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№１０４-１平成２２年２月１日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「健康づくり教室」参加者募集

小さいバランスボールを使ったエクササイズとノルディックウ
ォーキングの健康づくり教室を開催します。ルディックウォーキ

ングとは、２本のポールを持って行うウォーキングで、通常の

ウォーキングと比較して４割増しのエクササイズ効果が得られ
ます。参加費無料！事前申し込みが必要です。

３月４日（木）９：００～１２：００■日時：
美郷総合体育館「リリオス」■場所：

５０名（定員になり次第〆切）■定員：

TEL０１８２（４５）６１３４■申込：県健康づくり推進チーム

※動きやすい服装、内ズック・タオル持参でご参加ください。

仙北市 ＡＤＳＬ回線開通のお知らせ

市補助事業により、上桧木内地区にＡＤＳＬによる高

速インターネットサービスが開通いたします。

２月１日（月）より■提供開始日：

※加入申し込みは受付中

※エリア内も交換局からの距離によって 大速度が出ない

場合やご利用できない場合がありますのでご了承ください。

東日本電信電話株式会社秋田支店■事業者：

ＮＴＴ上桧木内交換局■整備局舎：

０１８７ ４９（２０００～２９９９）■対象局番： -
０１８７ ５８（３０００～３９９９）-

TEL（０１２０）１１６１１６■問合先：ＮＴＴ東日本－秋田

※受付時間：午前９時～午後９時

ホームページ ｈｔｔｐ://ｆｌｅｔｓ.ｃｏｍ/

参 加 企 業 募 集 ！

○仙北市企業連絡協議会設立に向け参加企業を募集します！

『仙北市仙北市では、仙北市に在する各種企業間の連携と交流を図り、地域雇用の促進と若者の定着を図るため

を設立することとしております。企業連絡協議会』

連絡協議会では、地域企業との橋渡し、就職や仕事に対する認識を深めるために、次の事業を行って参ります。

◎企業連絡協議会の主な事業等（案）

①企業情報交換会の開催 ④高校生等事業所訪問の共催

②新たな事業活動に有効な研修の開催 ⑤企業振興に必要な情報収集、提供に関すること

③合同社員研修等の開催 ⑥市内企業ワーキングガイドの作成

※その他協議会活動に必要とされる事業を行います。

市内に事業所があり、協議会の目的に賛同下さる企業であれば特に要しません。■参加資格要件：
※年会費 ５，０００円（予定）
参加希望の場合はお手数でも、企業名等を記入の上、商工課緊急雇用対策室までＦＡＸをお願いします。

仙北市企業連絡協議会に参加します。

企 業 名

部 署 役 職 名 氏 名

連絡担当者

電話番号 ＦＡＸ番号

※申込は２月２２日（月）までお願いします。

TEL（４３）３３５１／ＦＡＸ（５４）４１０２■問合せ先：仙北市商工課 緊急雇用対策室
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仙北市介護保険地域支援事業

「いきいき元気アップ教室」のお知らせ

仙北市包括支援センターでは年齢を重ねても、いきいき元

気に過ごしていただくため、今回は、高齢者の介護予防のた

めにスウェーデンで考案された「健康体操」を取り入れた「イキ

イキ元気アップ教室」を計画しました。

積極的に体を動かし、自立した生活が過ごせるよう、皆さん

の参加をお待ちしています。

６５歳以上の方であればどなたでも参加できます■対象者：
全６回 ２月１６日（火）、２６（金）、３月４日（木）、■日時：

１０日（水）、１６（火）、２５（木） １０：００～１１：３０
（※３月１６日は１３：３０～１５：００）

高齢者健康体操■内容：
先着２０名■定員：

田沢湖健康増進センター 地域交流プラザ■実施場所：
タオル１枚・動きやすい服装でお出でください。■準備するもの：
２月１５日（月）・電話で申し込みください■申込締切：

（１回でも、途中からの参加も出来ます）
柴田栄宜 氏■講師：

仙北市西木町上荒井字古堀田４７■申込先・問合せ：
仙北市包括支援センター

ＴＥＬ（４３）２２８３／ＦＡＸ（４７）２１１６

認知症の方を抱える家族のつどい

認知症の方を自宅で介護されている家族の方々は、大
切な人だからこそ様々な悩みを抱えていることが多いと思
います。「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続ければ
いいのか」など、その思いは深く複雑なのではないでしょう
か。
一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じような経

験をしている者どうしで、自由に話して楽になりません
か。気軽に参加ください。皆様の参加をお待ちしていま
す。

２月１５日（月）■日時:
１０：００～１１：３０
西木総合開発センター■場所:
認知症の介護についてのお互い話し合う■内容:
「こころ」と「からだ」のリラックス法
認知症の方を介護している家族■対象:
仙北市包括支援センター（西木庁舎内）■問合せ:

ＴＥＬ（４３）２２８３

ポーセラーツを楽しもう

真っ白い器に好きな模様を貼ってオリジナルのカップを
作りましょう。
子どもさんといっしょに作ってみるのも楽しいですね。

２月２７日（土）１０：００～■日時：
西木公民館■会場：
大山智子さん（田沢湖）■講師：

一人１，０００円■参加費：
２月１９日（金）まで西木公民館へ■申込み等：

TEL（４７）３１００

介護予防サポーター養成講座

仙北市介護予防きらめき隊

仙北市では、「元気で活動的な高齢者」を増やすことを目標

に、さまざまな介護予防事業（１イキイキ元気アップ教室、２さ. .
わやか教室、３高齢者健康づくり講座、４認知症サポーター. .
養成講座、５介護予防講演会など）を企画しています。.
つきましては、この事業のお手伝いや介護予防に関する企

画・運営に参加してくださるサポーターの養成講座を開催します。
介護予防きらめき隊として、ご近所のお仲間同士、無論お

ひとりの参加でも大歓迎です。ぜひご参加ください。

■日程：
１．２月９日（火） 介護予防事業について・高齢者の身体

と心・自己紹介
２．２月１７日（水） お口から始まる健康生活
３．２月２５日（木） いざというときの応急手当の仕方
４．３月２日（火） 自分で出来る足マッサージ健康法
５．３月９日（火） 認知症を学び地域で支えよう

１０：００～１１：３０■時間：
角館交流センター■場所：
介護予防に関心のある方（年齢性別は問いません）■対象：

２０名■募集人員：
TEL（４３）２２８３■申込・問合せ先：仙北市包括支援センター

※２月８日（月）まで電話で申し込みください。

田沢湖高原雪まつり 出店について2010

２月１９日（金） １８：００～２１：００■日時：
２０日（土） １０：００～２１：００

２１日（日） １０：００～１５：００

※開始時刻には販売できるようご準備ください。
■出店会場：

たざわ湖スキー場特設会場（管理センター裏）

１６区画（区画割は主催者が決定します）■募集区画：

テント０．５張（３．６ｍ×５．４ｍの半分）■店舗：
（机２個、椅子２脚は実行委員会で準備します。）

１００００円。電気使用の場合は１０００円追加。■出店料： , ,
※初日に現地徴収いたします。３日間悪天候等で中止になっ

た場合は返金いたしますが、１日でも開催した場合は、申し
訳ございませんが、返金いたしません。

■出店資格：

①仙北市商工会員、（西木、角館町、田沢湖）観光協会員、
田沢湖物産協会員の他、主催者が認めた出店者

②３日間の出店が可能である事

２月１０日（水）までに、所定の申込書と従事者の「腸■申込：

内細菌検査結果」の写し（主催者が一括で保健所へ届けます。
ただし、不要な方もございます。）を添えて申し込みください。

なお、１６店舗以上の応募があった場合は抽選になります

■申込・問合せ：

田沢湖高原雪まつり事務局（田沢湖観光協会）

０１４－１２０１ 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３９

TEL（５８）００６３／ＦＡＸ（４３）０３１１
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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 ４１６０１②一般製造工程常雇正社員◆ -
③３５歳以下④１１９，６８０～１１９，６８０⑤仙北市

⑥不問 ①０５０４１ ３９８０１②院内清掃及び器具◆ -
の消毒常雇パート労働者③不問④８００～１，０００

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ３８７０１②建築作業◆ -
員臨時（４ヶ月以上）正社員以外③不問④２８８，００

０～２８８，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許建築士

-（２級）又は建築施工管理技士（２級） ①０５０４１◆

２１８０１②経理事務及び接客業務常雇正社員以外

③６０歳以下④８４，０００～１２０，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許［必要経験］経理事務・ファイリング

・パソコン（ワード・エクセル） ①０５０５０ １９０９０◆ -
１②料理長常雇正社員③不問④２００，０００～３０

◆０，０００⑤仙北市⑥調理師（調理経験のある方）

①０５０５０ １８９００１②フロント・サービス常雇正社-
員③４０歳以下④１３０，０００～１６０，０００⑤仙北

市⑥不問 ①０５０５０ １９３７０１②調理補助及び◆ -
清掃等雑務常雇パート労働者③不問④７００～９００

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ４２９０１②商品化作◆ -
業・補助作業・商品発送補助臨時（４ヶ月以上）正社

員以外③不問④１２２，５００～１３２，３００⑤仙北市

⑥普通自動車免許

※平成２２年１月１５日～１月２１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

市立田沢湖病院 看護職員募集

市立田沢湖病院では、看護職員を次のとおり募集します。

看護師（経験者）■募集職種：

若干名（正規職員）■募集予定人員：

平成２２年２月１日現在３９歳未満の者で、現に■応募資格：

看護師免許証を有し、医療機関等で看護業務の経験があ

る者。

ただし、欠格事項がありますのでお問い合わせください。

随時■受付期間：

TEL（４３）１１３１■問合せ：市立田沢湖病院総務管理課

田沢湖スキー学校メニュー２０１０

◇＜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！

２回目 ２月６日（土）～７日（日）■開催日：
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。

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。

１２名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜ジュニア技術選手権 強化キャンプ＞

ビデオ撮影も予定しておりますので自分の滑りをチェッ

クしてみましょう！

第１回 ２月２０日（土）～２１日（日）■開催日：
第２回 ２月２７日（土）

小澤喜美男（ＳＡＪブロック技術員）■講師：

秋田県ジュニア技術選手権大会に参加する選手■対象：
２日間参加 ９，０００円（講習料、保険料含）■料金：

１日のみ参加 ５，０００円（講習料、保険料含）

各回２０名（各回定員になり次第締切）■定員：

◇＜こどもまつり＞
スキーや雪で遊びながら、たくさんの友達を作って、楽

しい１日にしましょう！お昼には餅つきがあります。
【第２回】２月２０日（土）■日時：
スキーと雪あそびを楽しみたい５歳～小学６年■対象：
３，５００円（講習料・保険料・諸経費）■料金：
３０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

藍の絞り染め、絞りに挑戦しませんか

ゆかた地を１反絞ります。ゆかただけでなく、いろいろな物

に応用できますよ。

藍で染めるのは春になってからです。

２月２４日、３月１０日、３月２４日（３回）■日時：

いずれも水曜 ９：３０～１５：００頃
秋田県立博物館 宮本康男先生■講師：

西木公民館■会場：

４，０００円程度（材料代）■参加費：

２月１５日（月）まで西木公民館へ■申込み等：
TEL（４７）３１００
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№１０４-２平成２２年２月１日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

平成２２年度 社会体育施設
定期使用に関する希望調査について

生涯学習課では、社会体育施設の定期使用につい

て、効率良くご利用いただけるように年間計画を立てて

おります。使用期間を前期（４月～１０月）と後期（１１月

必ず～３月）として調整を行いますので、使用希望者は
希望調査書を提出してください。締め切りは２月２６日

なお、調整会議は行いませ（金）とします（ＦＡＸも可）。

んので、使用曜日及び時間が重なった場合は、当方で

調整し年間計画を作成いたします。３月中旬頃に年間
計画表を送付いたしますので、ご了承の程よろしくお願

いいたします。

※調査書の備え付け、提出先

田沢湖地域センター総合窓口課、神代出張所、田沢出張

所、桧木内出張所、生涯学習課（角館庁舎２階）

使用対象体育施設

・生保内市民体育館 ・神代市民体育館 ・田沢市民体育館

・生保内武道館 ・神代武道館 ・西木健康増進センター

使用時間
【月曜日～金曜日】（前期） ８：３０～２２：００

（後期） ８：３０～２１：００

【土・日曜日】年間を通して ８：３０～１７：００
※１団体が１回に連続して使える時間は４時間まで

※８月１３日～１５日、年末年始は使用不可

※西木健康増進センター休館日：

月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は、その翌日）

※学校開放体育施設の使用につきましては、事前に団体

登録（毎年度）が必要で、月ごとに申請していただくこと

になります。詳細につきましては生涯学習課にお問い合

わせください。

仙北市教育委員会 生涯学習課■問合せ：
〒０１４－０３９２ 仙北市角館町東勝楽丁１９

ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７

２月は「省エネルギー月間」です

国では、毎年２月を「省エネルギー月間」と定め、省
エネルギーの意識啓発を図っております。
限りあるエネルギー資源を大切にするとともに、地球

温暖化を防止するため、私たち一人ひとりが、エネルギ
ーを大切に使うよう心がけましょう。

■財団法人東北電気保安協会 大曲事業所

TEL０１８７（６３）１０４０

仙北市
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けっちぞり世界大会 2010

袋（配布されます）をお尻にしいて、白銀のゲレンデを滑り

まくれ！

２月１９日（金）～２０日（土）■日時：

たざわ湖スキー場内特設コース■会場：
誰でもＯＫ■参加資格：

（未成年者は保護者の同意が必要です）

【チーム戦（３人１チーム）】■募集人数：

先着３０組（２日間参加義務）
【個人戦】各日先着５０人

ダウンヒル（１９日）、スラローム（２０日）■競技内容：

■賞金・賞品：

【チーム戦】優勝（秋田駒ヶ岳賞） 現金１６３，７００円
２位（田沢湖水深賞） 現金 ４２，３４０円

３位 現金 ３０，０００円

※個人戦には豪華賞品！その他、大会を盛り上げていただ
いた選手への特別賞も用意！

チーム戦１チーム３，０００円（保険料込）■参加料：

個人戦１種目１，５００円（保険料込）

ヘルメット等（問い合わせください）■装備・持ち物：
２月１５日（月）まで■募集期間：

（大会当日も若干数受け付けます）

受付はＦＡＸのみ。申込用紙はホームページ■申込方法：
からプリントアウトするか、事務局へ問い合わせください。

ＦＡＸ（４３）０３１１■申込・問合せ：

田沢湖高原雪まつり事務局（田沢湖観光協会）

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔａｚａｗａｋｏ.ｏｒｇＵＲＬ

TEL（５８）００６３Ｅ-ｍａｌｉ ｉｎｆｏ＠ｔａｚａｗａｋｏ.ｏｒｇ

からだとこころの健康づくり講演会

～呼吸法による健康法～

詩人の谷川俊太郎さんが９年前から続けているという

呼吸法を呼吸法の先生・加藤俊朗さんをお呼びして健康

づくり講演会を行います。

ストレスとうまく付き合い、こころとから

だが元気になる、生きる力を生み出す呼

吸法です。

わかりやすくお話と実践の方法が学

べます。皆様の多くのご参加をお待ちし

ております。

２月１４日（日）１０：００～１２：００■日時:
田沢湖総合開発センター■場所:
５０名（定員になり次第締切）■定員:

無料■参加費:
加藤俊朗 先生（厚生労働省公認ヘルスケア・■講師:

トレーナーほか）
さわやかボランティア「ひまわり」■申込・問合せ:

ＴＥＬ０８０（６０２２）６０５４大河
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田沢湖鍋コンテスト 出場チーム募集第３回

昨年盛況だった田沢湖鍋コンテスト。皆様のご家庭で召し

上がっている我が家のオリジナル鍋、我が社でお客様にお出
ししているオリジナル鍋でコンテストに出てみませんか？

会場にお越し頂きましたお客様に審査して頂き、グランプリ

を決定いたします。グランプリに選ばれた鍋には賞金５０，０００円

と鍋コンテスト持ち回りの優勝カップ鍋を授与！！
またご参加頂きましたチームには、副賞もございます。

来場者は１杯あたり１００円で

お好きな鍋を試食し、一般審査員
として投票していただくことが出来ます。

（各チーム１００～１５０食限定）

２月２１日（日）１３：００～■日時：
個人・企業問わず １チーム２人以上■参加資格：

１０チーム（先着順）■募集チーム数：
２月１５日（月）■締切：

※材料費として１チーム５ ０００円を支給いたします。,
田沢湖観光情報センター フォレイク■問合せ・申込：

TEL（４３）２１１１

似鳥昭雄氏の講演会開催ご案内

連結売上高２，４４０億円、経常利益３３９億円（２００

９年２月期）と、業界 大手として増収増益を続ける経

営者の信条は「相手に儲けていただく。それが生きが

い、ロマン、志」。
この機会を逃しては聴くことはできません。皆様のご

来場をお待ちしています。

２月６日（土） 開場１３：００ 講演１３：３０～■日時：

たざわこ芸術村「わらび劇場」■会場：

株式会社ニトリ 代表取締役社長 似鳥昭雄氏■講師：
ロマン【志】■講題：

無料■入場料：

門脇木材２０周年事業実行委員会■主催・問合せ：

TEL０８０（１８０１）５１４８千 葉

おやま囃子芸能発表会第１５回

国指定重要無形民俗文化財「角館祭りのやま行事」の大

切な要素である、おやま囃子や手踊りの発表会です。今年は

１４団体が日頃の練習の成果を披露します。入場は無料です

ので、皆さん是非足をお運びください。

２月１１日（木・祝）開場９：００ 開演１０：００～■日時：

仙北市角館交流センター■場所：

※プログラムは当日会場にて、一部１００円で販売します。

仙北市教育委員会文化財課内■問合せ：

TEL（４３）３３８４「角館のお祭り保存会事務局」

バレンタインチョコ作り講習会

今年のバレンタインデーには簡単な

チョコレート菓子『生チョコ』と

『フォンダンショコラ』を作って

みませんか？

２月１２日（金）１８：３０～２０：３０■日時：

仙北市角館交流センター■会場：

斉藤妙奈子さん（花fe' 香fe'）■講師：

１，０００円（材料代）■参加費：

先着１０名■定員：
エプロン・三角布■持参するもの：

TEL（５４）１００３■申込・問合せ：角館交流センター

（８：３０～１７：３０ ただし、２／８は休館日です）

2010 スノーシュー教室

雪原や林など冬の自然を観察しながら、スノーシュー

（西洋かんじき）で歩いて健康づくりをしよう。

２月２１日（日）１３：００～１５：３０■日時：

たざわ湖スキー場周辺・友情の滝■コース：

２５名■定員：

防寒服・手袋・帽子・長靴（防寒靴）・水分補■持ち物：

給用ドリンク・タオル・着替え等

会員３００円 非会員５００円（保険料含）■参加料：

※スノーシュー、ストックのレンタル料金は１，０００円です。

（事前にお申込ください。）

２月１０日（水）■申込締切：

田沢湖スポーツセンター内・秋田県ノルディック■申込・問合せ：

TEL（４６）２００１／ＦＡＸ（４６）２００３ウォーキングクラブ事務局


