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№８９-１平成２１年６月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市「やるぞ！アグビジプラン」応援事業

チャレンジしてみませんか！

仙北市では、平成２０年３月 に「仙北市おばこの里どぶろく特区」

地元で収穫された米を使った濁酒と豊かな食材認定され、

・伝統料理との組み合わせによる「農家のもてなし」が新た

なアグリビジネスとして期待されています。３年以上取り組

まれる場合は、今年補助を受けることが出来ます。

あなたもこの事業へチャレンジしてみませんか。

仙北市内において、酒類を自己の営業場に■補助対象者：

おいて飲用に供する業（旅館、民宿、レストラン、飲食店等）

を併せ営む（又は予定）農業者で、自ら生産した米を原料と

して濁酒を製造しようとする者。

■補助対象経費：

◇対象経費の種類

①新たに農家レストランや農家民宿等を開設し、同時

に濁酒製造を可能とする施設・備品の整備

・調理場、製造所の建築〈支出例〉

・機械、器具、容器の購入など

②既に農家レストランや農家民宿等を営業し、新たに

濁酒製造を可能とする施設・備品の整備

〈支出例〉 施設の改築、増築・

・機械、器具、容器の購入など

■補助要件：

１．助成を希望する濁酒製造を盛り込んだアグリビジネス

のあらましを記載した計画書「やるぞ！アグビジプラン」

を市長に提出し、承認を受ける必要があります。

２．助成を受けたアグリビジネスは、３年以上継続して事業

を行っていただきます。

承認を受けた事業計画１件あた■補助率・補助限度額：

り、 として助成します。対象経費の１／２以内で３０万円を上限

６月１５日（月）～１０月３０日（金）■応募期間：

TEL（４３）２２０６■問合せ：仙北市農林課 政策調整係

※濁酒製造には、酒類の製造免許が必要であり、酒税納税

義務者として必要な申告納税や記帳義務が発生するとともに

その他酒税法の規定があります。

特区認定に伴い、誰でも濁酒が製造できるということではあ

りませんのでご注意願います。

仙北市
日頃の練習成果を競う

「仙北市消防訓練大会」のお知らせ

団員約６００名が集結し、仙北市消防訓練大会が開

「小型ポンプ操法」 「規律訓催されます。競技種目は と

で、日頃の練習成果を競い合います。皆様も有事練」
の際にご活躍される、地元分団を応援してみませんか。

７月５日（日）■日時・スケジュール：
午前７時２０分 整列・人員報告

午前７時３０分 観閲・分列行進

午前７時４０分 開会式

午前８時３０分 競技開始

※当日は雨天決行です。

仙北市角館町「落合球場駐車場」■場所：
《担当》仙北市環境防災課 ＴＥＬ（４３）３３０８

６月は市県民税（普通徴収）の納税月です

納税通知書は６月中旬ごろの発送予定です

■平成２１年度 個人市県民税の納税通知書

平成２０年１月から１２月平成２１年度の市県民税は、
しています。までの１年間の所得をもとに計算

■納税通知書は・・・
仙北市にお住まいで平成２０◎平成２１年１月１日現在、

年中に所得がある方

仙北市にお住まいでなくても◎平成２１年１月１日現在、

に対してお送りします。事務所や家屋敷を有する方
平成２１年１月２日以降に亡くなられた方に対しても、◎

ので、平成２１年度分までは市県民税が課税されます

相続人の方にお送りすることになります。

口座振替についても随時受け付けております。
税務課にお電話をいただき郵送で受け取る申込書は

か、各庁舎並びに出張所で受け取ってください。

必要事項を記入し、取扱金融機関へお申込みください。

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

銃刀法が改正されました

今年の１月５日から施行されております。
◎ダガーナイフ等、刃渡り５．５cm以上の剣が、新たに所
持禁止になりました。

◎不法所持の場合、３年以下の懲役、又は５０万円以下
の罰金の刑に処せられます。

◎現在、所持している方は、今年の 、警察署７月４日まで
へ提出してください。
所持している剣が、銃刀法で所持が禁止されている剣

かどうか、疑問の方は、遠慮なく警察にご連絡ください。

TEL（５３）２１１１■問合せ：仙北警察署 生活安全課

（３／１５再掲）
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（見ぃつけた）ホタルの池めっけた

秋田内陸線「八津駅」に下車してください。

春には「かたくりの花」の里、秋には「西明寺栗」の特

産地として多くの利用者で賑わっております「八津駅」

に、もう一度降りてみてください。

「ほたるが飛び交い、カエルが大合唱」、

そんな田舎の原風景にそっと触れ、忍び
寄って見ませんか。

６月２６日(金)～７月５日(日)の１０日間■期間：

八津駅着１９：５４・八津駅発２１：３７（現在のダ■内陸線：
イヤによる。上下線、どちらも同時刻着・同時刻発）

「八津駅」２０：００出発→（徒歩）→「ホタルの池」■行程：

２０：１５着～２０：４５発→（徒歩）→「かたくり館」２１：００着
(お茶・軽食)→「八津駅」２１：３７乗車

※詳しい場所については、秋田内陸線「八津駅」を降りて

「ホタルの案内人」にお尋ねください。

大人ひとり３００円（含案内料・お茶代）■観賞入山料：
※ただし、内陸線利用者は入山料２００円（１００円値引き）

とします。

※車でおいでの方は、かたくり館前に駐車願います。駐車

場から集合場所「八津駅」まで徒歩１分です。観賞会場
への車での乗り入れは原則禁止します。

かたくり館（西木町小山田字八津）■問合せ：

TEL・ＦＡＸ（４７）３５３５
かたくりの里「にぎやか委員会」代表 赤倉辰己■主催：

TEL０９０（４６３９）８４６３ ・ （４７）３１４３

伝統文化こども教室事業

「仙北市こども日本舞踏教室・小若の会」
会 員 募 集 ！！

伝統文化こども教室事業は、日本の伝統文化や伝統芸

能を子どもたちに受け継いでいくために、文化庁から委託

を受けた（財）伝統文化活性化国民協会の事業です。

小学校１年～中学校３年生■募集対象：

定員１５名■募集人員：

土曜日（月２回） １３：００～■稽古日：

角館交流センター （第１・３土曜）■稽古場所：

生保内上滝沢部落会館 （第２・４土曜）

１，０００円■活動費：

稽古着（浴衣可）・足袋■準備するもの：

７月２０日（月）■募集締切：

「仙北市こども日本舞踊教室・小若の会」■申込・問合せ：

代表 坂東 紗亘（バンドウ サトル）

TEL０１８７（５４）１８３８ 携帯０９０（６４５６）４４５６

０９０（２９８７）６６８４

加入はお済ですか？
交通災害と不慮の災害共済

平成２１年度の交通災害・不慮の災害共済の加入受付
を行っています。窓口にて加入者のお名前、生年月日、加
入する共済（交通災害・不慮の災害）を申し出るだけで簡
単に加入できます。
万が一の事故に備えて、家族そろってセットで加入し、

「安全の和」を広げましょう。

（土日、祝日を除く）■加入受付窓口：
仙北市役所 環境防災課、田沢湖・西木地域センター、
各出張所

■共済加入期間：

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日まで

途中加入の場合は加入日の翌日から平成２２年３月

３１日まで
交通災害共済 １人 ４００円■共済掛金：

不慮の災害共済 １人 ６００円

※平成２１年度の新入学（小学生）児童の交通災害
共済掛金は無料となります。（手続きは不要です）

※下記の金融機関窓口でも加入出来ます。

◎秋田銀行 ◎秋田ふれあい信用金庫

◎北都銀行 ◎羽後信用金庫

ＴＥＬ（４３）３３０８■問合せ：仙北市環境防災課 交通防災係
（４／１再掲）

ひとり親家庭等対象講習会の開催について

母子家庭の母、寡婦、父子家庭の父の方を対象にし

たパソコン講習会を開催します。

パソコンの基本技能を習得し、就職、転職の条件を

有利にしてみませんか。

…… 神岡総合情報センター◇大仙会場

日程：８月３１日、９月２日・４日・７日・９日

申込締切：８月２４日

…… 横手市平鹿地域局◇横手会場

日程：９月９日・１１日・１４日・１６日・１８日

申込締切：８月３１日

９：００～１６：００（昼休み１時間）■講習時間：

※セミナー開催日は１７：００まで

Ｗｉｎｄｏｗｓの基礎、ＷｏｒｄとＥｘｃｅｌの入門と活用■内容：

無料 ※テキスト代実費■受講料：

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター■申込・問合せ：

TEL０１８（８９６）１５３１ ＦＡＸ０１８（８６６）２１６６

メール ｊｉｒｉｔｕｓｉｅｎ＠ｂｌｕｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ

※申込書は、田沢湖地域センター、角館地域センター、
福祉事務所（西木庁舎）にあります。
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平成２１年度

仙北市民会館自主事業のお知らせ

平成２１年度仙北市民会館自主事業の第一弾は学

校芸術鑑賞です。

地元の誇る劇団わらび座の和楽器グループ「響」に

よる を の 開場、午「わくわく 和ライブ」 ７月９日 午後１時

後１時３０分開演で開催します。

生保内小学校、神代小学校の生徒による鑑賞会で

すが、今回は特別に一般の方の鑑賞も可能です。

は 。当日窓口でお支払いください。入場料 ８００円

ＴＥＬ（４３）３１４３■問合せ：仙北市民会館

「生命の貯蓄体操」初心者教室のお誘い
～ さぁ！ あなたも始めてみませんか！！ ～

「生命の貯蓄体操」は誰でもできる健康づくりのため

の日本式気功養生術です。

頭痛、肩こり、腰痛、不眠などで悩んでいる方、本来

のあなたの元気を取り戻しましょう。

６月２２日から８回 毎週月曜日■期日：

１９：３０～２１：００■時間：

田沢湖総合開発センター■場所：

（田沢湖庁舎の隣の建物）

バスタオル ※資料代若干■持ちもの：

「生命の貯蓄体操」 田沢湖会事務局■申込：

（１８：００～２１：００の間）ＴＥＬ０９０（５５９３）７１１３

古 文 書 講 座

はじめて古文書を学ぶ方【古文書入門コース】

次の土曜日■実施日：

６／２７、７／１１・２５、８／８・２２、９／５

経験者、現在も勉強されている方【古文書解読コース】

次の火曜日 ７／２８、８／１１・２５、９／８■実施日：

１３：００～受付、１３：３０～講座■日程：

各４０名■定員：

秋田県公文書館 ３階 多目的ホール■会場：

直接来館、電話、ハガキ、ｆａｘ、メールのいず■申込方法：

れかの方法で申し込みください。

【入門コース】受付中■申込期間：

【解読コース】６月２９日（月）より受付

秋田県公文書館｢公文書館講座｣係■申込・問合せ：

TEL０１８（８６６）８３０１ ＦＡＸ０１８（８６６）８３０３

〒０１０－０９５２ 秋田市山王新町１４－３１

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ａｋｉｔａ．ｌｇ．ｊｐ/ｋｏｂｕｎｓｙｏ/

メール ｋｏｕｂｕｎ＠ａｐｌ．ｐｒｅｆ．ａｋｉｔａ．ｊｐ

パソコン教室 受講者募集

職場や趣味で活用できる講座ですので申込みください。

〔３回：７／６（月）・７（火）・９（木）〕エクセル講座

〔３回：７／１３（月）・１５（水）・１６（木）〕パワ－ポイント講座

１７：４５～１９：３０■時間：

神代中学校■会場：

６月２４日（水）～７月２日（木）■申込期間：

〔６回：７／２９（水）・３１（金）・日常的なパソコン活用講座

８／３（月）・５（水）・７（金）・１０（月）〕

１８：００～２０：００■時間：

生保内中学校■会場：

デジタルカメラの活用（撮影テクニックと画像の編■内容：

集、印刷）、インターネット・メール（総合的活用）、暑中見

舞いのハガキを作りましょう

７月６日（月）～７月１７日（金）■申込期間：

千葉薫氏（秋田県地域ＩＴリーダー）■講師：

１，０００円（テキスト代）■費用：

各講座 先着２０名■定員：

田沢湖公民館■申込み・問合せ：

TEL（４３）１０６１

（※土・日・祝日を除く

午前８時３０分～午後５時）

住 宅 デ ー 開 催

秋田建築労働組合角館支部では、今年も住宅デー

を開催します。

６月２１日（日） ９：００～１５：００■日時：

立町ポケットパーク（角館郵便局前）■場所：

無料住宅相談・無料包丁研ぎ・無料まな■主な内容：

板削り・角館中学校小破修理

※組合員の皆様の参加をお願いします。

（立町ポケットパーク ８：３０集合）

秋田建築労働組合角館支部■問合せ：

TEL（５４）３０９３支部長 草彅芳春

事 業 主 の み な さ ま へ

来春の高卒者を対象とした学卒求人の受付が６月

２０日より開始されます。

企業の将来を担う優秀な人材の確保と地元定着に

よる活力あるふるさとづくりのため、採用枠の拡大と学

卒求人の早期提出をお願いします。

また、応募者の適正と能力のみを基準とした公正な

採用選考をお願いします。

TEL（５４）２４３４■問合せ：ハローワーク角館
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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

①０５０４１－４６５６９１②介護職員【急募】臨時４ヶ◆

月未満(正社員以外)③不問④９９，０００～１０２，９６０

⑤仙北市⑥ホームヘルパー２級 ①０５０４１－４６６９◆

９１②介護職員【急募】常雇(正社員以外)③不問④１３

２，０００～１４６，０８０⑤仙北市⑥ホームヘルパー２級

①０５０４１－４６７４９１②看護師又は准看護師(常◆

雇)正社員以外③不問④１７５，０００～２２０，０００⑤仙

北市⑥看護師 准看護師 ①０５０４１－４６９８９１②◆

調理補助(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④７００

～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４７０１９１②ケ◆

アマネージャー(常雇)正社員③不問④１７０，０００～２

００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 介護支援

専門員 ①０５０４１－４７１０９１②商品出し、レジ係◆

(常雇)パート労働者③不問④７００～１，０００⑤仙北市

・大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－４７４９◆

９１②レストランホール担当(常雇)パート労働者③不問

④６５０～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４７６７９◆

１②調理補助担当【１１：３０～】常雇(パート労働者)③

不問④６５０～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４７◆

８２９１②警備員（未経験者）臨時４ヶ月未満(正社員以

外)③不問④１１９，６８０～１３２，０００⑤仙北市・大仙

市・横手市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－４７◆

９５９１②薬剤師(常雇)正社員③不問④３１５，０００～３

５５，０００⑤仙北市⑥薬剤師 ①０５０４１－４８０３９１◆

②調理（調理補助）常雇(パート労働者)③不問④６５０

～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４８１６９１②食◆

堂係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１３８，６００

～１９８，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４８２９９◆

１②薬剤師(常雇)正社員③不問④２８０，０００～２８０，

０００⑤仙北市⑥薬剤師 ①０５０４１－４８３４９１②ホ◆

ームヘルパー(常雇)パート労働者③不問④８００～８０

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパー２

級 ①０５０４１－４８４７９１②保育士【７月３日～】臨時◆

４ヶ月未満(パート労働者)③不問④８２０～８２０⑤仙北

市⑥保育士 ①０５０４１－４８５８９１②保育士【６月２◆

日～】臨時４ヶ月未満(パート労働者)③不問④８２０～８

２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０４１－４８６２９１②保育◆

業務(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④８２０～８

２０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４８７５９１②保育補◆

助及び看護師(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④

８２０～８２０⑤仙北市⑥看護師 ①０５０４１－４８９０９◆

１②縫製工(常雇)正社員③不問④１０８，５０３～１０８，

５０３⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４９０９９１②設計◆

アシスタント（常雇）正社員③不問④１３０，０００～１３

０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許 一種建築士（２

級） ①０５０４１－４９２７９１②歯科衛生士(常雇)正社◆

員③不問④１５０，０００～１７０，０００⑤仙北市⑥歯科

衛生士 ①０５０４１－４９３８９１②営業社員【急募】常◆

雇(正社員)③不問④１５６，５００～２０９，５００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－４９４２９１②◆

営業【トライアル】常雇(正社員)③不問④１１２，７００～

１１２，７００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０◆

４１－４９５５９１②営業（生命保険販売）常雇(正社員)

③不問④１０６，０００～１０６，０００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１－４９６１９１②洋菓子製造◆

職人(常雇)正社員③不問④１５０，０００～２００，０００

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４９７０９１②和菓子製◆

造職人(常雇)正社員③不問④１５０，０００～２００，００

０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４９８３９１②組立検◆

査工(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④１１２，３２０

～１１２，３２０⑤仙北市・仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－４９９６９１②雑務係(常雇)正社員③◆

不問④１１０，７７０～１１０，７７０⑤仙北市・大仙市⑥

普通自動車免許一種

※平成２１年５月２９日～６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

外国人の不法就労防止にご協力を

■不法就労活動とは

不法滞在者（不法在留者、不法在留者等）が働いたり、
働くことが認められていない在留資格（「短期滞在」、「留

学」、「就学」等）で在留する人が働くことは、不法就労活動

になります。（ただし、資格外活動の許可を受けて当該許

可の範囲内で行う活動は、不法就労活動になりません。）
■罰則

働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い

働かせたり業としてあっせんした人等（不法就労助長罪）は
です。「３年以下の懲役・３００万円以下の罰金」

■在留資格の確認を

外国人の雇用に当たっては必ずバスポート・外国人登

録証明書等を見て在留資格の確認をしてください。外国人
登録証明書に「在留の資格なし」と表示されている場合

は、就労活動は禁止です。

ＴＥＬ（５３）２１１１■相談・問合せ：仙北警察署
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№８９-２平成２１年６月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員等を募集します

地番現況図データ作成及び修正■募集①：

【一般事務員５名】税務課 TEL（４３）１１１７

６月１５日（月）～６月２５日（木）■募集予定期間：

７月から６ヶ月未満■雇用予定期間：

（委託事業の為、詳細は今後確定する委託業者がハロ

ーワークを通じて募集します。）

寄与各文庫整理及び目録作成及びデータ化■募集②：

【事務補助員４名】学習資料館 TEL（４３）３３３３

６月１５日（月）～６月２３日（火）■募集予定期間：

７月から６ヶ月未満■雇用予定期間：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、■申込方法：
各担当課へご持参願います。（募集期間が短いた
め、郵送での受付は致しません。）

（緊急雇用対策室■問合せ：各担当課等又は商工課

へお問い合わせください。ＴＥＬ（４３）３３５１）
※採用については、書類又は面接によって選考します。

※募集業種、採用人数、雇用予定期間が変更になる場合
がありますのでご了承ください。

※今回の募集は、企業の景気悪化により解雇及び離職を余

儀なくされた方、仙北市民の方を優先させていただきます。

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ募集

平成２１年度の警察官Ｂ及び女性警察官Ｂの採用試
験が次の日程で実施される予定です。「安全に安心し
て暮らせる秋田」を実現するために、秋田県警で共に
汗を流しませんか。

○平成２１年度警察官Ｂ及び女性警察官Ｂ採用試験日程

【警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】

受 験 資 格 昭和５４年４月２日から平成４年
４月１日までに生まれた方〔短期
大学・高等学校卒業（見込）者〕

受 付 期 間 ７月１０日（金）～８月３日（月）
第 一 次 試 験 ９月１９日（土）、２０日（日）
第 二 次 試 験 １０月中旬及び１１月上旬
最終合格発表 １１月下旬

仙北警察署、または■問合せ先：

寄の交番・駐在所まで

仙北警察署 警務係

ＴＥＬ（５３）２１１１

仙北市 市立田沢湖病院からのお知らせ

◎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２１年７月１日現在３３歳未満の者で、■受験資格：

現に看護師免許証を有し、医療機関等で経験がある

者。ただし、地方公務員法第１６条の規定により地方公

務員となることができない者は受験できません。

７月１０日（金）まで。詳細については、■受付期間：

市立田沢湖病院へお問合せください。

TEL（４３）１１３１■問合せ：市立田沢湖病院 総務管理課

大腸がん検診事業施設改修工事（内視鏡室）

落 成 記 念 講 演 会 の ご 案 内

仙北市が実施する大腸がん検診事業に伴い、市立

角館総合病院では内視鏡室の改修工事を行っており

ましたが、この度完成いたしました。

改修工事落成記念として、昭和大学横浜市北部病

院消化器センター・工藤教授をお迎えして講演会を開

催いたしますので、多数の皆様のご参加をお願いいた

します。

６月２６日（金） 午後６時～７時■日時：

角館交流センター 第１研修室■場所：

ＴＥＬ（５４）１００３仙北市角館町中菅沢（角館駅前）

昭和大学横浜市北部病院■講演者：

副院長 工藤 進英 教授

「大腸ガンの撲滅のために」■演題：

市民の皆様、医療関係者■対象：

市立角館総合病院 総務企画課■問合せ：

ＴＥＬ（５４）２１１１

教科書展示会の開催について

平成２２年度の教科書見本等を展示します。各教科

書会社から出版された小･中・高の教科書を実際にご

覧いただけます。

角館教科書センター［仙北市角館町外ノ山１１］■場所：

（角館東地区公民館内：旧角館東小学校）
６月１９日（金）～７月２日（木）■期間：

９：００～１６：３０

なし（土日も開館します）■休館日：

仙北市教育委員会 教育研究室■問合せ：
TEL（４３）３３８７
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水道メータ交換の実施について

水道を利用されている皆様のなかで、今年度中に耐

用年数をむかえる水道メータを企業局より委託を受け

た工事業者が訪問し、メータ交換を実施することになり

ました。利用者の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおか

けしますが、ご協力をお願いします。

６月１５日～１２月１日まで■交換作業期間：

○角館地区 ㈲ヌノヤ設備工業■業務委託業者：

○田沢湖地区 ㈱アサノ

○西木地区 斎藤ポンプ店

ＴＥＬ（５４）２３９０■問合せ：仙北市企業局工務課

秋田県農業研修センター 研修のご案内

◇バラを楽しむ

７月４日（土）１３：３０～１５：３０■日時：
生態系公園観賞温室（南秋田郡大潟村）■会場：

一般 ２０名 ５００円■対象： ■受講料：

TEL０１８５（４５）３１０６■申込・問合せ：
指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所

◇情報処理研修「ワードを使ったＰＲ方法｣

７月１日（水）１０：００～１６：００■日時：

自治研修所情報活動室（潟上市天王字追分）■会場：
農業者・一般 ２０名 １，５００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｣

７月８日（水）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所情報活動室（潟上市天王字追分）■会場：

農業者等 ２０名 １，５００円■対象： ■受講料：

◇先導的技術導入研修｢高品質米生産｣

７月９日（木）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 ２５名 ５００円■対象： ■受講料：

◇果実加工｢梅漬けおよび梅加工｣

７月１０日（金）１３：３０～１６：００■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：

TEL０１８５（４５）３１１３■申込・問合せ：
農業研修センター 総務・企画研修班

６月は｢食育月間｣です

食育月間にあわせて、私たちの生活を支える「食」に

ついて考えませんか？

昨年実施した食育のアンケート結果によると、朝食

の摂取率は７８％になっています。朝ごはんを抜くと脳

のエネルギーが不足して、集中力や記憶力の低下につ

ながります。勉強や仕事の活力源になる朝ごはんをし

っかり摂りましょう！（４月に配布済の食育推進計画も

あわせてご参考にしてください。）

※皆様の「食育実践体験談」などありましたらお寄せく

ださい！

仙北市農林課 政策調整係■問合せ：

TEL（４３）２２０６ FAX（４７）２４４０

６５歳以上の皆様へ
生活機能評価を受けましょう！

人は一般に年齢とともに身体の色々な機能が少しずつ低

下してきます。
特に運動する力、噛む・飲み込む力、記憶する力、栄養を

身体に取り込む力などが低下します。

そこで市では、６５歳以上の方を対象に、機能低下がない
か生活機能のチェックを行い、介護予防プログラム等への参

加の必要性を判定する検査を実施します。

まだまだ元気な今のうちから介護予防に取り組み、健康長

寿を実現するためにも積極的に受けてください。

６５歳以上の方■対象者：

（要支援・要介護認定者を除く）

■内容：

６５歳以上の方全員 １．生活機能チェック

①問診・基本チェックリスト

②身体計測・血圧測定

③診察（口腔内・関節可動域）

医師の判定により必要な方のみ ２．生活機能検査

①反復唾液えん下テスト

②貧血検査

③血清アルブミン

④心電図

保健課で実施する特定健診等と同じ■時期及び会場：

日に、同じ会場で実施します。既に各家々に届いて

る健診日程表を確認し、会場においでください。

なし■自己負担：

生活機能評価受診票（既に各家々に配布■持って来る物：

されているものです。解る範囲で記入してください）、医療

保険者証

仙北市包括支援センター■担当・問合せ先：

TEL（４３）２２８３
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秋田内陸線駅美化ボランティア募集

秋田内陸線駅の美化向上に皆様のお力をお貸しください！

ボランティアの方には必要な原材料を支給します！

駅舎や手すりの塗装、コンクリート補修、雑木刈払い

等をボランティアで行ってくださる団体や個人を募集し

ています。必要な原材料（または実費相当額）は支給し

ます。

■提供できる原材料等：

ペンキ、ハケ、セメント原料、燃料、その他ボランティ

ア保険料等

TEL０１８６（８２）２１１４■受付窓口・問合せ先：

秋田内陸線再生支援室（北秋田市阿仁庁舎内）

※秋田内陸縦貫鉄道(株)との連絡調整を行います。

◇できれば皆様のお力をお貸し願いたい希望の箇所も

ありますので、その向きはおたずねいただければ大変

ありがたいです。◇

第 ８ 回

秋田県障害者技能競技大会参加者募集

７月１８日（土）■期日：

秋田県立秋田技術専門校（秋田市）■会場：

■参加募集種目：

【身体・精神障害者対象】

日本語ワードプロセッサー・表計算

【知的障害者対象】

木工・縫製・パソコンデータ入力・喫茶サービス

■参加申込・問合せ先：

（社）秋田県雇用開発協会 雇用支援部 石垣

TEL０１８（８６３）４８０５ FAX０１８（８６３）４９２９

Ａ タ ー ン 就 職 面 接 会

秋田県外に在住するＡターン希望者を対象とした面接

会です。希望者がいらっしゃいましたら、お知らせください。

７月１８日（土） １３：００～１６：００■日時：

中野サンプラザ（東京都中野区中野４－１－１）■会場：

秋田県に就職を希望する全てのＡターン希望者■対象：

Ａターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）■問合せ：

東京都千代田区平河町２－６－３ 都道府県会館７階

ＴＥＬ０１２０（１２）２２５５

秋田内陸線に乗って
“ウォーキング＆ゆさんこ”に出かけよう！

秋田内陸縦貫鉄道を守る会では、内陸線を利用して

「皆さんに乗っていただく内陸線・・・“モ～モ参加いただく

の参加者を募集しております。～ウォーキング”」

昨年も好評だったこの企画は、西木町上桧木内の大

覚野牧場内に整備された遊歩道を、牛とのふれあいを

楽しみながらのんびりと散策を楽しむものです。樹木と

草地の緑、そして初夏の日差しをいっぱいに浴び心身の

リフレッシュには 適です。

また、採れたて(現地調達)の山菜がおかずの昼食会

（ゆさんこ）もお楽しみください。

６月２１日（日）■期日：

角館発８：５３⇒上桧木内着９：３０■利用列車：

上桧木内発１３：３６⇒角館着１４：０８

内陸線の乗車運賃のみ■参加料：

お弁当を持参ください（山菜料理を準備します）■昼食：

６月１９日（金）まで電話で申し込みください■申込：

（午前９時～午後５時）■申込先：ＴＥＬ（４９）２２０１

秋田内陸線を守る会連絡取次所（紙風船館内）

定員は３０名です。（雨天の場合は紙風船館に■その他：

て紙風船の制作体験を予定しております）

上桧木内駅⇔牧場間の送迎は守る会で行います。

大腸がん検診（比較試験）が始まります

いよいよ７月から「大腸がん検診の研究（比較試験）」が本

格的に始まります！

◆７月２日（木）、西木地区の検診からスタート。

◆角館、田沢湖地区にお住まいの方でも、西木地区の検診

にご参加いただけます。

４０歳から７４歳で「大腸がん検診の研究（比較試験）」の対

象の方はぜひ、研究にご協力ください！

◆今後の検診スケジュールは、８月１７日（月）から角館地区、

９月８日（火）田沢湖地区です。

この研究（比較試験）は仙北市一丸となって行う検診です。

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「大腸がん検診の研究（比較

試験）」に参加ご協力をお願いします。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

月曜日～金曜日９：００～１７：００（祝祭日・年末年始を除く）
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自動車税の納期限は６月３０日です
便利なコンビニ納税もできます

６月は自動車税の納期です

寄りの銀行・郵便局・信用金庫・労働金庫・農協・

コンビニエンスストアで、忘れずに納付してください。

また、県内の銀行・信用金庫・労働金庫・農協など

（郵便局は不可）の預金口座により安心安全で便利な

口座振替納税の制度があります。

口座振替（※）の「申込はがき」は当部及び各金融機

関窓口に備え付けてありますので、ご利用ください。

※口座振替は、申し込みの翌年度からとなります。

秋田県平鹿地域振興局 県税部納税課■問合せ：

ＴＥＬ０１８２（３２）０５９５

「写真教室」生徒募集のお知らせ

西木公民館では毎月１回「写真教室」を行っておりま

す。フィルムカメラやデジタルカメラの撮影方法などで

分からないことや、もっと上手に撮影してみたいなど日
頃の疑問を解決してみませんか？

毎月第３火曜日 １８時３０分～■開催日：
西木公民館■会場：

お持ちのカメラ（フィルム・デジタルどちらでも）■持ち物：

今までに撮影した写真数点

あおば写真 高橋 覚さん■講師：
７月３日（金）まで■申込み：

TEL（４７）３１００西木公民館

子どもたちの農村体験
受け入れ農家の募集について

農家のみなさん 子どもたちと農村体験を通じて、

ふれあってみませんか

仙北市農山村体験推進協議会では、受け入れモデル
地域として体制整備、民宿、民泊の拡大のためさまざまな

取り組みを行っております。特に子どもたちの受け入れに

興味のある農家や民泊の許可を取りたいと思っている農
家のみなさんを対象にベテラン講師を迎え、勉強会を開催

しますのでぜひご参加ください。

７月１５日（水）午後１時３０分～３時■開催日：

たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ会議室■会場：

仙北市農山村体験推進協議会受入部会■講師：

無料■参加費：

仙北市農山村体験推進協議会■主催：

仙北市農林課内■連絡先：

TEL（４３）２２０６事務局

夜間納税窓口開設のお知らせ

日中、仕事などで税金を納めることができない方のため

に、夜間納税窓口を開設します。

また、諸事情により納期限までに税金を納めることが困

難な方のために、納税相談窓口も併せて開設しますので

お気軽にご来庁ください。

平成２１年６月３０日納期限 市県民税(普通徴の税目は

です。また、口座振替日も納期限日と同日です収)第１期

ので、前日までに残高をご確認くださるようお願いします。

６月３０日（火）１７時１５分～１９時■開設日時：

（※開設時間内にご都合がつかない場合は、事前にご連絡ください。）

田沢湖庁舎…税務課■場所：

角館・西木庁舎…総合窓口課

仙北市税務課納税係■問合せ：

TEL（４３）１１１７

※多重債務に関する相談も随時行っておりますので、ご遠

慮なく来庁又はご連絡ください。

にしきのフラワーロード１０５
一斉植栽への協力のお願い

国道１０５号線バイパス沿い道路花壇（堂村～西荒井

間、総延長９．２㎞）への、マリーゴールドの一斉植栽を実
施します。

市民の皆様より、多数の参加・ご協力をお願い申し

上げます。

７月５日（日） 《雨天決行》■期日：

西木庁舎 正面玄関前■集合場所：
８：５０まで 集合■日程：

９：００から 開会式

９：３０から 一斉植栽開始
１１：３０ 一斉植栽終了予定で～

※自家用車で参加の方は、西木庁舎北側（庁舎うしろ）

の駐車場をご利用ください。

教育委員会生涯学習課 生涯学習係■問合せ：
TEL（４３）３３８３／FAX（５４）１７２７

児童手当現況届の提出を！！

児童手当を受給しているすべての方■対象：

６月３０日（火）■提出期限：

※現況届の提出がないと、６月分以降の手当を受けること

ができません。

仙北市長寿子育て課 総務企画係■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８０

正面玄関より

お入りください


