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№９９平成２１年１１月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

保健課からのお知らせ

子宮がん・卵巣腫瘍、乳がん、肺がん検診の
ご案内（病院検診）

あなたの検診はもうお済みですか？病院検診の最終期日
がせまっています。
対象の方で、まだの方はお早めに予約のうえ受診してくだ

さい。

◆子宮がん・卵巣腫瘍検診
対象年齢：２０～３９歳までと４０歳以上で２１年度中に
偶数年齢の女性

◆乳がん検診
対象年齢：４０歳以上で２１年度中に偶数年齢の女性

１１月３０日■予約締切：
１２月１０日（木）までの月・木■検診期間：

◆肺がん検診
対象年齢：４０歳以上の男女

１１月２０日■予約締切：
１１月２７日（金）までの火・金■検診期間：

電話でお申し込みください。最初に、※予約方法：
「仙北市の検診です」と話し、検診名・生年月日・
住所・電話番号・保険種別を伝えてください。

〔 〕TEL（５４）２１１１ 市立角館総合病院・総務企画課

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

人権・いじめ・困りごと相談所のご案内

相談無料、秘密厳守。ひとりで悩まず相談してください。

◎次のような悩みごと・困りごとはありませんか？

●近隣との争いごと ●いじめや体罰
●子どもや高齢者の虐待 ●配偶者からの暴力

●結婚・離婚の強要・妨害 ●借地・借家の問題

●押し付けやいやがらせ

●登記・戸籍・相続・扶養等の問題
●名誉・信用を傷つけられたとき

１２月４日（金）１０：００～１５：００■日時：
仙北市役所角館庁舎■会場：

田沢湖総合開発センター

社会福祉協議会 西木支所
秋田地方法務局大曲支局■主催：

大曲人権擁護委員協議会

子ども人権１１０番 ＴＥＬ０１２０（００７）１１０

女性の人権ホットライン ＴＥＬ０５７０（０７０）８１０

仙北市
大腸がん検診がお済でない４０歳から７４歳の

皆様にお知らせです!

現在、仙北市では『大腸がん検診の研究（比較試験）』を行
っています。
住民検診会場での受付は終了しましたが、１１月より新た

に以下のスケジュールで研究にご参加いただくことが可能に
なりました。

大腸がん検診がまだの方は、この機会にぜひ検診をお受
けください。ご参加いただくと、大腸がん検診の費用は無料に
なります。なお、今回は研究参加希望の方のみの受付となり
ます。

４０歳から７４歳までの仙北市民で今年度、大腸■対象：
がん検診を未受診の方

■検診受付場所：
１１月１７日（火）、１）仙北市健康管理センター：

１２月１日（火）、８日（火）
※受付時間：１６：００～１９：００

２）庁舎もしくは病院
１１月１７日（火）、１９日（木）・田沢湖総合開発センター：

１１月２４日（火）、２６日（木）・西木総合開発センター：

１２月１日（火）、３日（木）・角館庁舎（西側庁舎 ：）

１２月８日（火）、１０日（木）・健康増進センター 田沢湖：（ ）
１２月１４日（月）、１６日（水）・市立角館総合病院：

※受付時間：１１：００～１４：００

■注意事項：

参加いただくには『便潜血検査の容器』に便をとり、検診受
付場所まで必ず『ご自分で』お持ちください。

いずれも予約制としますので、健康管理センターまで事前

にご連絡下さい。
仙北市健康管理センター■ご予約とお問い合せ：

TEL（５５）１１１２.
月曜日～金曜日９：００～１７：００（土日祝・年末年始を除く）

※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
かねてぜひ『大腸がん検診の研究（比較試験）』へ参
加、ご協力ください。

市立角館総合病院

クリスマスコンサート２００９
（入場無料）

～１６：３０１２ ２ １５：３０月 日（水）

市立角館総合病院 外来ホール

演奏曲目 クリスマスソング他
出 演 Ｅ verｌ y（エバリー）

Vocal/Violin/Guitar、 Piano/Guiter/Violin松尾 賛之 松尾 悟郎

Clarinet/Bass/Chorus、 Cello/Drums/Chorus小向 忍 水野 宇高

皆さまぜひおいでください。

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院
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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、｢＊｣マークが増えてしまった、気になる所がある

けれども聞いていない、私ってメタボ？という疑問など、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：
＜田沢湖地区＞

実施日 会 場 受付時間

１１月２４日（火） 田沢交流ｾﾝﾀｰ 午前１０時～１１時

健康増進ｾﾝﾀｰ 午後１時～２時

１１月２５日（水） 就業改善ｾﾝﾀｰ 午前１０時～１１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

ヘルスサポーター参加者募集

ヘルスサポーターとは、「自分の身体状況や生活ス

タイルを見直し、健康づくりを実践して、自分の健康を

達成させる人」をいいます。
講習会を受講し修了され、認定を受けた方には登録

証を差し上げます。

１２月１５日（火） １０：００～１５：００■日時・場所：

（受付９：４５～）

角館健康管理センター■場所:

食生活改善推進員によるメタボリック症候群に■内容：

関する講話と調理実習、軽い運動など

３０名■定員：

エプロン、三角巾、筆記用具、タオル（運動で使います）■持ち物：

（軽い運動を行ないますので動きやすい格好でおいでください）

１１月２７日（金）■申込締切：

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課
（１１／１再掲）

無料社交ダンス講習会

どなたでも参加できます。

１２月４日（金）、１８日（金）、２５日（金）■講習日時：
１９：３０～（１９：００受付）

西木公民館■会場：
高橋正龍■講師：
ジルバ、ルンバ、ワルツ■種目：
初心者 老若男女■対象：

運動靴他■準備するもの：
ダンスサークルかたくり■主催：

ＴＥＬ０９０（４８８７）８３２４■問合せ：高橋

油の流出事故に注意油１缶５０万円！

一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油な

どの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増え、

その多くが人的ミスによるものです。

事故を起こすと、油の回収・処理に１缶５０万円かかり、

その費用は原因者の負担となります。

油流出事故を防ぐための心がけ

◎その場を離れない・目を離さない
ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にそ

の場を離れないようにしましょう。

◎屋根からの落雪や除雪時には注意を

屋根からの落雪や除雪時に給油管破損やホース脱落
に注意しましょう。

◎配管の場所には目印を

配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所
がわからなくならないように目印を立てておきましょう。

◎定期点検を怠らない

配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

事故を起こした場合、発見した場合は、お近くの国や県の

機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局事務局

TEL０１８３（７３）５３４０湯沢河川国道事務所河川管理課

ピッカブー赤ちゃん会 お知らせより

○ピッカブー赤ちゃん会 １１月定例会
１１月１８日（水）１０：００～１２：００■日時：
角館交流センター 和室■会場：
救命救急AED講習会■内容：

子育て中の皆様■対象者：
※要予約、無料です。

○ピッカブー赤ちゃん会 ファミリーフリマ
子育て世代のファミリーさん、交流を兼ねて掘り出し

物を見つけに来ませんか？手作りお菓子や鍋料理、野
菜販売もあります。

１１月２３日（月祝）１１：００～１５：３０■日時：
角館交流センター 多目的ホール■会場：

ピッカブー赤ちゃん会事務局■申込・問合せ：
TEL/ＦＡＸ（５３）３５５８千葉

手 芸 作 品 展

紙バンドで作るバックや小物、あったか手編みのベ

ストや帽子など冬休みの作品にいかがでしょうか。

体験コーナーもあります。

１１月２０日（金）～２３日（月）■日時：

西宮家 米蔵２階■場所：

TEL（５４）３１５７■問合せ：荒木和子
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公の施設の指定管理者を募集します

かたまえ山森林公園等の指定管理者を再募集しています

さきの公募では候補者の選定に至らなかったことから、

現在指定管理者の再募集を実施していますのでお知らせ

します。

応募を希望される法人その他の団体の皆さまのご連絡を

お待ちしております。

＜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：

秋田県内に主たる事業所を有する法人その他の団体■参加資格：

１１月２０日(金)まで■募集要項配布：

１１月１６日(月)～１１月２０日(金)■質問受付：

１１月１８日(水)■現地説明会：

１１月２４日(火)～１１月３０日(月)■申請書提出：

ＴＥＬ（４３）２２０７■担当課：産業観光部農林課

（１１／１再掲）

秋田マックセミナー第２回

事前申込は必要ありませんので関心のある方はど

なたでも参加いただけます。

１２月６日（日） １３：００～■日時:
秋田大学医学部保健学科 １階 大講義室■会場:

秋田市本道１丁目１－１

福井県立大学看護福祉学部／社会福祉学科■講師:

准教授 西川京子 氏
アルコール依存・薬物・ギャンブル・その他の嗜癖■テーマ:

「依存からの回復」

特定非営利活動法人 秋田マック■問合せ:
ＴＥＬ０１８（８３３）７５２６

世古寸喜展（ ）第５７回 よこずきてん

すっかり歳末の風物詩として定着した「世古寸喜展」

（よこずきてん）。市内のお知り合いの方々にもＰＲをし

ていただき、皆様お誘いあわせの上ご来場ください。

１２月５日（土）～７日（月）９：００から■日時：

※５日・６日は１６時まで。最終日の７日は１３時まで。

角館交流センター 多目的ホール■場所：

パッチワーク展、晴陽会 日本画展も同時■その他：

開催いたします。

世古寸喜展世話人会■問合せ：

TEL（５４）１１１０（事務局：角館公民館）

農業研修センター 研修・企画展

◇農業経営研修②
１２月１日（火）１０：００～１５：３０■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等２０名 ５００円■対象： ■受講料：

◇パソコン農業簿記研修②
１２月３日（木）～４日（金）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
農業者等２０名 ２，０００円■対象： ■受講料：

◇手作り体験「豆腐②」
１２月９日（水）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：

◇パソコン農業簿記研修③
１２月１０日（木）～１１日（金）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
農業者等２０名 ２，０００円■対象： ■受講料：

農業研修センター（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：
TEL０１８５（４５）３１１３ ＦＡＸ０１８５（４５）３１１６

（入場無料）◇【企画展】洋ラン展
１２月５日（土）～６日（日） ９：００～１６：００■会期：

生態系公園（南秋田郡大潟村）■会場：
公園管理事務所（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：

TEL０１８５（４５）３１０６

森のがっこう・風のがっこう

◇｢森のがっこう｣～秋の里山で遊ぼう！～

１１月２１日（土）森の手入れと探検■期日：
１０：００～１５：３０

無料（昼食は各自持参）■参加費：

◇｢風のがっこう｣～遊びとお手伝いのがっこう～

１２月６日（日）１０：００～１５：３０■日時：
５００円（昼食代）■参加費：

※今年最後の「風のがっこう」餅つきもあるよ！

※小学生以上は一人でも参加可。幼児は保護者の方と
一緒にご参加ください。

ＮＰＯ法人アート夢ネットあきた■問合せ：

TEL（４４）３９７０／ＦＡＸ（４４）３３１８

映画「ツバル」上映＆講演会

１２月１２日（土）１３：００～１５：３０■日時：

大仙市大曲交流センター（大仙市大曲日の出町■会場：
２丁目７－５３ 大曲市民会館となり）

映画上映・地球環境についての講演■内容：

県南地域の方々 先着５０名■対象：

無料■参加費：
あきたエコマイスター県南協議会■申込・問合せ：

TEL０１８２（３６）１３４６照井



- 4 -

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 ８８６３９１②営業、配達（急募）常雇正社員以外③◆ -
不問④８３，２００～８３，２００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ ８８７６９１②販売員常雇正社員③不問④１２５，０◆ -
００～１５５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１◆

８８８９９１②運転及び雑務常雇正社員以外③不問④１２８，８０-
-０～１４７，２００⑤仙北市⑥大型自動車免許一種 ①０５０４１◆

８９１５９１②建設型枠建築型枠土木作業常雇正社員③不問④

１５０，０００～２３７，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４１ ８９３０９１②飼育作業員常雇正社員③不問④１２１，０-
３０～１２１，０３０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１◆

８９４３９１②経理総務事務常雇正社員③不問④１８０，０００～-
２６０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８９５◆ -
６９１②販売員常雇正社員③不問④１２５，０００～１５０，０００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８９７４９１②看護◆ -
師常雇正社員③不問④１３５，０００～１５７，０００⑤仙北市⑥看

護師准看護師 ①０５０４１ ８９８７９１②施設維持管理業務常◆ -
雇正社員③不問④１３０，０００～２５０，０００⑤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 ８９９８９１◆ -
②接客係常雇パート労働者③不問④７５０～９５０⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１ ９００９９１②看護師常雇正社員③不問④２２◆ -
０，０００～３２０，０００⑤仙北市⑥看護師 ①０５０４１ ９０２７９◆ -
１②歯科衛生士臨時４ヶ月以上パート労働者③不問④８２０～８

２０⑤仙北市⑥歯科衛生士 ①０５０４１ ９０３８９１②ガソリンス◆ -
タンドスタッフ臨時４ヶ月以上パート労働者③５９以下１号 ④８０

０～１，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種危険物取扱者

（乙種） ①０５０４１ ９０５５９１②客室係常雇パート労働者③不◆ -
問④６３２～７６０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１◆

９０７０９１②総務事務員常雇正社員③不問④１７０，０００～２５-
０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９０８３９◆ -
１②料亭業務全般常雇パート労働者③不問④７５０～８５０⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１ ９０９６９１②介護職員【急募】常雇正◆ -
社員以外③不問④１３２，０００～１４６，０８０⑤仙北市⑥介護福

祉士ホームヘルパー２級 ①０５０４１ ９１０４９１②エリンギ生◆ -
産業務【急募】常雇パート労働者③不問④６５０～６５０⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９１６０９１②カウンター◆ -
内担当【１１：００】常雇パート労働者③不問④７００～８５０⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１ ９１７３９１②カウンター内担当【１７：０◆ -
◆０】常雇パート労働者③不問④７００～８５０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ９１８６９１②ホール担当【１１：００】常雇パート労働者-
③不問④７００～８５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９１９９９１◆ -
②ホール担当【１８：００】常雇パート労働者③不問④７００～８５

０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９２０８９１②精肉担当常雇パー◆ -

ト労働者③不問④６５０～６５０⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種

※平成２１年１０月３０日～１１月５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

就業応援 パソコン教室の開催

地元企業での業務に必要なＯＡツールの操作方法
の習得、またインターネットの活用方法について学ぶセ
ミナーを開催します。

１２月１０日・１１日・１７日・１８日■開催日：
（４日間で１セミナーです）

商工課に応募用紙がありますので、記入■応募方法：
の上ご応募願います。

１０名■定員：
仙北市商工課 緊急雇用対策室■問合せ：

仙北市角館町中町TEL（４３）３３５１

仙北市商品券ダブルチャンス・ハッピー商品券
当選された方引き換えはお済ですか？

９月１日に第１回目の抽籤を行い引き換え締切り期日を
１０月３１日としておりましたが、まだ引き換えされていない
方がいるようです。お手持ちの商品券の表紙に付されてい
る番号を今一度ご確認いただきお早めに引換え下さるよう
よろしくお願いいたします。

○１回目９月１日抽籤（１１月６日現在未引換番号）
◆２０００円商品券当選番号
＜００３４４・００３８４・００６９２・００７３２・００９２１・０２７８５・０
２９２０・０３３６７・０３５５９・０３７７９・０３８０３・０３８６７・０４１
６０・０５２０１・０５５１９・０５５４２・０５９０１・０５９１３・０６０８６
・０６０９０・０６６９６・０６７５２・０６７８７・０７２２９・０７４５３・０
７６０７・０７９６９・０８２１８・０８４３３・０８４５９・０８４８３・０９１
１３・０９３８６・０９６０５・０９７４９・０９７９９・０９８３８＞

◆５０００円商品券当選番号
＜０１２３５・０１５５０・０２２４６・０２４６６・０２５３１・０４７０９・０
５２７１・０５４９９・０５８４０・０５９７２・０７５１７・０７８０２＞

TEL（５４）２３０４■問合せ：仙北市商工会
仙北市商工会本所または各支所■引換え場所：
（土・日・祝日を除く１０：００～１７：００）

「みんなでナツメロを歌う会」

歌の好きなみなさんで、懐かしのメロディーを歌い・口ず

さんで、昼食を食べながら楽しく歌ってみませんか？

１２月１７日（木）１０：００～１５：００■開催日時：

ＮＰＯ角館地域総合型スポーツクラブ カラオケルーム■会場:
（角館オープン薬局隣）

一人７００円（弁当・お茶代含）■参加費:
１２月１２日（土）■申込締切：

※先着３０名にて締切いたします。
TEL（５５）１５０５■申込：ＮＰＯスポーツクラブ事務局

TEL（５５）１０５３又は、スポーツクラブ館長 佐々木まで


