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№９１-1平成２１年７月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「あきた子育てふれあいカード」
を交付します

社会全体で子育て家庭を支える取り組みの一環として「子
育て家庭優待事業」が７月からスタートしています。
この事業は、中学生までのお子さんがいる家庭又は妊婦

のいる家庭にカードを配布し、そのカードを協賛店で提示する
ことで、店の優待サービスを受けられるものです。
「あきた子育てふれあいカード」及び協賛店情報を記載した

「ガイドブック」を対象家庭にお渡しします。

お家でお子さんを保育している家庭■対象家庭：
※保育園・幼稚園・小中学校に在籍する児童がいる
家庭には交付済みです。

※妊婦のいる家庭も対象となります。母子手帳の交付
の際お渡しします。

西木地区…福祉事務所長寿子育て課窓口■交付方法：
角館地区…角館地域センター総合窓口課窓口
田沢湖地区…田沢湖地域センター総合窓口課窓口

窓口で７月２１日から交付します。※各
対象児童を確認できるもの■持参するもの：
（例えば保険証など）

TEL（４３）２２８０■問合せ：福祉事務所長寿子育て課
TEL０１８（８６０）１３４１秋田県子育て支援課

「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７月３１日納期限 固定資産税第２の税目は

期、国民健康保険税第１期、後期高齢者医療保険料(普

です。また、口座振替日も納期限日と同日で通徴収)第１期

すので、前日までに残高をご確認くださるようお願いします。

７月３１日（金）１７時１５分～１９時■開設日時：

（※開設時間内に都合がつかない場合は、事前にご連絡ください）

（どの庁舎も正面玄関よりお入りください）■場所：
【田沢湖庁舎】税務課 【角館・西木庁舎】総合窓口課

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 納税係

※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。

仙北市
市政懇談会の開催について

新年度における各部の主要な事業説明と市政に関する

ご質問・ご要望を伺う会です。

多数の参加をお待ちしています。

※出席の連絡等は不要です。

７月２７日（月）９：３０～■日時：
仙北市就業改善センター■会場：

（田沢湖神代字古館野）

市長、副市長、教育長、各部部長■出席予定者：
ＴＥＬ（４３）１１１２■問合せ：仙北市企画政策課

「農産物販売情報データベース」への
情報提供について

広報７月号で紹介の、仙北市農産物販売情報データベー

スについて、掲載内容を充実させたいと思います。

つきましては、「自分の作った農産物を販売したい！」「漬物

などの農産物加工品を販売したい！」という市民の皆さんより

販売情報の提供をいただきたいと思いますので、ご連絡お待

（※希望者は下記注意事項にご留意ください）ちしています。

また、データベースについては地産地消推進のため、市

民の皆さんや市内の飲食店や宿泊施設の方々からも広く

ご利用いただきたいと思います。

ご連絡をいただいた方に情報掲載■情報の提供方法：

申請書を送付後、申請いただくことになります。

仙北市役所 田沢湖庁舎■問合せ・情報提供先：

重点プロジェクト推進室 ＴＥＬ（４３）１２４１

【農産物販売情報データベース情報掲載に関する注意事項】

農産物や加工食品等を販売する際は「ＪＡＳ法（日本農林○

規格）に基づく食品表示」や「食品衛生法」などの関係する

法律を遵守してください。

販売する農産物、加工食品等の衛生管理や、生産現場○

における農薬の適正使用については十分ご注意ください。

情報を掲載する農産物（米穀・野菜・豆類・雑穀・果実等）○

については、生産履歴を作成していることが条件となります。

このデータベースは、あくまでも販売情報を提供するホー○

ムページとなりますので、商品に関する問合せ、注文、苦

情等はすべて生産（販売）者の責任において対処していた

だくことになります。

販売情報等がこのデータベースの趣旨にそぐわないと判○

断した場合は、情報を掲載できない場合があります。
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あなたの“チャレンジ”お手伝いします！

元気なムラづくり"チャレンジ"支援事業

県では、集落の自立と活性化に向けて、「元気なムラ

づくり」にチャレンジ（活動の実践）する地域協働組織を

公募します。

集落自治会や地域住民で組織する任意団体、■応募資格：

ＮＰＯ法人、ＪＡ、森林組合、農業生産法人、民間企業など。

※個人の応募は除きます。

秋田県内 １１組織■公募組織数：

上限５０万円／組織■実践経費の支援額：

※交付金は、１組織１回、初年度のみ

平成２１年８月～平成２２年３月末まで■事業の実施期間：

～７月２４日（金）まで■公募期間：

県が設置する審査会において選考■選定方法と結果発表：

決定し、結果を文書で応募者に通知します。

仙北市企画政策課■応募方法等の問合せ：

ＴＥＬ（４３）１１１２

参加者大募集！納涼囲碁・将棋大会

第４回納涼囲碁・将棋大会を開催いたします。ふるっ

てご応募ください。今年の優勝は誰の手に？

８月９日（日）９：３０～（囲碁・将棋ともに）■日時：

小野崎家（角館公民館）■会場：

１人１，０００円（昼食代込み）■参加費：

８月３日（月）まで（厳守願います）■締切：

寄りの公民館へお願いします。■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）１０６１田沢湖公民館

ＴＥＬ（５４）１１１０角館公民館
ＴＥＬ（４７）３１００西木公民館

申し込み時にお知らせください。■碁力・棋力について：

参加人数が多い場合は、クラス分けします。

※当日の申し込みは、用具・昼食・賞品等の手配があ

るために受付できませんのでご了承ください。

平成２１年 毎月勤労統計調査
特別調査への協力のお願い

厚生労働省及び秋田県では、常用労働者１～４人の
事業所を対象に毎月勤労統計調査特別調査を実施し

ます。調査対象となる事業所には、７月下旬から９月に

かけて調査員が訪問して調査させていただきます。ご

多忙のこととは存じますが、調査への理解とご協力を
お願いします。

■問合せ：

ＴＥＬ０１８（８６０）１２５５秋田県 調査統計課

ＴＥＬ０３（５２５３）１１１１厚生労働省 雇用統計課

秋田県国民健康保険団体連合会

夏休み「健康づくり絵画コンクール」

秋田県国民健康保険団体連合会（齋藤正寧理事

長）は、県内小学生から「健康づくり」をテーマに描い

た絵を募集します。

四つ切りサイズ（３８ｃｍ×５４ｃｍ）の画用紙に■応募方法：

自由に描く（絵と一緒に文字や標語をいれても可）。画材

はクレヨン、絵の具。裏面に「絵のタイトル」、名前、学校名、

学年、保護者の名前、住所、電話番号を明記。

９月１１日（金）■応募締切：

主催者ホームページ上で１１月下旬に発表。■発表：

http://www.akita-kokuhoren.or.jp/（受賞者には通知）

応募者全員に記念品を、 優秀賞ほか入賞者に賞■賞品：

状と図書カードを贈呈。入賞作品の中からテレビＣＭ及びカ

レンダーポスターに使用。入賞作品はホームページに掲

載。ほか応募作品は第１３２回秋田県種苗交換会会場に

展示をします。

TEL０１８（８６２）６５８５■問合せ：事業企画課企画調査班

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
無料講習会のご案内

紫陽花が美しく咲く季節となりました。
この時季、レジャーやスポーツ等、出かける機会が増える

と思います。思いがけない事故やトラブルに遭った場合で

も、この講習を受けていれば安心です。まずは、家族の安
心を守りましょう！

あなたの大切な人の命のために、受講してみませんか？

８月３０日（日）午前９時～１２時■日時：

仙北市就業改善センター■会場：
（田沢湖神代字古館野４０４－１）

無料■参加費：

７月１５日（水）～８月１０日（月）■申込受付：
３０名（定員になり次第締め切ります）■定員：

角館地区交通安全協会神代支部青年部■主催：

TEL/FAX（４４）３３２２■申込・問合せ：事務局 三浦 猛

※電話の場合、１２時から１時にお願いします。

特別支援教育かがやきミーティング

８月５日（水）１３：１５～１６：４０■日時：

横手市浅舞公民館■会場：

｢通常の学級における学級経営と支援について｣■講演：

漆澤恭子（植草学園短大教授）

｢通級による指導に関する実践｣■実践発表：

朝倉小学校・鳳中学校通級指導教室担当者

南教育事務所仙北出張所■申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）３４７７
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第８回 進む少子、高齢社会を考える

み ん な の 集 い

少子高齢社会を迎え、地域をどう変えていくか■集会テーマ：

７月２８日（火）午後１時１５分～４時３０分■日時：

美郷町 仙南公民館■会場：

小学生のお年寄りとの交流で学んだこと○第一部：
体験発表（千屋小学校・仙南小学校）

高校生の奉仕活動報告○第二部：

（秋田県立六郷高校福祉科・福祉部の活動）
みんなで「子育て」をテーマにグループ討議○第三部：

（これでいいのか、本音で家庭、近隣地域で

の子育てを語る）

（社）秋田県高齢者福祉支援協会 仙北地域支部■主催：
大仙市・仙北市・美郷町・各教育委員会■後援：

・各社会福祉協議会

※どなたでも参加できます。（入場無料）

第二回 さわやか桜館 夏祭り

８月２日（日）１７：００～１９：００■日時：

さわやか桜館正面駐車場■場所：

田沢湖龍神太鼓保存会による演奏、藤美会に■内容：

よる歌・踊り、近隣住民・さわやか桜館職員による余興

から揚げ・焼き鳥・焼きそば・もつ煮・フライドポテト■模擬店：

等、ババヘラアイスやお子様にも喜んで頂ける企画を用意
しております。

入居者様のご家族や、職員より寄贈して頂いたものでバザ

ーを開催します。バザーの収益金は『チャイルドスポンサー

シップ』に募金させて頂きます。
※『チャイルドスポンサーシップ』とは、世界の飢餓、貧困、災

害、紛争、抑圧に苦しむ子どもたちのスポンサーになり、交

流を通して健やかな成長と教育を支援する活動です。
さわやか桜館 担当：徳田■問合せ：

ＴＥＬ（５２）０００３／ＦＡＸ（５２）１０１０

市 営 住 宅 入 居 者 募 集

７月１５日（水）～８月１８日（火）■募集期間：
■募集住宅：

住宅名 住所 規格 階数 月額家賃 月額駐車料金

さくらぎの里 角館町雲然荒屋敷 ２３,６００円から ２,０００円３ＬＤＫ ２階建

Ｅ－２（築１２年） ４０９ （所得額による） （１台分）

田中住宅１５ 角館町雲然田中 ２,１００円から 駐車場なし２Ｋ 平屋建

（築４７年） ３０８－２ （所得額による）

２ＬＤＫ ２階建の ３５,０００円 １,０００円松葉住宅 西木町桧木内字松葉

２階部分 (駐車料金１台分を含む) （２台目より）西－２０２（築５年） ２４７－３

※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。（田中住宅を除く）

※申込は１世帯１戸限りです。

※田中住宅については、一度部屋の現況を見てもらいますので、事前に必ず都市整備課へご連絡ください。

次の①～⑤の条件にすべてあてはまること。但し、松葉住宅については①・②の条件を除きます。■入居資格：

①現に同居し、又は同居しようとする親族があること（婚姻の予約者を含む）。

②月額所得が であること。但し、小学校就学前の子供がいる世帯は であること。１５８,０００円以下 ２１４,０００円以下

③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

④市税を滞納していない者であること。

⑤暴力団員でないこと。

※市外在住の方でも入居可能です。

※不明な点がありましたら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て、募集期間内に提出してください。（当日必着）■申込方法：

【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

【添付書類】

①入居希望者の世帯の住民票 １通（省略事項のないもの・婚姻予定者等は各１通）謄本

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（申込人によるくじ引き）を行います。■選考方法：

【抽選日時】８月２５日（火）午前１０時 【抽選場所】西木庁舎 開発センター２階 農林研修室

９月１日（火）から入居可能です。■入居時期：

TEL（４３）２２９５ FAX（４７）２１６６■問合せ先：仙北市都市整備課 住宅公園係
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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

①０５０４１－５４３０９１②商品化（商品製造）補助作業(臨時４ヶ月◆

以上)正社員以外③不問④１１３，７５０～１１３，７５０⑤仙北市⑥普

通自動車免許一種 ①０５０４１－５４４３９１②接客サービス係「花◆

心亭しらはま」常雇（正社員）③不問④１４５，０００～２４０，０００⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５４５６９１②ミシンオペ◆

レーター（常雇）正社員③不問④１１０，０００～１２０，０００⑤仙北市

⑥不問 ①０５０４１－５４６９９１②放課後児童クラブ指導員（臨時４◆

ヶ月未満）パート労働者③不問④７８０～８２０⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種 ①０５０４１－５４７４９１②運転及び雑務（常雇）正社◆

員③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥大型自動車免許

一種 大型特種自動車一種 ①０５０４１－５４８７９１②介護員（市◆

立かくのだて桜苑）臨時４ヶ月以上（正社員以外）③不問④１３１，２

００～１３１，２００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５４９８９１②営業ス◆

タッフ（常雇）正社員③５９以下１号 ④１５０，０００～１８０，０００⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５５０１９１②経理関係◆

事務（常雇）正社員以外③不問④１７５，０００～３００，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５５１０９１②調理補助（常◆

雇）パート労働者③不問④７００～８４０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４◆

１－５５２３９１②土木技術者（常雇）正社員③５９以下１号 ④１８０，

０００～２５０，０００⑤仙北市⑥土木施工管理技士１級土木施工管

理技士２級 ①０５０４１－５５３６９１②接客・調理補助（臨時４ヶ月◆

以上）パート労働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０◆

４１－５５４９９１②営業（常雇）正社員③不問④１１０，０００～２００，０

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５５５４９１②電◆

気工事士（常雇）正社員③不問④１４５，０００～１４５，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 電気工事士（第２種） ①０５０４１－５◆

５６７９１②配管技術者（常雇）正社員③不問④２３０，０００～２８０，

０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 管工事施工技士２級 配

管技能士（２級） ①０５０４１－５５７８９１②調剤・一般販売（常雇）◆

正社員③不問④３７０，０００～３７０，０００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 薬剤師 ①０５０４１－５５９５９１②土木技術者（常雇）◆

正社員③不問④１８０，０００～３００，０００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 土木施工管理技士２級 ①０５０４１－５６０３９１②調理◆

師（和食）常雇（正社員）③不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市

⑥調理師 ①０５０４１－５６１６９１②土木技術者【急募】常雇（正社◆

員）③不問④１６８，０００～２４０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 土木施工管理技士２級 ①０５０４１－５６３４９１②土木作業◆

員（常雇）正社員③不問④１６８，０００～２１６，０００⑤仙北市・秋田

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５６４７９１②宅地建物取◆

引主任者（常雇）正社員③不問④１１２，２００～１１２，２００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 宅地建物取引主任者 ①０５０４１－◆

５６６２９１②看護職員【急募】常雇（正社員）③不問④１５０，０００～２

００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 准看護師 ①０５０４◆

１－５６８１９１②看護職員（パート）常雇（パート労働者）③不問④８５

０～１，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５６９０９１②看護職員◆

（正社員）常雇（正社員）③不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市

⑥看護師 ①０５０４１－５７０９９１②運転代行【２種免許】常雇（パ◆

ート労働者）③不問④８００～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許二

種 ①０５０４１－５７１４９１②ホール係（常雇）パート労働者③不問◆

④７００～８５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５７２７９１②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 ①０５０４１－５７３８９１②ホテル用務員（常雇）正社員③不問◆

④１３０，０００～１３０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０◆

５０４１－５７４２９１②観光宣伝誘客企画（臨時４ヶ月以上）正社員以

外③不問④２００，０００～２００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１－５７５５９１②接客、調理補助（常雇）パート労働◆

者③不問④６３０～７００⑤仙北市⑥不問

※平成２１年６月２６日～７月２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

①０５０４１－５８２８９１②秋田駒ヶ岳のトイレ清掃及◆

び環境保全業務③不問④日給６，０００円⑤秋田駒ヶ岳 八合

自動車 （※７月３日～７月９日申込分）目～山頂⑥普通 免許

自 衛 官 募 集

＜２等陸・海・空士（男女）及び一般曹候補生＞

８月１日（土）～９月１１日（金）■受付期間：
９月１９日（土）■試験期日：

１８歳以上２７歳未満の者■受験資格：

＜航空学生＞

８月１日（土）～９月１１日（金）■受付期間：
一次試験：９月２３日（水）■試験期日：

二次試験：１０月１７日（土）～２２日（木）

高卒（見込含）２１歳未満の者■受験資格：

＜地域説明会＞

７月２６日（日）１３：００～１５：００■日時：
大曲交流センター ２Ｆ 第１研修室■会場：

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：

TEL０１８７（６３）１３１３

キッチンからできる地球へのおもいやり

ゴミが少なくなる調理実習です。ゴミを減らして、家庭
と環境に役立てよう！

７月２６日（日）１０：００～１４：００■日時：

ＴＥＬ０１８２（３６）１１００■会場：横手市旭ふれあい館
横手市猪岡字水上９１－２

県南地域の方々２０名（先着順）■対象：

３００円■参加費：

あきたエコマイスター県南協議会■申込・問合せ：
ＴＥＬ０９０（４３１４）３２８４照井
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№９１-２平成２１年７月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員を募集します

【林道・作業道景観整備作業員６名（農林課 ℡■募集業種：

側溝土砂除去やブッシュを用いた刈払作業等（４３）２２０７）】

７月２２日（水）まで■募集予定期間：
８月上旬から３ヶ月■雇用予定期間：

田沢湖地区 ３名・西木地区 ３名■勤務地と人数：

【環境保全及び施設維持作業員１名（管財課■募集業種：

管財課所管財産の環境整備及び施設維持℡４３－１１１４）】
管理作業等

７月２２日（水）まで■募集予定期間：

８月上旬から２ヶ月■雇用予定期間：

【中心市街地活性化状況調査員１４名（商工■募集業種：
中心市街地の交通量調査課 ℡４３－３３５１】

７月２２日（水）まで■募集予定期間：

８月下旬から１ヶ月■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。（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。

新型インフルエンザ情報

平成２１年７月１８日（土）から

☆仙北市発熱相談センターの相談時間が変更になります

相談時間：午前８時３０分～午後５時１５分（月～金）

※土、日、祝日は実施していません

◇今回流行しているインフルエンザは、多くの方が軽症の
まま回復しています。

◇他の人にうつる病気ですので、発熱、咳、のどの痛み、
鼻水などの症状がある場合は、出来るだけ外出をしな
いで、自宅療養をお願いします。

◇咳エチケット・手洗いなど日頃からのインフルエンザ感染
予防に心がけてくださるようお願いします。

仙北市保健課■問合せ：

発熱相談センター ＴＥＬ（５５）１１１２

仙北市 公の施設の指定管理者を募集します

施設のサービス向上や効果的・効率的な管理運営を図る

ため、次のとおり指定管理者を募集します。

募集要項の配布や、質問事項の受付などは各施設の担当

課で行います。応募を希望される法人その他の団体の皆さま
の御連絡をお待ちしております。

田沢湖生保内字武蔵野＜市民浴場東風の湯＞
平成２２年４月１日から３年間■指定期間：
市内に主たる事業所を有する法人その他の団体■参加資格：

７月１５日(水)～８月２１日(金)■募集要項配布・質問受付：
８月５日(水)■現地説明会：
８月２４日(月)～９月４日(金)■申請書提出：

ＴＥＬ（５５）１１１２■担当課：市民福祉部保健課

田沢湖神代字野中清水＜田沢湖デイサービスセンター＞
平成２２年７月１日から５年間■指定期間：
市内に主たる事業所を有し、通所介護事業を■参加資格：

運営している法人その他の団体（ただし、募集時点で２年
以上の運営期間を有するものに限る）

７月１３日(月)～７月３１日(金)■募集要項配布・質問受付：
７月１０日(金)に実施済み■現地説明会：

※説明会に参加しなかった団体等で応募を希望する
場合は、７月２７日(月)まで連絡を

９月１４日(月)～９月１７日(木)■申請書提出：
市民福祉部 福祉事務所■担当課：

ＴＥＬ（４３）２２１４福祉施設民営化推進室

＜かたまえ山森林公園＞
＜西木山の幸資料館＞

西木町西明寺字潟尻＜西木森林学習交流館＞
【一括募集】

平成２２年４月１日から３年間■指定期間：
市内に主たる事業所を有する法人その他の団体■参加資格：

７月１５日(水)～８月２１日(金)■募集要項配布・質問受付：
８月２８日(金)■現地説明会：
８月２４日(月)～９月４日(金)■申請書提出：

ＴＥＬ（４３）２２０７■担当課：産業観光部農林課

角館町岩瀬町＜外町交流広場＞
平成２２年４月１日から３年間■指定期間：
市内に主たる事業所を有する法人その他の団体■参加資格：

７月１５日(水)～８月２１日(金)■募集要項配布・質問受付：
８月５日(水)■現地説明会：
８月２４日(月)～９月４日(金)■申請書提出：

ＴＥＬ（４３）３３５１■担当課：産業観光部商工課

※指定管理者制度は、市が設置する公の施設（おおやけ
のしせつ）の管理を、従来からの公共的団体だけでなく

民間事業者（法人その他の団体）にもお願いすることが

できるよう創設された制度です。
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市民課 国保年金係からのお知らせ

７月下旬に受給者証等の更新があり次に該当される方は、
ますので、手続きの必要な場合は忘れず申請願います。

◆「国民健康保険高齢受給者証」をお持ちの方

有効期限が平成２１年７月３１日となっております。
新しい受給者証を７月下旬に郵送で交付します。

◆７０歳未満の方で「国民健康保険限度額適用認
定証」または「国民健康保険限度額適用・標準
負担額減額認定証」をお持ちの方
有効期限が平成２１年７月３１日となっております。

同日以降も続けて入院される方は更新の申請が
必要です。手続き上、８月１日以降に各庁舎国保
担当窓口へ申請してください。

◆７０歳から７４歳までの方で「国民健康保険限度

額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方
有効期限が平成２１年７月３１日となっております。

該当する方には７月下旬に通知いたします。
※該当となる方：世帯主及び国保加入者が平成２１

年度市民税非課税の方

仙北市市民課 国保年金係■問合せ：

TEL（４３）３３０７

追加公開！ ホタルの池めっけた

秋田内陸線「八津駅」に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。(※好評につき追加公開です)

７月２４日（金）・２５日（土）・２６日（日）■期日：
八津駅着１９：５４・八津駅発２１：３７（上下線、■内陸線：

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

※詳細については、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１人３００円（含案内料・お茶代）■観賞入山料：
※内陸線利用者は２００円（１００円値引き）
※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

ひのきない保育園 夏まつり

焼きそば、ババヘラなどの出店もあります。

７月２５日（土）１６：００～■日時：
保育園園庭■場所：

ひのきない保育園■問合せ：

ＴＥＬ（４８）２３４５

全国消費実態調査実施のお願い

本年９月から１１月にかけて、全国消費実態調査が
実施されます。この調査は、我が国の家計の実態を把
握するために行うもので、調査結果は国や地方公共団
体が行う各種経済・社会諸施策や研究機関などで行う
消費・経済分析のための貴重な基礎資料となります。
調査員が皆様のお宅に伺いましたら、ご協力をお願い
します。

■調査対象地区：

角館町山根町・花場下及び東勝楽丁の一部

角館町勝楽の一部・上野
仙北市企画政策課 情報統計係■問合せ：

ＴＥＬ（４３）１１１２

仙北市の４０歳から７４歳のみなさんへ

７月の西木地区からスタートした「大腸がん検診の研究（比較

試験）」の、今後の検診スケジュールをお知らせします。

この研究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）」にご参加をお願いします。

８月１７日（月）から角館地区、今後の検診スケジュールは、

（※お住まいの地区にかかわら９月８日（火）から田沢湖地区
ず、どの地区の検診会場でも受け付けています）。

７月上旬に行なわれた西木地区の方で、まだ参加されてい

ない方も、ぜひ８月または９月にご参加ください。

便潜血検査の容器に便をとり、検診会場まで必ず注）

お持ちください。『ご自分で』

たくさんの方々のご参加をお待ちしています！！

仙北市保健課 ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：

月～金曜日の９：００～１７：００（祝日・年末年始を除く）

巡 回 教 育 相 談

子どもの発達や気になる行動への対応、就学に関する相
談等について、主に保護者を対象とした教育相談です。

時間はいずれも９：３０～１６：３０■会場・日時：
角館交流センター

【前期】８／１９（水） 【後期】１０／２３（金）

大曲交流センター
【前期】８／２０（木）・２１（金） 【後期】１０／２２（木）

横手市さかえ館

【前期】７／２９（水）・３０（木） 【後期】１０月１６日（金）

医療関係者、特別支援教育アドバイザー、■相談担当者：
特別支援教育担当教員、児童福祉司、家庭相談員など

※相談には、できるだけお子さんと一緒においでください。

■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８７仙北市教育委員会 教育研究室
ＴＥＬ（４３）３３８２仙北市教育委員会 学校教育課


