要件緩和
要

件

拡充前

拡充後

年齢条件

65歳以上の方と同居し
ていること

同居者の要件なし

期

平成23年３月までに、
新規に接続すること

期限なし

限

対象工事

新築を除く

◆問合せ
市上下水道部下水道管理課(山内庁舎内) 35‑2174
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市民
住所変更などの届出をお忘れなく！
福祉
引っ越しなどで住所の変更があった場合は、忘れずに
各地域局市民課・市民福祉課窓口へ届け出てください。
◆こんなとき…
＊横手市外から引っ越してきた時（転入届）
⇒住み始めた日から14日以内
＊横手市内のほかの住所に引っ越した時（転居届）
⇒住み始めた日から14日以内
＊横手市外へ引っ越しする時（転出届）
⇒引っ越しが決まった日から引っ越しする日まで
＊世帯主、世帯の構成が変わった時（世帯変更届）
⇒変更があった日から14日以内
◆必要なもの
届け出する方の印鑑と、運転免許証・住民基本台帳カ
ード・パスポートなどの顔写真つきの本人確認書類が
必要です。お持ちでない場合は、健康保険証、年金証
書など複数の書類が必要になります。また、同じ世帯
の方以外が届け出する場合は、委任状が必要です。な
お、転入の場合は、前住所地で発行した転出証明書も
持参してください。
◆問合せ（各地域局市民課・市民福祉課市民担当）
・横手地域 32‑2703 ・増田地域 45‑5513
・平鹿地域 24‑1113 ・雄物川地域 22‑2156
・大森地域 26‑2115 ・十文字地域 42‑5114
・山内地域 53‑2932 ・大雄地域 52‑3904
・市福祉環境部国保市民課（大雄庁舎内） 35‑2176

浄
化槽

下水道事業認可区域・集落排水事業区域以外の地域にお住まいの方

浄化槽の設置を希望する場合は、助成が受けられます

市では地球に優しく
電気代も安くなる、
低炭素型浄化槽を推
奨しています。

下水道区域等以外の地域にお住まいで、浄化槽の設置 【個人設置型】
新築や増改築、トイレの水洗化などで浄化槽を設置す
を希望する場合は、補助金を受けることができます。ま
た、平鹿・雄物川地域では、市が浄化槽を設置する事業 る方に、市が本体設置費用の一部を補助します。
◆交付条件
を行っています。
主に居住を目的とする住宅等に浄化槽を設置する方で、
設置後、年度内に使用すること。
【市設置型】
平鹿・雄物川地域では、下水道事業計画区域外での浄 ◆補助対象地域
下水道事業認可区域、集落排水事業区域および浄化槽
化槽の設置を進めるため、市が浄化槽本体を設置する事
市町村設置整備推進事業（市設置型）区域を除く地域
業を行っています。この場合、浄化槽の設置や維持管理
は市が主体となって行い、そのほかの宅内排水設備等の ◆浄化槽設置補助金額（平成22年度時点）
工事は個人が行うことになります。市設置型の場合は、
人槽区分 補助金額
人槽算定根拠
申込みから施工まで２、３カ月ほどかかりますので、事
５人槽 352,000円 延べ床面積が160㎡未満の住宅
業の趣旨をご理解のうえ、期限内にお申し込みください。
７人槽 441,000円 延べ床面積が160㎡以上の住宅
◆設置条件
浴室および台所が２か所以上ある
浄化槽設置後、年度内に使用すること。
10人槽 588,000円
住宅（二世帯住宅または大家族住宅）
◆分担金および使用料
浄化槽設置後は、下記のとおり受益者分担金と維持管 ※県生活排水整備構想で個別処理区域となっている地域
には、上記補助金額に10万円が上乗せされます。
理に係る費用として使用料がかかります。
◆募集期限 平成23年11月30日
人槽区分
使用料（月額）
受益者分担金
◆浄化槽設置後の維持管理
５人槽
5,250円
110,000円
浄化槽管理者（浄化槽を使用している人）は『保守点検
７人槽
6,300円
130,000円
（年３〜４回）』、『清掃（年１回以上）』、
『法定検査（年１
10人槽
7,350円
160,000円
回）』をすることが義務づけられています。これらを怠
ると浄化槽の故障や悪臭の原因になりますので、定期
◆工事予定時期 ６月〜11月頃
的に行いましょう。
◆募集期限 平成23年８月10日
◆問 合 せ 市上下水道部下水道維持課（横手庁舎内）
◆問 合 せ 市上下水道部下水道整備課（山内庁舎内）
32‑2781、または各地域局産業建設課
53‑2931、または各地域局産業建設課

予防
募
各種予防接種についてお知らせします
接種
集
■ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接
種を一時見合わせています
現在、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの任意
予防接種の実施を一時見合わせています。
同時接種後の死亡報告例を受け、国や県では接種の見
合わせを決定しました。市では、市報よこて２月１日号
で、同予防接種費用助成についてお知らせしましたが、
接種再開の通知があるまで予防接種の実施を見合わせま
すので、ご協力ください。
けい

■子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成

教育委員会短信
● 問合せ 教育総務課

２月

22‑2151

■２月定例教育委員会の審議内容（２月18日）
◎平成22年度横手市一般会計補正予算に関する意見
の申出について承認(雪害対策分)
◎事故による損害賠償額及び和解に関する意見の申
出について承認
◎平成23年度教育方針について承認
◎平成23年度教育予算について承認
◎平成22年度横手市一般会計補正予算に関する意見
の申出について承認(３月補正分)
◎横手市立学校設置条例の一部を改正する条例に関
する意見の申出について承認

全国的に子宮頸がん予防ワクチンが不足しているため、
各医療機関では、数カ月間、予約の受け付けができない
状況です。市が行っている接種費用助成の対象者となっ
※詳細は市のホームページ（教育総務課のページ）
ている方の期限については、国や県の対応が確定しだい、
に掲載しています。
お知らせします。接種が円滑に実施できるまで、しばら
くお待ちください。
【お詫びと訂正】
※今後の予防接種に関する情報は、市報や市ホームペー
市報よこて３月１日号の記載に誤りがありました。下記のと
ジでご確認ください。
おり訂正してお詫びします。
◆問合せ
●12ページ下段、『３月１日は秋田県いのちの日です』の記事
中で、３月１日以降の電話相談受付時間「8：15〜17：15」は
・各地域局市民福祉課（横手地域局は保健センター）
「8：30〜17：15」の誤りでした。
・市福祉環境部保健衛生課（大雄庁舎内） 35‑2185
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多彩なイベントで会場は大盛況！
■十文字雪まつり２０１１（十文字）
２月19日、『十文字雪まつり』が道の駅十文字を会場に
行われました。店頭ではガラガラ抽選会や軽食などの屋
台が並び、屋外での宝探しゲームやポニーの幌馬車試乗
体験、麺まきなど多彩なイベントが行われ、多くの人で
にぎわいました。
また、雪像コンテストには６チームが参加し〝街中ス
テーションズ倶楽部〟が作製した布袋様が最優秀賞に輝
き、賞金10万円を獲得。夜には、恒例の冬花火が打ち上
げられ、雪まつりのフィナーレを鮮やかに彩りました。

国

保

宝探しゲーム（上）、多くの人でにぎわった麺まき（下）、恒例の冬花火（右）

からだにやさしい食を体験
■雑穀による食と農からの地域づくりフォーラム
（平鹿）
２月20日、平鹿生涯学習センターで『雑穀による食と
農からの地域づくりフォーラム』が開催されました。約
160人の参加者は、地域の生活研究グループなどが調理
した、あわやきびなどの七穀米ご飯と、ひえとニンジン
のコロッケなど副食４品の〝雑穀ランチ〟を試食。「い
ろいろな雑穀の味が楽しめ、おいしい」と声にしていま
した。その後、料理研究家・八柳雅子氏が雑穀について
講演。雑穀の栄養価の高さや、抗酸化力などについて詳
しい説明があり、参加者は熱心に聞き入っていました。

ふるさとの食文化に触れる
■雄物川高校で郷土料理体験（雄物川）
２月23日、雄物川高校で生徒が郷土料理の『巻き寿司』
づくりを体験しました。ＪＡ秋田ふるさと女性部の２人
を講師に迎え、２年生の３クラスが３日間に分かれて、
調理を体験。この日はＢ組の39人が、料理手順の説明を
受けた後、グループになり料理に取りかかりました。海
苔の上に赤と緑の寿司飯、だし巻き卵、ほうれん草をの
せ丁寧に巻きあげ、切り口が色鮮やかな『椿の花寿司』を
つくりました。生徒たちは、伝統料理の目で楽しむ華や
かさに感心している様子でした。

熱心に『巻き寿司』づくりに挑戦する雄物川高校の生徒たち

五穀豊穣や悪疫退散を祈願
■三所神社ぼんでんまつり（増田）
２月20日、
『三所神社ぼんでんまつり』
が行われ、
６本のぼんでんが五穀豊穣や商売繁盛などを願
って奉納されました。商工会館前のコンクール
会場では、ぼんでんを額や腰などに乗せ、妙技
を披露。増田小学校の児童による小若ぼんでん
12本も参加し、まつりを盛り上げました。

■梨木水かぶり（十文字）
２月20日、十文字梨木地区で『梨木水かぶり』
が行われました。梨木愛宕神社でお祓いをした
30人の男衆は、下帯にわらじ姿で集落内をねり
歩き、振る舞い酒で体を温めながら、沿道の家
々が用意したおけの水を勢いよくかぶり、五穀
豊穣や悪疫退散を祈りました。
はら
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国保市民課からお知らせします

■ひとり親家庭の福祉医療費助成制度

ほろ

〝雑穀ランチ〟を試食する会場の参加者

市からのお知らせ

【ひとり親家庭の児童】
現在、乳幼児（就学前の児童）を対象とした福祉医療
費助成を受けているひとり親家庭の児童の中で、４月か
ら小学校に入学する児童がいる場合は、４月以降も助成
制度の対象となります。
該当する方は、３月末日までに各地域局国保担当窓口
で申請手続きをしてください。※福祉医療費の助成を受
けるには所得制限があります。
【ひとり親家庭で児童を監護、養育している方】
福祉医療費助成の対象となっている児童を監護、また
は養育しているひとり親の方は、医療機関を受診した際
の医療費の自己負担分について、払い戻しを受けること
ができます。手続きには、領収書、印鑑および振込口座
の分かるものを持参し、各地域局国保担当窓口で申請し
てください。

■会社を退職したときの年金の手続き

厚生年金や共済年金に加入していた方で、60歳未満で
退職（失業）された方、または退職した方に扶養されてい
た配偶者で60歳未満の方は、国民年金に加入する手続き
が必要です。年金手帳、退職した日付の分かるもの（離
職票、社会保険喪失証明書等）、保険料の口座振替を希
望される場合は預金通帳と預金通帳届出印を持参し、各
地域局年金担当窓口へお越しください。
退職時の特例免除制度
保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると
保険料を免除される制度があります。この申請免除で
は、申請者、世帯主、配偶者の前年の所得が審査の対
象となります。退職時の特例免除制度では、退職した
本人の前年の所得を除いて審査するため免除が受けや
すくなります。配偶者、世帯主が退職された場合にも
対象となります。

■高齢受給者証をお持ちの70〜74歳の方は
医療機関での窓口負担が来年度も軽減されます
『国民健康保険高齢受給者証』をお持ちの70〜74歳の
方は、今年度、２割に引き上げられる予定だった医療機
関での窓口負担が１割に据え置かれています。この軽減
措置が来年度（平成24年３月31日まで）も継続されるこ
とになり、対象となる方は４月１日以降も１割負担にな
ります。ただし、所得が一定以上ある方は、３割負担と
なります。
現在お持ちの受給者証の一部負担割合欄が『２割（平
成23年３月31日まで１割）』と記載されている方には、
市から３月中に新しい受給者証を送付します。４月から
医療機関等を受診される際は、保険証と新しい『国民健
康保険高齢受給者証』を窓口に提示してください。

■健康保険の手続きはお早めに！

新年度になり、入進学や就職・転出などで現在加入の
健康保険が変更になる場合は手続が必要になります。
変更(異動)日から14日以内に各地域局国保担当窓口で
手続きをしてください。
届出に必要なもの
国保と社保の保険証、印鑑
社保から国保に加入
退職日の証明書、印鑑
国保の方が他の市町村へ転出 国保の保険証、印鑑
健康保険の届出が必要なとき

国保から社保に加入

国保の学生の方が修学のため転出 国保の保険証、
在学証明書、
印鑑

※健康保険の加入は、届出が遅れた場合でも、異動のあ
った日までさかのぼります。
◆留意点
退職等で職場の健康保険をやめる場合は、任意継続保
険の制度がありますので退職前にご確認ください。
また、退職後にそれまで加入していた健康保険のまま
で医療機関を受診した場合は、後で『退職前に加入して
いた健康保険が負担した医療費をいったん返還し、退職
後に加入した健康保険に支給の申請をする』という手続
きが必要になりますので、健康保険の変更はお早めに医
療機関にお知らせください。

■平成23年度国民年金保険料は月額15,020円
平成23年度の国民年金保険料は月額15,020円になりま
す(年間180,240円)。また、付加保険料は月額400円です。
この付加年金は、将来、より多くの年金を受け取りたい
方を対象とした制度で、200円×付加保険料納付月数分が
通常の年金額に上乗せされます。
保険料の前納制度
支払方法によってお得な割引料金が設定されています。
割引額
納付期間
方法
3,200円
１年分
現
金
口座振替（10月〜翌３月） 1,020円
730円
現
金
50円
１カ月分
口座振替
※口座振替による１年分前納、４月〜９月の半年分前
納の受付は終了しました。
※国民年金保険料は日本年金機構から届く納付書で、
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、クレジ
ットカードなどで納付してください（口座振替も利
用可)。
半年分

◆各情報の問合せは…
・市福祉環境部国保市民課 35‑2186
・各地域局市民福祉(市民)課
◆年金の問合せは…
・大曲年金事務所 0187‑63‑2296
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実際の入札は︑秋田地方裁判
いきいきとした生活を送る
催 増田地区伝統的建造物群 募
集 高齢者の方を推薦ください 所横手支部で行います︒
し 保存対策調査の中間報告会
◆問合せ／秋田地方裁判所横手
平成 年４月から実施してい
高齢者の生活の参考となるよ
支部 ３２︲４２４０︑ホーム
る︑増田のまちなみの特徴を明 うな︑エイジレス・ライフ︵年
ページ
︵ http://bit.sikkou.jp/
︶
らかにするための建築︑景観︑ 齢にとらわれず自らの責任と能
民俗調査などの
﹃保存対策調査﹄ 力で送る︑自由でいきいきとし
の中間報告会を開催します︒伝 た生活︶を実践している方や︑ 相
交通事故無料相談
談
統的建造物群保存地区制度や︑ 地域で社会活動を積極的に行っ
交通事故の被害者または加害
建物が存在する増田地域の特性 ている高齢者グループの活動事
者になり︑補償内容などでお困
についての報告を行います︒
例を募集します︒おおむね 歳
りの場合︑専門の相談員が相談
◆日時／３月 日︵月︶
午後 時 以上の方を対象とします︒
に応じます︒
分〜３時 分
◆申込期限／３月 日
︵金︶
弁護士による相談日も設けて
お 知 土地区画整理事業計画書 ◆場所／増田地区多目的研修セ ◆申込方法／推薦する方の氏名︑
います︒
ら せ を縦覧しています
ンター
またはグループ名と活動内容
◆相談日時／毎週月〜金曜日
︵祝
がわかるものを提出してくだ
駅西地区土地区画整理事業計
◆講師／工学院大学・後藤治教授
日除く︶︑午前９時〜正午︑
さい︒
画書︵第４回変更︶を縦覧して ◆問合せ／市産業経済部観光物
午後１時〜５時
います︒
産課 ４５︲５５１９
◆申込み／市福祉環境部高齢ふ
◆弁護士相談日時／毎月第２・
れあい課 ３５︲２１３４
◆変更決定日／２月 日
４木曜日︑
午後１時〜４時︵要
◆場所／市建設部都市整備課
︵十 募
外国人の方を対象とした
集﹃日本語教室﹄受講生募集 募 農業ヘルパー登録者を募
予約・面談︶
文字庁舎︶
集 集しています
◆問合せ／秋田自動車保険請求
◆問合せ／市建設部都市整備課
日常会話程度の日本語習得を
相談センター
４２︲５１２０
目的とした日本語教室です︒市
横手市農業ヘルパー組合では︑
０１８︲８２３︲５９２２
内在住で４月以降６カ月以上続 農繁期など農家の依頼により︑
お 知 都市計画変更図書を縦覧 けて受講できる外国人の方が対 一般農作業や果樹作業に従事す
ら せ しています
象で︑随時申込みを受け付けて る農業ヘルパーを募集していま お 知 交通事故被害者の援護制
す︒年齢・性別は問わず︑随時 ら せ 度について
横手地域の用途地域
︵羽黒町・ います︒ 託
(児あり・無料 )
自動車事故対策機構では︑自
上内町地区︶の変更︑都市計画 ◆日時／毎週水曜日︑午前 時 登録を受け付けています︒
動車事故被害者の方への﹃交通
公園
﹃浅舞公園﹄・﹃梨木公園﹄の
〜正午
◆申込み／
︵財︶横手市みどり公
遺児育成資金﹄の無利子貸付や
変更︑十文字地域の﹃新本町地 ◆場所／横手市交流センター
社 ３５︲６０９０
﹃Ｙ
重度後遺障害者の方への﹃介護
区土地区画整理事業﹄の廃止に
︵わいわい︶ぷらざ﹄
料﹄の支給を行っています︒事
関する図書を長期縦覧しています︒ ◆受講料／半年間３︐０００円
お
知
裁判所の不動産競売情報
らせ
故の種類は︑自損・他損は問い
︵教材費別途︶
ません︒
◆申込み／市総務企画部男女共
秋田地方裁判所横手支部が行
◆問合せ／独立行政法人自動車
同参画・市民協働推進室
う不動産競売の物件情報は横手
事故対策機構秋田支所
３５︲２１５８︑または各 支部のほか︑ホームページでも
０１８︲８６３︲５８７５
ご覧いただけます︒
地域局地域振興課
◆変更決定日／３月１日
◆場所／市建設部都市計画課
︵十
文字庁舎︶
◆問合せ／市建設部都市計画課
４２︲５１１７

大曲技術専門校
座 スキルアップセミナー

１

２

お 知 平成 年度東北地区国立
ら せ 大学法人等職員採用試験
◆受験資格／昭和 年４月２日
以降に生まれた方
◆受付期間／４月１日︵金︶
〜８
日
︵金︶
※ホームページで受付
︵ http://www.bureau.tohoku.
ac.jp/shiken/)
◆試験日／５月 日︵日︶
◆試験場所／弘前市︑盛岡市︑
仙台市︑秋田市︑山形市︑福
島市
◆問合せ／東北地区国立大学法
人等職員採用試験実施委員会
︵東北大学本部内︶
０２２︲２１７︲５６７６

お 知﹃協会けんぽ﹄の保険料率
ら せ が上がります
協会けんぽは︑主に中小企業
にお勤めの方とそのご家族︑約
万人︵秋田支部︶が加入する
健康保険です︒
保険料収入の減少や医療費支
出の増大などにより︑４月納付
分から健康保険料率は９・ ％
︵現行９・ ％︶︑ 歳から 歳
までの介護保険料率は１・ ％
︵現行１・ ％︶に引き上げとな
ります︒
安心して医療サービスが受け
られるように︑ご負担について
ご理解をお願いします︒
◆問合せ／全国健康保険協会
︵協
会けんぽ︶秋田支部
０１８︲８８３︲１８４１
34

地域の食文化と農業に関わる活動を展開している
『よこての食べかた』が、横手市観光連盟や市との共
催で発酵の魅力を伝えるトークショーを開きます。
発酵菌キャラクターで人気の漫画『もやしもん』の
作者・石川雅之さんを迎え、原画のミニギャラリーと
サイン会も同時開催。日本酒や甘酒など伝統食の展示
と試食、即売もあります。

51 64 54

10：00〜11：40
４月７日(木)
イオンスーパーセンター横手南店
横 手
13：00〜15：40

講

15：00〜16：00

ふしぎ 楽しい もやしもんの話
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北都銀行横手支店

横手市おいしさ再発見
『食』と『農』のまち

57

全血
13：30〜14：30

◆問合せ／市総務企画部市長公室広報広聴担当
35‑2162

15

12：15〜13：00

◆応募方法／氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、
電話番号と応募動機（400字程度）を記入し、郵送、
ファクス、Ｅメールで申し込んでください。市のホ
ームページに応募用紙を掲載していますが、所定事
項を記載していれば任意の用紙でもかまいません。

23

３月23日(水) 日貿産業㈱横手工場

◆募集対象／満18歳以上の横手市民（高校生は除く）

37

10：00〜10：45

◆募集人数／若干名

50

阿桜園

種類
実施時間

場 所
実 施

市報やホームページにご意見を

30

平成23年度広報モニター

40

羽後交通㈱本社
横 手

◆日

献血日程

15

65

◆応募期限／平成23年４月８日（金）必着
※書類選考し、結果を４月下旬にお知らせします。

◆開催日／①４月23日(土)、②４月24日(日)
◆場 所／仙台市・クリネックススタジアム宮城
◆参加費／１組3,000円
◆対 象／小学生以下の子どもとその保護者
◆定 員／両日各20組※子ども１人に大人１人
◆申込み／ハガキに住所、氏名、年齢（学年）、電話番号
（日中連絡の取れる番号）、第１希望日・第２希
望日を記入し、〒013‑0036 横手市駅前町2‑5
羽後交通観光横手営業所内『プロ野球観戦ツア
ー係』まで郵送。※ハガキ１枚に２組まで応募
可。ただし１家族１枚まで。
◆締切り／４月８日(金)到着分まで。応募者多数の場合は
抽選とし、当選者には電話連絡します。
◆問合せ／ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ 33‑2102
大森スポーツクラブさくら 26‑4073

お勤めされている方を対象と
した講習会です︒
︻ＮＣ旋盤講習
︵プログラミング・
新人対象︶
︼
◆期間／ ４月 日
︵水︶
〜 日
︵金︶
︑
定員 人
︻イチから学ぶイラストレーター
講習︼
◆期日／ ４月 日︵水︶
・ 日
︵木︶
︑
定員 人
◆場所／大曲技術専門校
◆時間／午前９時〜午後４時
◆受講料／無料
︵テキスト代別︶
◆申込み／大曲技術専門校
０１８７︲６２︲６３２１

プロ野球観戦（楽天イーグルスVS日本ハムファイターズ）で

14

25

◆応募先／〒013‑8601横手市条里一丁目１番64号
横手市役所市長公室広報広聴担当 33‑6061
koho@city.yokote.lg.jp

『子育て情報交換』や『親子の絆』を深めませんか!

13

10

地元在住のアマチュア芸人が歌やマジック、パフォ
ーマンスなど、愉快な芸を披露します。おもしろい芸
に対しては、会場から投げ銭をしてもらいます。
新潟県の芸人さんも、
ゲスト出演しますので、ぜひ
〝新しい笑いの文化〟をお楽しみください。
◆日
時／３月29日（火）午後７時〜
（開場：午後６時30分）
◆場
所／旭ふれあい館
◆参 加 費／100円
◆問 合 せ／よこてジャリ銭バトル寄席実行委員会
事務局 23‑5227

◆モニターの業務／①市報や市のホームページについ
て、年４回のアンケート調査にお答えいただきます。
②市報や広聴活動に対する意見や感想などを調査用
紙に記入していただきます。（年２回以上）

よこてジャリ銭バトル寄席を開催します

13

22

30 21

『市報よこて』などの市の広報活動に、市民のみな
さんの声を取り入れるため、平成23年度の『広報モニ
ター』を募集します。

市民コーディネーター養成講座から生まれた

10

10

若者が中心となり、酒米を植えることから始めた、
若勢醸んプロジェクト。その成果として、新酒『若勢
醸ん』が完成しました。お披露目とかねて、横手平鹿
の地酒を紹介しますのでご堪能ください。会場では、
あわせて日本酒の販売も行います。
◆日
時／３月23日
（水）午後６時30分〜８時30分
◆場
所／横手セントラルホテル
◆参 加 費／6 , 0 0 0 円（事前によこて発酵文化研究所
事務局に、お問い合わせの上、チケットを
購入してください）
＊新酒若勢醸ん４合瓶をプレゼント
＊日本酒以外の飲み物は有料
◆問 合 せ／よこて発酵文化研究所事務局 45‑5537

時／３月26日（土）午後１時30分〜４時
入場無料 （開場：午後０時30分）
◆場 所／横手市増田まんが美術館
◆ゲスト／今野宏さん（秋田今野商店社長）
石川雅之さん（漫画『もやしもん』作者）
佐藤譲治さん（日の丸醸造株式会社社長）
司会・臼井昭子さん（元ＮＨＫキャスター）
※詳細は全戸配布したチラシをご覧ください。
◆問合せ／横手市増田まんが美術館 45‑5556
月日・地域

醸ん and 新酒発表交流会☆

わかじぇ

募集
します

information

24

報

情

come on

☆若勢

地域からのお知らせ

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

スクラップブックアイデア帖 〜思い出を、残す、飾る、楽しむ〜
平田美咲＝編／誠文堂新光社

出会いと別れの季節。写真や
手紙、チケットやメモ、思い出
の品を、みなさんはどのように
保存していますか。既製のアル
バムに貼り、見返すことは、と
ても楽しいですね。
本書では、更にステップアッ
プをして、インテリアとして常
に目にするようなアイデアを提
案しています。もちろん実際にスクラップブックを作る
ための参考書としても役に立ちますが、目を通すだけで
も楽しい気分にさせてくれる一冊です。 【横手図書館】

休
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

新着図書の紹介

館日

ご確認ください

3月16・23・30日、4月1日
3月22・28日、4月1日
3月22・29日、4月1日
3月16・23・30日、4月1日
3月22・29日、4月1日
3月16・23・30日、4月1日
3月19〜21・26・27日
4月2日
3月17・20・21・24・28・31日

<<臨時休館のお知らせ>>
●後三年の役金沢資料館
３月22日(火)〜４月８日(金)

診

一般向け

雄物川資料館
3月22・28日
ゆっぷる
3月16日
ゆとり館
3月22・29日
えがおの丘
2月22・28日
大森健康温泉
3月22・28日
ゆとりおん大雄 3月17日
南部シルバーエリア 3月22・28日
健康の駅トレーニングセンター
東部
3月16〜31日
西・南部
3月19〜21、
26・27日
子どもと老人のふれあいセンター
3月22・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 3月16・23・30日（水）
診 療 日 3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 3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

・百人の哲学者百の哲学／ジャン＝クレ・マルタン〔森〕
・夢を持ち続けよう！／根岸英一〔平〕
・精神鑑定とは何か／高岡健〔横〕
・外商の真髄／伊吹晶夫〔増〕
・老前整理‑捨てれば心も暮らしも軽くなる‑／坂岡洋子〔雄〕
・映画で学ぶ英語学／倉田誠〔十〕
・月の街山の街／イ・チョルファン〔増〕
・お徳用愛子の詰め合わせ／佐藤愛子〔横・森〕

児童・生徒向け

い

情報〜information〜

どばたプラザ
idobata plaza

横手高校写真部・美術部『卒業記念作品展』
高校生活３年間の集大成をご覧ください。
●期間／３月19日(土)〜21日(月・春分の日)、午前９時
〜午後９時 ●場所／横手サティ ●問合せ／横手高校写
真部・美術部
32‑3020
横手市テニス協会主催『初心者テニス教室』
子どもから大人まで、初心者を対象にテニス教室を開
催します。的当てゲームも行います。
●日時／３月20日(日)午後１時〜３時 ●場所／横手体
育館 ●参加費／無料※申し込み不要 ●問合せ／横手市
テニス協会 高橋さん
090‑4880‑3561
『県議会横手市選挙区公開討論会』
４月に行われる県議会選挙の横手市選挙区立候補予定
者と意見交換し、これからの県政のあり方を考えます。
●日時／３月20日(日)午後２時〜４時30分 ●場所／かま
くら館 ●入場料／200円（会場料、資料代）●問合せ／20
11年県議会選挙公開討論会実行委員会 小原さん 45‑5245
『つかえる英語講座』
（外国人教師による中級英会話教室）
●日時／３月22日(火)・４月５日(火)、午後７時〜９時
●場所／かまくら館 ●受講料／１回1,000円（初回無料）
●問合せ／田口さん
080‑1829‑4754
横手おやこ劇場 第71回鑑賞活動
『アンディ先生のストリート・マジック＋モンブラン』
●日時／３月27日(日)午後２時開演 ●場所／サンサン
横手 ●会費／入会金200円、月会費800円（３歳以下無料）
●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）
南の館 月例市民将棋大会
●日時／４月３日(日)午前10時〜 ●場所／レストラン松美
（十文字町坂の下）●参加費／1,200円（昼食付）●問合せ
／佐藤さん
090‑3365‑2720

・14歳のための物理学／佐治晴夫〔横〕
・目で見る政治／アンドル・マー〔森〕
・メン！‑試練の剣‑／開隆人〔十〕
・秘密のスイーツ／はやしまりこ〔平・森〕

歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／４月７日(木)午後７時〜 ●場所／煉瓦屋（寿町）
●参加費／1,000円（飲み物、ケーキ付）※要予約 ●予定曲
／青春時代など20曲以上 ●申込み／煉瓦屋 33‑2811

・アンネの木／マウリツィオ・Ａ.Ｃ.クゥアレーロ〔平〕
・ノアの箱舟／リスベート・ツヴェルガー〔増〕
・みてよぴかぴかランドセル／西巻茅子〔横・雄〕
・はらぺこさん／やぎゅうげんいちろう〔十〕

絵手紙・はがき絵講座
字は下手だし、絵なんて描いたことがないという方、
一緒に挑戦してみませんか。
●日時／４月８日(金)午後２時〜４時 ※毎月第２、４金
曜日開催 ●場所／横手駅前「Ｙ２(わいわい）ぷらざ」 ●
申込み／絵手紙白ゆり会 赤川さん
018‑829‑5859

絵

本

４月のおはなし会（会場：各図書館)

・４月９日（土）午前10時30分／十文字
・４月17日（日）午前10時30分／雄物川・大森
・４月23日（土）午前10時／平鹿
・４月23日（土）午後２時／増田

図書館はどなたでも無料でご利用できます

お弁当や通園バッグの作り方、社会人としてのマナー
など、新生活を応援する図書を各種取りそろえています。
入学や就職などを機に、図書館の利用を始めてみません
か。１人10冊まで２週間貸出しています。図書館利用カ
ードが必要ですので、運転免許証や健康保険証など氏名
や住所が確認できるものをご持参ください。

たこ

第24回『横手凧揚げ大会』
参加賞を準備しています。ぜひ参加してください。
●日時／４月10日(日)午前８時30分から受付 ●場所／
グリーンスタジアムよこて駐車場 ●参加費／無料、凧
のない方には手作り凧を１枚500円で販売します ●問合
せ／横手凧の会 木島さん
32‑0706
稚魚の放流を行います
横手川に鮭の稚魚２万匹を放流します。どなたでも参
加できますので、一緒に放流しませんか。
●日時／４月10日(日)午前10時〜（雨天決行） ●場所／
蛇の崎川原付近（看板あり） ●問合せ／横手南ロータリ
ークラブ 阿部さん
090‑3907‑6361
No.131 2011( 平成 23 年 ).3.15 市報よこて
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暮らしのカレンダー
3/ 15

火

心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心

県立近代美術館 〜冬を楽しむ美術展〜

雪と遊ぶ
3/15

4/5

木戸五郎兵衛神社初午祭り

16

水

17
18
19
20

木
金

7：00頃～、木戸五郎兵衛神社
法
市総務課 35-2161
法 市役所南庁舎 13：00～15：00、
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心
心 横手地域局３階
心 十文字町幸福会館
心

土

ップ
クア
ピッ

P

!
up!
ick

■４月17日（日）まで開催中
雪を楽しむ豊かな文化、
雪が作り出す不思議な造形、
雪が積もった野外彫刻。美
術館の内と外を丸ごと使っ
て冬の美術鑑賞を楽しみま
せんか？
◆時 間／９：30〜17：00
※入場は16：30まで
◆場 所／県立近代美術館
◆入場料／無料
◆問合せ／県立近代美術館

33‑8855

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

日

〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号

21

月

22
23
24

火

春分の日

水
木

TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

25

金

26
27
28
29
30
31
4/ 1
2
3
4
5

土
日

急
（小山医師） 32-5001
急 市立横手病院
児
（石橋医師） 32-5124
児 平鹿総合病院

横手市地域支えあいネットワーク市民集会
14：00～、かまくら館、西部地域包括支援センター
急
（横手） 33-6021
急 復古堂医院
心
心 大森コミュニティセンター

35-2135

心
心 雄物川コミュニティセンター
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・雄物川福祉センター
10：00～12：00、社協・雄物川福祉センター
心
心 社協・大雄福祉センター

56-2072

ふしぎ 楽しい もやしもん の話
13：30～、
横手市増田まんが美術館、詳しくは９ページ
急
千葉小児科医院
（横手） 33-2256
急
児
（岡田医師） 32-5124
児 平鹿総合病院

月
火
水

『後三年の役金沢資料館』臨時休館のお知らせ
展示室の補修工事のため、下記のとおり休館します。
休館期間／３月22日（火）～４月８日（金）
問 合 せ／市文化財保護課 24-3480

木
金

法
（4/20分） 市総務課 35-2161
法 相談予約受付開始
心 十文字町幸福会館
心

平成23年度
横手市立小中学校入学式
【小学校】
４月６日（水）
10：00〜 増田、醍醐、福地、田根森
13：40〜 黒川
14：00〜 境町
４月７日（木）
10：00〜 金沢、浅舞、吉田、雄物川北、
南（雄物川）、大森、十文字第
二、植田、睦合、阿気
13：30〜 横手南、旭、栄、十文字第一、
山内
14：00〜 朝倉
【中学校】
４月６日（水）
10：00〜 横手西
13：30〜 平鹿、十文字、山内、大雄
14：00〜 鳳、金沢、雄物川、大森
４月７日（木）
10：00〜 横手南
14：00〜 増田
◆問合せ 市教育委員会教育指導課
35‑2123（または各小中学校）
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会

土
日
月
火

〜 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

急
（高橋正樹医師） 32-5001
急 市立横手病院
児
児 平鹿総合病院 32-5124
法
法 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
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）

【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

３月20日（日）「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」
【111分】
３月27日（日）「カンフー・パンダ スペシャル・エディション」
【92分】
４月３日（日）「ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史」
【102分】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

100,697人
（‑61）／ 34,282世帯（+3）
47,861人
（‑31）
52,836人
（‑30）
※２月末現在（前月末比）

〕

