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№１０７平成２２年３月１５日 最終号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

◇ ◇「お知らせナビ」廃刊のお知らせ

長らくご愛読戴きまし平成１７年１０月１日号創刊号より

た「お知らせナビ」は今回の３月１５日号をもって廃

。刊となります

平成２２年４月以降は「広報せんぼく」が月２回の発行となり
ますのでよろしくお願い申し上げます。

市 営 住 宅 入 居 者 募 集

３月１５日（月）～４月８日（木）■募集期間：
【住宅名】松葉住宅東－１０１（築６年）■募集住宅：

西木町桧木内字松葉２７８－２【住所】
２ＬＤＫ【規格】
２階建の１階部分【階数】

３５,０００円(駐車料金１台分を含む)【月額家賃】
１,０００円（２台目より）【月額駐車料金】

※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金の納付、連帯保
証人が必要となります。

※暖房器具は、屋外給排気式（ＦＦ式等）又は電気スト
ーブを使用していただきます。

※申込は１世帯１戸限りです。
①～③の条件にすべてあてはまること。■入居資格：

①現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
②市税を滞納していない者であること。
③暴力団員でないこと。
※市外在住の方でも入居可能です。
※不明な点は、事前に都市整備課へご連絡ください。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添え、■申込方法：
募集期間内に提出してください。（当日必着）
【提出先及び申込書設置場所】
西木庁舎 都市整備課、田沢湖地域センター地域振
興班、角館地域センター地域振興班、桧木内出張所
【添付書類】
①入居希望者の世帯の住民票謄本１通
（省略事項のないもの・婚姻予定者等は各１通）
②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除く）
※複数人が入居希望の場合は、市県民税世帯証明書
１通

③入居希望者全員の納税証明書各１通（学生は除く）
応募者多数の場合、書類審査のうえ公開抽■選考方法：

選（申込人によるくじ引き）を行います。
４月１６日（金）午前１０時【抽選日時】
西木庁舎 開発センター２階 農林研修室【抽選場所】

４月２０日（火）から入居可能です。■入居時期：

仙北市都市整備課 住宅公園係■問合せ：
TEL（４３）２２９５／ＦＡＸ（４７）２１１６

仙北市
仙北市立角館総合病院より

子宮頸がん予防ワクチンについてのお知らせ

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウィルス１６
型、１８型ワクチン）の予約受付と投与を開始します。

接種ご希望の方は、お問合せください。

■対象者別：
・高校生以上の女性→産婦人科にご予約ください
・１０歳以上～中学３年生までの女子児童・生徒

→小児科にご予約ください
■外来ごとの予約時間：

・産婦人科…平日８：３０～１２：００（窓口か電話で）
・小児科…平日８：３０～１２：００、１３：３０～１７：１５

（窓口か電話で）
■外来ごとの接種日・時間：

・産婦人科…月曜日及び水曜日８：２０～１２：００、
１６：３０～１７：１５

・小児科…水曜日１５：００～（予定）
※いずれも予約時に相談のうえ決めます。

３月１５日（月）～■投与の開始：
初回、１カ月後、初回から６カ月後の３回■接種回数：

ＴＥＬ（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院
※接種料金及び接種条件等詳細についてはお問い合わ
せください。

「介護予防講演会」

笑おう！ほぐそう！心と体

～自分でつくれる心と体の健康づくり～

「老い」はさけられませんが、「おとろえ」「弱る」は自分で努
力すれば先延ばしができます。
「だれでも、簡単にできるマッサージですので、肩が痛い、

腰がちょっと・・・・」という時におススメです。気になる症状は毎
日の簡単なケアで解消し、毎日をいきいきと楽しくすごしましょ
う。皆様の参加をお待ちしています。

３月２４日（水）１０：００～１２：００■日時：

西木温泉クリオン ホール■会場：

心と体のコーディネーター 水科江利子 氏■講師：
１００名■定員：

※定員になり次第締め切らせていただきます

３月１９日（金）まで■締切：

TEL（４３）２２８３■問合せ：仙北市包括支援センター
※当日はバスが運行されますので、利用する方は申込時に
お話しください。
乗車場所は田沢湖健康増進センター（８：５０）・神代就業改
善センター（９：１０）・角館武道館（９：２０）となります。

環境保全センターからのお知らせ

平成２２年度版ごみ出しカレンダーについて

角館地区 曜日が平成２２年度から のごみ集積所へ出す

になります。変更

また、その他の地区にも一部変更がありますので、
ご確認のうえご利用ください。

TEL（５４）３３０５■問合せ:仙北市環境保全センター
（３／１号再掲）
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福 祉 医 療 か ら の お 知 ら せ

～４月に小学校入学、またはひとり親家庭で３月
に高校等卒業の方へ～

現在お持ちの福祉医療費受給者証は３月３１日で終了

となりますが、新たに身体障害者手帳１～３級・療育手帳

Ａを所持した方、または母子・父子家庭となられた６歳以上
の方については引き続きマル福に該当する場合もあります。

該当すると思われる方は係までお問い合わせください。

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課 国保年金係

「 」平成２２年度 国家公務員 国税専門官採用試験

のお知らせ（大学卒業程度）

仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイ

タリティあふれる税務職員を募集しています。

仙台国税局に採用されると、税務大学校で研修を受けた

後、仙台国税局管内（東北６県）の税務署に配属されます。

■受験資格：

１．昭和５６年４月２日から平成元年４月１日生まれの者

２．平成元年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの

①大学を卒業した者及び平成２３年３月までに大学を卒

業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資格がると認める者

４月１日（木）～４月１４日（水）■受験申込受付期間：

最寄りの税務署、仙台国税局人事■受験申込書の請求：

第二課又は人事院東北事務局

仙台国税局人事第二課 試験研修係■問合せ：

TEL０２２（２６３）１１１１／内線３２３６

ス キ ル ア ッ プ セ ミ ナ ー

【マシニングセンタプログラミング講習（新人対象 】）

４月１４日（木）～１６日（金）の３日間 定員１０名
【ゼロから学ぶＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ講習】

４月１５日（木）・１６日（金）の２日間 定員１０名

【自信がつくビジネスマナー講習（新人対象 】）

４月２０日（火）・２１日（水）の２日間 定員１０名
【１級電気工事施工管理技士学科試験準備講習】

４月２０日（火）～２３日（金）の４日間 定員２０名

【第二種電気工事士技能試験準備講習】
４月２６日（月）・２７日（火）の２日間 定員２０名

９：００～１７：００■時間：

現在お勤めしている方■受験資格：
無料（テキスト代は別途）■受講料：

大曲技術専門校 民間訓練支援室■会場・申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６２）６３２１

市立角館総合病院からのお知らせ

（４月１日以降）◇お手軽検査のご案内

生活習慣病をはじめとする病気や異常の発見、健康

状態のチェックにいかがでしょうか。
診察等はなく、採血後はすぐ帰宅でき、結果報告は

指定の住所へ郵送いたします。

１６歳以上■対象者：

１階医事課フロントで、「申込書」に必要■受付場所：

事項記入（希望項目選択・検査料支払）

毎週月・木曜日（休日除）■受付曜日：
１４：００～１７：００■受付時間：

脂質・痛風 １，０００円 前立腺 １，５００円■料金：

肝機能 １，０００円 Ｂ型肝炎 １，５００円

糖 尿 病 １，０００円 Ｃ型肝炎 １，５００円
梅毒 １，０００円 貧血 ５００円

腎機能 ５００円

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院 医事課

田沢湖スキー学校メニュー２０１０

◇＜春のレーシングキャンプ２０１０＞

この時期ならではのトレーニング満載のキャンプに参加

してみませんか！

３月２３日（火）～２５日（木）■開催日：

柴田尚哉、藤田潤子、堀内新平、加藤マリ■コーチ（予定）：

１２，０００円（リフト券、昼食除く）■料金：

１日のみ参加 １日当５，０００円

※ジュニアレーシング会員無料

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

仙北組合総合病院土曜休診のお知らせ

医師など医療従事者の労働環境改善のため、平成２２

年４月から、毎週土曜日の外来診察を休診させていただ

きます。なお、救急につきましては従来どおり２４時間体制

で診療いたします。

ＴＥＬ０１８７（６３）２１１１■仙北組合総合病院
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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 １４４５０１②山林労務（１年間）臨時（４ヶ◆ -
月以上）正社員以外③不問④１２６，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許 ①０５０４１ １７１３０１②調理補助◆ -
及びホール係臨時（４ヶ月未満）パート労働者③不問

④７００⑤仙北市⑥普通自動車免許【雇用期間２２年４

月３日～５月９日】 ①０５０４１ １７０００１②塗装工◆ -
（見習）常雇正社員③２５歳以下④１１５，０００⑤仙北

市・大仙市⑥普通自動車免許（ＡＴ限定不可） ①０５◆

０４１－１６７７０１②土地家屋調査士補助者常雇正社

員③３０歳以下④１１０，０００～１３０，０００⑤仙北市

⑥普通自動車免許 ①０５０１０ ２４５３６０１②（派）Ｏ◆ -
Ａ事務臨時（４ヶ月以上）登録型派遣③不問④１４７，０

-００⑤仙北市⑥（パソコン操作可能な方） ①０５０４１◆

１６８８０１②事務員【急募】常雇正社員③不問④１１

０，０００～１２０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許（パ

ソコン操作可能な方） ①０５０４１ １６９２０１②事務◆ -
補助常雇パート労働者③不問④６３２⑤大仙市⑥普通

自動車免許（パソコン操作可能な方） ①０５０４１ １７◆ -
３９０１②フロント・売店係臨時（４ヶ月以上）パート労働

者③不問④７５０～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許

①０５０４１ １７２６０１②飲食サービス係臨時（４ヶ月◆ -
以上）パート労働者③不問④７５０～８００⑤仙北市⑥

普通自動車免許 ①０５０４１ １４３２０１②事務補助◆ -
臨時（４ヶ月以上）正社員以外③不問④１３５，６００～

１８４，２００⑤仙北市⑥（パソコン操作可能な方） ①◆

０５０４１ １４１７０１②高齢者安全・安心アドバイザー-
臨時（４ヶ月以上）パート労働者③不問④８３３⑤仙北

市⑥普通自動車免許 ①０５０４１ １３８３０１②事務◆ -
補助臨時（４ヶ月以上）正社員以外③不問④１３１，２５

０⑤仙北市⑥（パソコン操作可能な方） ①０５０４１ １◆ -
３９６０１②フロント予約係臨時（４ヶ月以上）正社員以

外③不問④１５４，０００～２４２，０００⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ １３７００１②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④１４

４，３７５⑤仙北市⑥普通自動車免許 ①０５０４１ １３◆ -
６５０１②介護員常雇パート労働者③不問④７００～１，

２００⑤仙北市・大仙市⑥ヘルパー２級以上普通自動

車免許 ①０５０６０ ３３４１４０１②交通誘導警備・駐◆ -
車場内警備常雇正社員以外③１８歳以上④１３６，４０

０～２００，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許

①０３０４０ ６４７７０１②レジ・接客臨時（４ヶ月以上）◆ -
パート労働者③不問④６８０～７００⑤仙北市⑥普通自

動車免許 ①０３０４０ ６４６４０１②レジ・接客臨時（４◆ -
ヶ月以上）パート労働者③不問④６８０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１ １６１００１②酵素風呂担当常雇パート◆ -
労働者③不問④６５０～６８０⑤仙北市⑥普通自動車

免許 ①０５０４１ １４６３０１②客室清掃係常雇パート◆ -

労働者③不問④３，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許

①０５０４１ １６５１０１②調理（調理補助）常雇パート◆ -
労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥（調理補助経

験のある方）

※平成２２年２月２６日～３月４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

観光業務関係求人募集について

①仙北市観光課臨時職員
【 】■募集業務： 観光施設管理・整備・清掃作業員 １名

４月１日～１１月３０日雇用予定期間：
～３月２３日（火）まで募集期間：

②八幡平を美しくする会南八幡平支部
【秋田駒ヶ岳のトイレ清掃及び環境保全業務■募集業務：
２名】

４月２５日～１１月３日雇用予定期間：
３月１５日（月）～２３日（火）募集期間：

日額６，０００円賃金：
毎日登山できる方（山頂付近にトイレあるため）その他：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、観光課■申込方法：

へご持参願います。（郵送での受付は致しません。）

観光課 へお問い合わせください。■問合せ： （ＴＥＬ（４３）３３５２）

※採用については、書類及び面接によって選考します。

講 演 会 の お 知 ら せ

３月２２日（月・祝）１３：３０～ ※入場無料■日時：
神代就業センター■会場：
秋田魁新報社編集局■講師：
報道本部長兼政経部長 船木保美 氏
「小さくともキラリと輝く地域」■演題：

TEL（４４）３１７５■ 問合せ：主催・ 神代地区市民会議 藤原

平成２１年度 仙北市男女共同参画推進事業

『家族で考えようワーク・ライフ・バランス』
標語コンテスト入賞作品

◇最優秀賞
「当たり前」 忘れずそえよう 「ありがとう」

関マリ子〔角館町〕
◇優秀賞
認め合い 夫唱婦随・婦唱夫随の 世の中を

黒坂源悦〔角館町〕
◇優秀賞
お互いを思いやる心で 立ち向かえば
その先に希望が持てる 社会が拡がる

境田幹正〔角館町〕
◇審査員特別賞

赤川和子〔角館町〕家族全員が共同体
（※敬称略）


