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№１０３-１平成２２年１月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

文 化 財 防 火 デ ー

１月２６日は、「文化財防火デー」です。重要文化財、

県指定文化財、重要伝統的建造物群保存地区におい

て防火訓練を実施いたします。

＜重要伝統的建造物群保存地区＞

１月２４日（日）９時～１０時■日時：

防火施設の除雪と機器の点検■内容：
角館北部地域自主防災会、角館消防署、■参加者：

防災施設保守点検業者、仙北市教育委員会

＜国指定重要文化財 草彅家住宅＞
１月２４日（日）９時～１０時■日時：

防火訓練■内容：
地域住民、仙北市消防団（第３分団）、田沢湖消防■参加者：

分署、仙北市教育委員会

＜秋田県指定有形文化財 大国主神社 本殿・山門＞

１月２４日（日）１０時３０分～１１時３０分■日時：

防火訓練■内容：

地域住民、仙北市消防団（第５分団）、西木消防■参加者：

分署、仙北市教育委員会

※草彅家及び大国主神社の防火訓練については、
訓練協力者多数のご参加をお待ちしております。

TEL（４３）３３８４■問合せ：仙北市教育委員会 文化財課

仙北市民スキー大会第５回

誰でも気軽に参加ください。

２月１４日（日）■開催日：

たざわ湖スキー場■開催場所：

TEL（５４）３４７４■開催要項・申込書：仙北市体育協会事務局（

）または仙北市教育委員会生涯学習課月～金９：００～１６：００

スポ少担当（ ）にあります。TEL（４３）３３８３

２月１日必着のこと■締切日：

仙北市体育協会または教育委員会生涯学習課■申込先：

TEL／FAX（５４）３４７４■問合せ：仙北市体育協会

仙北市 の 事 故 に ご 注 意 を雪
市内で雪下ろしの事故が多発しています。作業の際●

は次のことをお願いします

▽作業は家族、となり近所にも声掛け２人以上で

▽建物の周りに雪を残して雪下ろし

▽命綱、ヘルメットなどを使い落ちない工夫を

▽はしごは必ず固定。だれかに足元を持ってもらう

▽高齢者は、なるべく業者などにお願いする

▽作業は無理せず、自分の体調にあわせて

▽作業開始直後と疲れたころは特に慎重に

▽晴れた日ほど要注意、屋根の雪がゆるんでる

除雪用機械の取り扱いは安全に●

▽除雪機の雪詰まりは、エンジンを切ってから取り除く

▽水路や道の路肩、くぼみなどには、転落・横転事故

防止用の目印などを立てる

▽急な発進・旋回をしない

流雪溝の排雪口付近は滑りやすくなっています。●

雪を捨てるときは、足元を確かめ慎重に

TEL（４３）３３０８■仙北市環境防災課

技術修得及び資格取得助成市民の皆様へ

（雇用保険被保険要件緩和）

資質の向上及び就職に役立てるための技術修得及び資

格取得研修の経費の一部を助成します｡

市内に住所を有する離職者や求職者及び◆交付対象者：

学卒等未就職者。ただし、国又は県より助成金等の交付が

受けられる場合は、補助金は交付しません。

離職者や求職者及び学卒等未就職者が就職◆対象研修：

のために必要、かつ、有利になる新たな技術の修得及び資

格取得を行う研修で、市長が適当と認めた研修。

◆対象経費：

①研修に必要な教科書代、受験料等経費。

②自動車運転免許取得経費のうち、第１種普通免許取得

経費は除きます｡

③その他、市長が特に必要と認めた経費。（交通費は対象外）

◆補助金の額：

①対象経費の３分の１以内とし、予算の範囲内で交付。

②１回あたりの限度額は３万円｡

③年度内一人２回まで交付が受けられます｡

※補助を受ける場合、事前に交付申請書を提出する必要
がありますのでお問い合わせください。

TE L （４３）３３５１■仙北市商工課 緊急雇用対策室
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公的個人認証サービスの電子証明書の
発行を受けている方へ（お知らせ）

公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行

の日から起算して３年間となっております。電子証明書が失効

した場合、国税の電子申告などの電子申請・届出に使うこと

ができなくなります。

更新または、すでに失効しており再申請を希望する方は、

次により手続きをしてください。なお、有効期間は電子証明書

発行時にお渡ししている電子証明書の写しに記載されていま
すので、ご確認ください。

角館庁舎 市民課■受付場所：

田沢湖庁舎 総合窓口課

西木庁舎 総合窓口課

９：００～１６：３０（土、日、祝日を除く）■受付時間：

■持参いただくもの：

・現在お持ちの住民基本台帳カード

・写真付の身分証明書（運転免許証、パスポート、写真付

の住民基本台帳カードなど）

・発行手数料 ５００円

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市 市民課市民係

心もあったまる冬の健康講座

『水中ウォーキング教室』参加者募集

仙北市と仙北地域振興局の主催による『水中ウォー

キング教室』です。ぜひご参加ください。

２月３日(水)■開催日時：

１３：００～１５：５０

大仙市 西仙北ぬく森温泉ユメリア■開催場所：

（ユメリアまでバスで移動します）■集合場所・時間：

１１：００ 田沢湖庁舎集合 出発１１：０５

１１：４５ 保健課・健康管理センター集合 出発１１：５０

※自分でユメリアまで行く方は、申込みの時お知らせ

ください。（ユメリア１２：４０集合）

水中ウォーキング教室と温泉利用の健康づくり講■内容：

話・温泉入浴

仙北市内在住の成人男女■対象者：

２０名■参加定員：

無料■参加費：

水着・キャップ（レンタルは有料です）、入浴用具■持ち物：

昼食は、各自で済ませてから集合してください。■その他：

また、参加者は無料でご入浴いただけます。

１月２５日（月）■申込締切：

仙北市教育委員会 生涯学習課■申込・問合先：

TEL（４３）３３８３ FAX（５４）１７２７社会体育係

１月から３月にかけての
「大腸がん検診の研究（比較試験」のご案内）

大腸がん検診がまだの方は、この機会にぜひ検診をお受

けください。ご参加いただくと、大腸がん検診の費用は無料に

なります。なお、今回は研究参加希望の方のみの受付となり

ます。

４０歳から７４歳までの仙北市民で昨年の住民検診時■対象：

に大腸がん検診を受けていない方

■検診受付場所：

１月２６日（火）、・仙北市健康管理センター：

２月２日（火）、９日（火）、１６日（火）

２月２３日（火）・田沢湖総合開発センター：

３月２日（火）・桧木内地区公民館：

※受付時間：１６：００～１９：００

■注意事項：

いずれも予約制としますので、健康管理センターへ事前に

ご連絡ください。

参加いただくには検診当日に便を検査容器（２日分）に入

れ、持参ください。なお、便の容器をお持ちでない方は、予

約の際に担当者へお話しください。

仙北市健康管理センター■ご予約とお問い合せ：

TEL（５５）１１１２.
月曜日～金曜日９：００～１７：００（土日祝を除く）

※大腸がんは、早く検査で見つけて、早く治療すること

ができれば治せるがんです。あなたの健康チェックも
かねてぜひ『大腸がん検診の研究（比較試験）』へ参

加、ご協力ください。

「文学講座」

『山の湖の物語』の世界第１回

－直木賞作家千葉治平文学の魅力－

本講座は、旧田沢村出身で昭和４１年『虜愁記』にて第

５４回直木賞を受賞した千葉治平の数々の珠玉の作品を
朗読、作品鑑賞、文学散歩等を通して進めてまいります。

■日時・内容：

①１月２７日（水）１３：３０～１５：００ 生い立ちとその時代

②２月２４日（水）１３：３０～１５：００ 村のくらしと田沢湖

③３月２４日（水）１３：３０～１５：００人と自然、そして文学の萌芽

大仙市 ペアーレ大仙■場所：

２０名■定員：

１，５００円及び５００円（資料代）■受講料：

奥田 敦夫（大曲朗読の会主宰）■講師：

TEL０１８７（６３）８６００■申込：ペアーレ大仙
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健康づくり講演会の開催ご案内

今年も元気に過ごすため、健康づくりの話を聞く会を開催し

ます。笑って、役にたつ、一石二鳥の講演会です。皆様の多

数の参加をお待ちしています。

１月３０日（土） １５：００～１６：３０■日時：

田沢地区 田沢交流センター■会場：

■講演会：

○演題「認知症になろう」 浅利佳一郎 氏（作家）

○演題「くらしを支える地域医療」 市川晋一先生（西明寺診療所長）

無料■入場料：

社団法人高齢社会生活防衛研究所■主催：

田沢老人クラブ■後援：

（社）高齢者社会生活防衛研究所 千葉■問合せ：

TEL０８０（１８０１）５１４８

県南ご当地グルメフォーラム開催ご案内

＜元気なふるさと秋田づくり活動支援事業＞

美味しくて安くて、地元の人達に愛されるＢ級グルメが地域

を元気にする！神代カレー題材の新作ミュージカルの開演ス

タートを記念して、フォーラムを開催いたします。

今回は、秋田県南地域において、Ｂ級グルメ

による地域おこしに取り組む方々をお招きし、

熱く語っていただきます。

１月２３日（土） １０：３０～１２：００■開催日時：

たざわこ芸術村 わらび座小劇場■会場：

無料■参加費：

「ご当地グルメで地域が元気！」■フォーラムタイトル：

仙北平野の会（わらび劇場内）■主催・問合せ：

ＴＥＬ（４４）３９１５ ＦＡＸ（４４）３３１８事務局：菊池

神代地域活性化推進協議会■協賛：

※当日は、ミュージカル「キューピットはどこ？」（これは有料で

す）の開演が午後よりあります。合わせてお楽しみください。

※終演後は神代活性化推進協議会の協賛により、神代カレ

ーの振る舞いがあります。

「森のがっこう」のお知らせ

かんじきをはいて、森の探検に行こう！

１月２４日（日） １０：００～１５：３０■期日：
（わらび劇場前集合・解散）

無料（昼食は各自持参）■参加費：

※小学生以上は一人でも参加可。幼児は保護者の方と

一緒にご参加ください。
ＮＰＯ法人アート夢ネットあきた■問合せ：

TEL（４４）３９７０／ＦＡＸ（４４）３３１８

田沢湖スキー学校メニュー２０１０

◇＜テレマークキャンプ＞
最近人気のテレマークスキーを習いませんか？ゲレンデスキ

!!ーの楽しみも、山スキーの楽しみも出来るようにレッスンします
１月１６日（土）～１７日（日）■開催日：

田口 正幸■講師：

テレマークを上達したい方。はじめようとしている方。■対象：

２２，０００円（講習料、宿泊料金、保険料、懇親会費含）■料金：
※リフト券、各自ご用意ください。

１０名（定員になり次第締切）■定員：

後日連絡いたします。■宿泊先：

◇＜藤田潤子のコブ・小回り集中キャンプ＞

昨シーズン好評だった『みんなでコブをやっつけろ 』の２０!!
１０バージョンです。小回りが得意な藤田潤子の“イチオシ”の
キャンプです！

１回 １月１６日（土）～１７日（日）■開催日：

２回 ２月 ６日（土）～ ７日（日）

藤田潤子（ＳＡＪナショナルデモンストレーター）■講師：
ＳＡＪ２級レベル以上で、小回り・コブを克服したい方、■対象：

小回り・コブの更なる上達を目指す方。

第１回・２回 １５，０００円■料金：

※１日のみの参加の場合は問い合わせください。
各回１２名（定員になり次第締切）■定員：

◇しつこく、楽しく、丁寧に＜渡辺勇悦 匠キャンプ２０１０＞

ワンステップ上達したいあなたへ・・。スキーの後はゆっくり

温泉に入り、お酒を呑みながら楽しい時間を過ごしましょう。

１月１６日（土）～１７日（日）■開催日：

渡辺勇悦■講師：

当スキー学校の匠と一緒にスキーとお酒を楽しみたい方■対象：

２０，０００円（講習料、宿泊料、保険料、懇親会費）■料金：

※リフト券、各自ご用意ください。

１０名（定員になり次第締切）■定員：

友情苑（ ）■宿泊先： TEL（４６）２０４７

◇＜シニアレディースキャンプ＞

ゼッケンをつけるとよみがえるのでは…？？と、言う方々に

スペシャルなメニューでアドバイスします！

１月２３日（土）～２４日（日）■開催日：
小澤喜美男・渡辺勇悦■講師：

シニアレディースに出場される方、出場してみたい方■対象：

１２，０００円（講習料、保険料・諸費用含）■料金：
１０名（定員になり次第締切）■定員：

ホームページ申込フォームに必要事項を■申込方法：

入力し、送信ください。電話での申し込みも可能です。

ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/

ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ

田沢湖スキー学校■問合せ：

TEL（４６）２６５３／ＦＡＸ（４６）２６６１
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求人情報ハローワーク角館
※求人への応募には、ハローワーク角館が発行する紹介状が
必要です。直接、事業所へ連絡をすることはできません。

■問合せ：ハローワーク角館 ＴＥＬ（５４）２４３４

①求人№ ②職種 ③年齢 ④賃金（パートタイム求人の場合
は、時間給です）⑤就業場所 ⑥必要な免許・資格

①０５０４１－１９９０１②訪問介護員(常雇)正社◆

員以外③不問④１３３，０００～１３３，０００⑤仙

北市⑥普通自動車免許 ヘルパー２級以上 ①０◆

５０１６－５２０１②清掃員(常雇)パート労働者③

不問④６５０～６５０⑤仙北市⑥不問◆厚生ビル

管理株式会社①０５０１６－３７０１②清掃員(常

雇)パート労働者③不問④６５０～６５０⑤仙北市

⑥不問 ①０４０１０－５５３６０１②（派）半導体◆

検査装置の機械設計(常雇)常用型派遣③６２歳

以下④１７０，０００～３３９，５００⑤仙北市角館

町※転勤の可能性あり⑥必要経験（ＣＡＤ－ＰＡ

Ｃ） ①０４０１０ ５５４９０１②（派）半導体検査装◆ -
置の制御組込開発(常雇)常用型派遣③６２歳以

下④１７０，０００～３３９，５００⑤仙北市角館町

※転勤の可能性あり⑥必要経験（Ｃ＋＋） ①０◆

５０４１－２２２０１②保育業務(臨時)４ヶ月以上(パ

ート労働者)③不問④８２０～８２０⑤仙北市（角館

地域・田沢湖地域）⑥保育士資格（資格取得見込

者可） ①０５ ０４ １ ２ ３５ ０１②調理員、常雇、◆ -
パー ト労働 者③不問 ④６５ ０～ ７ ５ ０⑤仙北 市

⑥不問

※平成２１年１２月２５日～平成２２年１月７日の間にハローワ

ーク角館に申込みのあった求人情報です。なお、既に決定

している場合がありますので、詳しい情報については、「ハロ

ーワーク角館」 にお問い合わせください。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

花 葉 館 よ り の お 知 ら せ

<日帰り旅行>

今、話題の仙台泉プレミアム・アウトレットに日帰りでいくことが

出来ます。花葉館では研修を兼ねたバス旅行を計画します。

詳しくはお問合せください。

<メンテナンス休館日について>

花葉館では施設・設備のメンテナンスのため１月２５日から

２７日までの３日間休業させていただきます。

TEL（５５）５８８８■上記に関する問合せ：花葉館

仙北市教育委員会より

非常勤職員登録者募集

仙北市教育委員会では、非常勤職員の登録者を募集
しています。

■職種：

①特別支援教育支援員（児童生徒に対する学校生活や学

習活動上の支援等）
②複式学級指導支援員（小学校における複式授業を解消

するための非常勤講師）

■資格要件：

○教員免許・保育士免許等をお持ちの方、若しくは取得予
定の方

○学校・保育園等で、子どもに関わる経験がある方

年間２００日程度、週５日、１日６時間程度■勤務時間：

仙北市立小・中学校■勤務場所：
下記問い合わせ先まで連絡の上、履歴書を提出し■登録：

てください。

必要に応じて面接を行い、選考します。■雇用：
TEL（４３）３３８２■問合せ：仙北市教育委員会 学校教育課

従業員技術修得及び資格取得助成市内企業の皆様へ

（従業員数10人から5人に緩和）

市内に住所を有する中小企業者等が行う従業員技術修
得及び資格取得研修経費の一部を援助します。

◆交付の対象：

①従業員を５人以上、常時雇用している中小企業者等（現

に市内において商業又は工業、もしくはサービス業を営

んでいる者で、かつ、仙北市商工会会員である者）。

②中小企業者等が行う、技術の高度化及び新分野への進
出のための技術修得及び資格取得研修、又は、従業員

の資質向上を図るための技術習得及び資格取得研修

で、市長が適当と認める事業
◆対象経費：

①講師料・教材費等、主催者からの研修費負担要請額。

②研修のための旅費（交通費及び宿泊費）。

③その他、市長が特に必要があると認めた経費。
◆補助金の額：

①補助額は、対象経費の３分の１以内とし、予算の範囲内

で交付｡
②従業員を派遣して行う場合は、１中小企業当り３０万円、

一人当り３万円以内で、受講人数は、１０人を限度として

交付を受けられます｡

③企業内で行う場合は、１中小企業当り２０万円、一人当り
２万円以内で、受講人数は、１０人を限度として交付を受
けられます｡

※補助を受ける場合、事前に事業計画書を提出する必要が

ありますのでお問い合わせください。

TE L （４３）３３５１■仙北市商工課 緊急雇用対策室
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№１０３-２平成２２年１月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

行政懇談会の開催について平成２１年度

地域運営体、市民サポートセンターについての意見交換会
を開催いたします。多数の参加お待ちしております。

（１月１５日以降開催分）◇行政懇談会日程

＜角館地区＞

期 日 会 場 開始時間

１月１８日（月） 雲沢集落ｾﾝﾀｰ

１９日（火） 中川集落ｾﾝﾀｰ１月

２０日（水） 角館交流ｾﾝﾀｰ１月

２７日（水） 西長野交流ｾﾝﾀｰ 午後６時３０分～１月

２８日（木） 白岩集落ｾﾝﾀｰ１月

２９日（金） 紙風船館１月

２月２日（火） 桧木内地区公民館

３日（水） 西木総合開発ｾﾝﾀｰ２月

仙北市 重点プロジェクト推進室■問合せ：
TEL（４３）１２４１／FAX（４３）１３００

「パソコン講座」受講生募集第５回

＜①パソコン基本操作＞（４日間）
マウス・キーボード操作、文字入力、インターネット、

電子メールなど
初心者■対象：
２月１０日（水）、１２日（金）、１７日（水）、１８日（木）■日時：
午後１時～４時

（ ）＜②エクセルで表とグラフを作ってみよう＞ ２日間

パソコン基本操作をおおよそ習得している方■対象：
２月２４日（水）、２５日（木）■日時：
午後１時～４時

WindowsXP■使用するパソコン
仙北市総合情報センター研修室■場所：

（角館町田町上丁２３）

テキスト代として①６００円、②３００円■費用：

各３０名■定員：
仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９（土・日・祝日を除く）

※積雪量によっては駐車場が狭くなっている場合がありますので、
あらかじめご了承願います。

仙北市
秋田内陸線「駅市」開催のご案内

～内陸線に乗って「駅市」においでください！～

仙北市では、国の支援を受けて、秋田内陸線沿線地域

の元気再生を図るため、内陸線や駅舎を積極的に活用

し、地域の人材、食文化、自然などの資源を活かした農山

村の地域再生と内陸線の活性化に取り組んでいます。

』八津駅 駅市・第２弾『もちバイキング

昨年、大好評であった「もちバイキング」。ごま、きな

粉もちなど、３０種類以上のもちと漬け物をバイキング

方式で楽しめます。あわせて物産販売会も行います。

１月３１日（日）正午～午後３時■開催日時：

西木町八津「かたくり館」■開催場所：

１人 １，０００円（小学生以下半額）■参加費用：

１月２５日まで、ＦＡＸで申し込みください。■申込：

（門脇）ＦＡＸ（５２）５１８９

担 い 手 農 家 の 皆 さ ん へ

平成２１年分農業所得の経理については農業経営改善推

進専任顧問を設置し、税務相談を受け付けます。

消費税・所得税の確定申告等についてわからない事など

がありましたら気軽にご相談ください。

～３月３１日（水）まで■相談受付期間：

税理士 大釜 勉 氏（大釜勉税理士事務所）■顧問名：

TEL（５４）３０３３

電話による相談または直接上記顧問事務■相談方法：

所へお尋ねください。

TEL（４３）２２０６■仙北市農林課

《郷土料理教室》参加者募集

好評につき『豆腐カステラ作り』を開催します。

昨年、定員制限で参加できなかった方、ぜひ参加してく

ださい。

１月３０日（土） ９：３０～■日時：

神代就業改善センター■場所：

２０名（定員になり次第締め切ります）■定員：

５００円（材料代ほか）■参加費：

千田 ミワさん■講師：

１月２５日（月）～２６（火）８：３０～１７：００■申込：

TEL（４３）１０６１電話で申込みください。田沢湖公民館



- 6 -

農業研修センター 研修・企画展

◇農業簿記「複式簿記手書き②」

２月４日（木）～５日（金）１０：００～１６：００■日時：

農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等３０名 ５００円■対象： ■受講料：

◇農産物ネット直販講座「簡単ホームページ作成」
２月１０日（水）１０：００～１６：００■日時：

自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：

農業者等２０名 １，５００円■対象： ■受講料：

◇パソコン農業簿記⑥

２月１８日（木）～１９日（金）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：

農業者等２０名 ２，０００円■対象： ■受講料：

◇農業手作り体験「巻きずし」

２月２４日（水）１３：００～１５：３０■日時：

農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
一般２０名 １，０００円■対象： ■受講料：

◇農産物ネット直販講座「簡単ホームページ作成」
２月２５日（木）１０：００～１６：００■日時：

自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：

農業者等２０名 １，５００円■対象： ■受講料：

◇農業手作り体験「巻きずし」

２月２６日（金）１３：００～１５：３０■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：

一般２０名 １，０００円■対象： ■受講料：

農業研修センター（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：

TEL０１８５（４５）３１１３ ＦＡＸ０１８５（４５）３１１６

◇ロープワークを学ぼう

２月２０日（土）１３：３０～１５：３０■日時：

一般２０名 ５００円■対象： ■受講料：

（入場無料）◇企画展 クリスマスローズ展
２月２１日（日）～３月１４日（日）９：００～１７：００■会期：

生態系公園（南秋田郡大潟村）■会場：

公園管理事務所（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：

TEL０１８５（４５）３１０６

教えて先輩！～地域に伝わる伝統芸能～

大曲農業高校郷土芸能部員を先生に迎え、地域に
伝わる伝統芸能に触れてみませんか。手踊りや民謡、
笛や太鼓など、普段なかなか体験できないことがいっ
ぱいです。

１月３１日（日）９：００～１２：００■日時：

大仙市神岡農村環境改善センター■場所：

小学生以上３０名■募集人員：
秋田県仙北地域振興局地域企画課■申込先：

TEL０１８７（６３）５１１４

建設業経営支援セミナーｉｎ秋田

「小さくても利益の出せる建設企業を目指そう」【講演】
①建設業保証（株）の業務概要【説明】
②農業分野進出における現状と課題
③新事業展開（成功事例のポイント）
県内の全ての建設業者さん（参加自由）■対象：

２月３日（水）１３：３０～■開催日時・会場（県南会場）：
大仙市仙北ふれあい文化センター（大仙市堀見内字元田
茂木７－１）

※中央・県北会場は問い合わせください。
県建設管理課建設業班■問合せ：

TEL０１８（８６０）２４２６ ＦＡＸ０１８（８６０）３８２９

ステージ裏側見学＆郷土芸能体験

ドンパルのステージ裏側を見学し、さらには大曲農業
高校太田分校郷土芸能部員による演技披露及び手踊
りや民謡などの体験をしてみませんか。

２月６日（土）１３：１５～１５：３０■日時：
ドンパル（大仙市中仙市民会館）■場所：

小学生以上４０名■募集人員：
秋田県仙北地域振興局地域企画課■申込先：

TEL０１８７（６３）５１１４
TEL０１８７（５６）７２００又はドンパル

第９回「白岩城址燈火祭」

今回は秋田県の農山村活力向上モデル地域の指定
を受け、国際教養大の協力の元、地域に「元気・勇気・
感動」の光を発信します。皆さま是非見に来てください。

２月１３日（土） １７：００～２０：００■開催日時：
（強風・雨の場合は翌日１４日）

角館町白岩平城■メイン会場：
白岩村おこし プロジェクトＳ■主催・問合せ：

ＴＥＬ（５３）２４８５代表 下田三千雄

＜会場案内図＞


