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№９４平成２１年９月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

敬老祝い金の支給について お知らせ

仙北市では８０歳・８８歳の方に敬老祝金を支給しています。

今年度の祝金対象者は

○昭和３年９月１６日～昭和４年９月１５日生(８０歳) ５千円

○大正９年９月１６日～大正１０年９月１５日生(８８歳) １万円

となっています。

仙北市に９月１５日以前引き続き３年以上居住している方

への支給となります。

老人の日（９月１５日）以降、対象者のお手元にお届けします。

仙北市福祉事務所 長寿子育て課■問合せ：

TEL（４３）２２８１長寿いきがい係

環境保全センターからのお知らせ

収集日 変更について

９月２３日（水）祝日の為、ビンの収集日を９月９日
（水）に不燃物と一緒に行ないます。

【対象グループ】
○田沢湖 第１グループ・第２グループ

○角 館 第１グループ・第３グループ第・第４グループ

※グループ名は「ごみ出しカレンダー」右上に記載しています。
その他のグループは、指定日の収集になります。

ＴＥＬ（５４）３３０５■問合せ：仙北市環境保全センター

おやま囃子コンクール開催
９月８日（火）佐竹北家上覧時におやま囃子
コンクールが開催されます。
各町内の山車が一堂に会する数少ない機会で

すので、ぜひ見学にいらしてください。

９月８日（火）午前１０時頃～午後５時頃■コンクール：

佐竹北家上覧場所（石黒家向休憩所）

９月９日（水）正午仙北市役所角館庁舎前■表彰式：
角館のお祭り保存会■主催：

仙北市教育委員会文化財課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８４

仙北市
水道管漏水調査の実施について

角館町地内上水道供給地域において、配水管漏水調査を

実施いたします。

調査員が量水器（止水栓）などの調査のた

め、各戸の敷地内に立ち入る場合がありま

すので、利用者の皆様には大変ご迷惑をお

かけしますが、何卒ご協力くださいますよう

お願いいたします。

※漏水調査は音聴棒を使って量水器（止水栓）など

を直接音聴確認するものです。

仙北市角館町地内■漏水調査名：

配水管漏水調査

桧木内川左岸全域■調査の場所：

（ ） （ ）■調査の期間：平成２１年９月１４日 月 ～１０月３０日 金
午前９時～午後５時

※日中の交通車両の往来に伴い、交通事故防止と

騒音を避けるため夜間に公道路面の調査を実施
する場合があります。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局工務課

消防署からのお知らせ

「救急医９月９日は 、この日を含む１週間は「救急の日」

です。この期間にあわせ、「救急の日」ＰＲ活動を療週間」

行います。皆さんお気軽にお立ち寄りください。

９月８日（火 ・９日（水））
１８：００～２１：００ 立町ポケットパークにて
「ＡＥＤの使用法」「救急車の適正利用について」の

チラシ配布

９月１１日（金）
９：３０～１１：３０ 西木消防分署にて

救急車・消防車一般公開、心肺蘇生

法体験、救急車・消防車のぬりえ・
ペーパークラフトプレゼント

※荒天時は中止いたします。

９月１２日（土）
１０：００～１３：００ タカヤナギ田沢湖プラザにて

救急車・消防車一般公開、
はしご車体験乗車、心肺蘇生

法体験、写真撮影、風船プレ

ゼント

※荒天時は中止いたします。

皆さんお気軽にお立ち寄りください、

お待ちしております。

ＴＥＬ（５４）２３０２■問合せ：角館消防署救急班
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９月田沢湖地区

特定健診・後期高齢者健診・生活機能評価日程

大腸がん検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診
・肺がん検診・結核検診も同時実施

■日程：

実施月日 曜日 健 診 会 場
９月 ８日 火
９月 ９日 水
９月１０日 木
９月１１日 金 生保内市立体育館
９月１４日 月
９月１５日 火
９月１６日 水
９月１７日 木 田沢交流センター体育館
９月１８日 金
９月２４日 木
９月２５日 金 神代市民体育館
９月２８日 月
９月２９日 火
９月３０日 水

午後１時から２時と午後３時から４時■受付時間：

※詳しくは対象者の方に既に配布している健（検）診の

お知らせをご覧ください。
また、「健（検）診のお知らせ」は、各地域センターの

総合窓口、出張所にもありますのでご利用ください。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

犬 の し つ け 教 室

９月２０日（日） １０時（受付）～１４時■日時：

アクアパル（由利本荘市）■会場：

９月１５日まで■申込：

（社）日本愛玩動物協会 秋田県支部■申込・問合せ：

０８０６６０７４５３５ ＦＡＸ０１８４２８２４２４TEL （ ） （ ）

土 曜 日 も 開 設

福祉の仕事 無料で紹介

月～金曜日 ８：３０～１７：００■平日受付：

毎月第３土曜日 ９：００～１７：００■休日受付：

TEL （ ）２８８０ （ ）２８７７０１８８６４ ＦＡＸ０１８８６４

秋田県社会福祉協議会（秋田市旭北栄町１－５）

ｅ－ｍａｉｌ：ｊｃ＠ａｋｉｔａｋｅｎｓｈａｋｙｏ.ｏｒ.ｊｐ

ＨＰ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ａｋｉｔａｋｅｎｓｈａｋｙｏ.ｏｒ.ｊｐ

なんでも健康相談会のお知らせ

市の保健師、栄養士による「なんでも健康相談会」を

開催します。市の健診やドック等の結果を見たけれどよ

くわからない、気になる所があるけれどもまだ聞いてい

ない、私ってメタボ？という方など、健康に関してどんな
ことでも個別で相談に応じますので、どなたでも気軽に

いらしてください。

■日時・場所：

＜西木地区＞ （※他の地区は後日行います）

実施日 会 場 受付時間
９月 ７日（月） 紙風船館 午前１０時～１１時
９月３０日（水） 午前１０時～１１時桧木内地区公民館

西木保健ｾﾝﾀｰ 午後１時～２時

血圧測定、体脂肪測定、健康相談■内容：

健診結果、健康手帳、（もっている方）■持ち物：

※予約はありませんので、直接会場にお越しください。
TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

弓 道 入 門 講 座

弓道はスポーツの一面もありますが、日本の伝統文
化が根底にある武道です。性別・年齢に関係なく生涯

続けていけます。この機会に「弓道」を体験してみませ

んか。

９月１７日(木)～１０月２４日（土）■開催日時：

毎週木・土曜日（全１２回） １９時～２０時３０分

角館武道館弓道場■開催場所：
１５歳以上■対象年齢：

２，０００円■受講料：

講座初回（９／１７）参加してから正式に受講■その他：

を決定しても結構です。
ＴＥＬ／ＦＡＸ（５４）２８１８■申込・問合せ：角館大弓会事務局

仙北市角館町田町上丁８８－３ 斎藤千明

ＴＥＬ（５４）１１１０角館公民館

※９月１５日までお申込ください。

生涯学習課からのお知らせ

去る８月１５日、仙北市民会館において「仙北市成人式」

を開催いたしました。当日、出席できなかった方の成人証

書を生涯学習課で保管しておりますので、９月３０日（期日

厳守）まで受け取りに来てください。

仙北市教育委員会 生涯学習課■受取場所・問合せ：

仙北市角館町東勝楽丁１９ 仙北市役所角館庁舎２階

ＴＥＬ ３３８３／ＦＡＸ １７２７（４３） （５４）
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テレビ番組

「秋田で元気に！」放映のお知らせ

毎週土曜日午後５時５５分からＡＫＴ秋田テレビで放映され

ている、県内２５市町村の元気を紹介する番組「秋田で元気

に！」の収録が行われました。

仙北市の元気は、Ｂ級グルメで地域おこしを目指している

「神代地域活性化推進協議会」の活動を紹介します。今回収

録された仙北市編は、９月５日（土）に放映されますので、ぜひ

ご覧ください。

また、当団体は、９月１９日（土）・２０日（日）、横手市を会場

に行われるＢ級ご当地グルメの全国大会、Ｂ－１グランプリに

「あいがけ神代カレー」で出場します。

全国から２６種類のＢ級グルメが集結する大会です。地元

のメニューとして皆様の応援をよろしくお願いします。

秋 田 バ ス ま つ り

「良い子の落書きバス」の展示（会場でも落書きしちゃお

う！）、バリアフリー教室、旅行などが当たるお楽しみ抽選

会、なまはげ太鼓、秋田シティブラスバンドの演奏など、盛
りだくさん！

９月１２（土）１０：００～１５：００■日時：

秋田駅前アゴラ広場■会場：
０１８８６３５３４９■問合せ：（社）秋田県バス協会 TEL （ ）

「市民登山」参加者募集

恒例になりました「市民登山」について参加者を募集

しております。

岩手山柳沢口（２，０３８㍍ 岩手県滝沢村）■山域：

片道約５時間の行程となりますので健脚・体力要

１０月４日（日）■期日：

午前５時（出発：５時３０分）■集合時間：

仙北市健康管理センター駐車場■集合場所：

（角館町中菅沢７７－２８）

２，０００円（交通費、保険代）■参加費：

３０名■募集人員：

９月２９日（火）まで角館公民館へハガキで申し込■申込み：

んでください。人数が多いときは抽選になります。参加決定者

へは、後日、ハガキで連絡いたします。

■ハガキのあて先：

〒０１４－０３３４ 角館町表町上丁６ 角館公民館

申込者の住所、氏名、電話番号及び「市民■記入事項：

登山」と明記の上投函してください。

山行に関する問合せは角館山岳会事務局■問合せ：

（ ）へお願いいたします。TEL（５４）３２３３

それ以外は、角館公民館（ ）へお願いします。TEL（５４）１１１０

消防設備点検資格者講習会平成２１年度

■講習実施日：

第１種 １０月２０日（火）～２２日（木）

第２種 １０月２７日（火）～２９日（木）

秋田市山王４－２－１２■講習会場：

ルポールみずほ

９月２４日（木）～１０月８日（木）■講習受付期間：

（受講申込は持参または郵送）

３３，０８０円■受講料：

■受講申請書提出・問合せ先：

〒０１０－０００１ 秋田市中通６丁目７－９

社団法人 秋田県消防設備保守協会

TEL０１８（８３５）５８８０

メタボ改善！講演会のお知らせ

生活習慣を見直したいと思っていても、一人ではな

かなか実行するのは難しいものです。

今回は、改善への第一歩を踏み出すための講演会

です。どなたでも参加できますので、多くの皆様のご参

加をお待ちしております。

１０月７日（水）■日時：

受付：午後１時３０分 講演：午後２時

西木保健センター■場所：

（他の地区は後日お知らせします）

『遅くはない！今日から始めるメタボ改善』■テーマ：

西明寺診療所 市川晋一先生■講師：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

～高齢者のための家事支援講習～

９月１０日（木）～１８日（金）■期日：

（土日を除く）

仙北市勤労青少年ホーム（角館町外ノ山１９）■会場：

県内在住で、就職・就業を希望する６０歳台前半■対象：

層を中心とした高齢者の方

無料（昼食や交通費は自己負担）■経費：

■申込・問合せ：

TEL（５５）１６４６（社）仙北市シルバー人材センター

TEL０１８（８８８）４６８０（社）秋田県シルバー人材センター連合会

※申込用紙はハローワーク角館にもあります

一般家庭を中心とした清掃業務全般、高齢者■内容：

の栄養と食生活、障子の張替え、建具の調整などの

基礎的な知識と技能の習得。
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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

①０５０４１－６６８６９１②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 大型特殊自動車一種 ①０５０４１◆

－６６９９９１②フロント事務(常雇)正社員③不問④１５

０，０００～１５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－６７０８９１②接客及び調理補助（常◆

雇)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１－６７１２９１②接客及び調理補助（常◆

雇)パート労働者③不問④７００～８５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１－６７２５９１②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 ①０５０４１－６７３１９１②フロント◆

係【急募】常雇(正社員)③不問④１５０，０００～２３０，０

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６◆

７４０９１②接客販売員(臨時４ヶ月未満)パート労働者

③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－◆

６７９７９１②接客及び調理補助【急募】臨時４ヶ月未満

(パート労働者)③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問

①０５０４１－６８０５９１②公園環境整備作業（臨時４◆

ヶ月未満)正社員以外③不問④１８０，０００～１８０，０

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６◆

８１１９１②営業(常雇)正社員③不問④１５０，０００～１

５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４◆

１－６８２０９１②調理員(常雇)正社員③不問④１２０，０

◆００～１２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－６８３３９１②ホールスタッフ(常雇)パート労

働者③不問④８００～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４◆

１－６４１６９１②掃除、洗い場係(常雇)パート労働者③

不問④６３０～７３０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－６４４７９１②電子部品の組立(常雇)パ◆

ート労働者③不問④６３０～６５０⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種 ①０５０４１－６４５８９１②国立公園登山◆

道等保全業務(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④２

２０，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－６４７５９１②山林労務(臨時４ヶ月未◆

満)正社員以外③不問④１６０，０００～１６０，０００⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６４８１９１◆

②事務員(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④１２０，

◆０００～１２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－６４９０９１②雑務係(常雇)正社員③不問

④１１０，７７０～１１０，７７０⑤仙北市⑥普通自動車免

許一種 ①０５０４１－６５０９９１②一般事務および雑◆

務・ネットシ(常雇)正社員③不問④１２２，０００～１２２，

０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－◆

６５１４９１②事務係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不

問④１５４，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不問

※平成２１年８月１４日～８月２０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

祭 り 市 の お 知 ら せ

祭りに欠かせない枝豆など揃えてお待ちしております。

９月５日（土）～６日（日） ９：００～１２：００■日時：

※９月９日（水）は休業いたします。

試食会のお知らせ

先着３０食を準備してお待ちしております。

毎月最終日曜日 １０：３０～■日時：

立町ポケットパーク■場所：

TEL（５３）２１１５■問合せ：かくのだて「根っこの会」

写 真 展 示 会

郷土の自然、風俗の写真を展示しておりますので是

非ご覧ください。

９月１１日（金）～１３日（日）９時～１７時■日時：

田沢湖観光情報センター『フォレイク』■会場：

（ＪＲ田沢湖駅内）

田沢湖芸術文化協会「写真部」■主催：

田沢湖公民館■後援：

TEL（４３）０７８２■問合せ：難波和夫

※写真部では会員を募集しています。写真を始めた

方、デジカメの方大歓迎です。是非、一緒に写真を楽し

みませんか。お待ちしてます。


