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№１００平成２１年１２月１日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市立角館総合病院からのお知らせ

◇総合診療科休診日

平成２１年１２月から、総合診療科は毎週火曜日休診と
なりますので、お知らせいたします。
お間違えのないようご来院ください。（受付は午前１１

時までです）

◇新型インフルエンザワクチン接種予約

１歳未満の乳幼児の保護者（同居者）の新型インフ
TEL（５４）ルエンザワクチン接種の予約を総務企画課（

）で受付しておりますので、お知らせします。２１１１

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院

年末の交通安全運動の実施について

年末の慌しい時期を迎え、各種会合での飲酒の機会が増

えることに伴い、飲酒運転による重大交通事故が懸念されま
す。また、例年この時期は気象条件や道路環境の悪化に伴う

滑走による交通事故が多発します。

市民の皆さん交通事故を起こさない、遭わないように
良い年を迎えてください。

１２月１１日（金）～２０日（日）の１０日間■実施期間：
■運動のスローガン：

「急がずに マナーとゆとりで 交通安全」

■運動の重点：
○飲酒運転の根絶
○子どもと高齢者の交通事故防止
○冬道の安全運転の励行
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底

仙北警察署・仙北市交通安全対策協議会・■担当：
仙北地区交通安全協会・仙北地区事業主交通安全
協議会・仙北地区安全運転管理者協会

神代小学校内覧会開催

平成２０年度から工事を進めてまいりました、神代小学
校がこの度完成を迎えました。この新校舎を皆様にご覧い
ただきたく、内覧会を開催いたしますので多数のご来校を
お待ちしております。
なお、駐車につきましては大変ご不便をおかけいたしま

すが、神代市民体育館をご利用くださるようお願いします。

１２月１９日（土）～２０日（日）■内覧会日時：
９：００～１６：００

TEL（４３）３３８１■問合せ：仙北市教育委員会 教育総務課

仙北市
「漢字検定」のお知らせ

西木公民館では「漢字能力検定」平成２１年度第３回検
定を下記日程で開催します。「資格を取得したい」「自己啓
発のため」「 近漢字を忘れてきた…」など自分の漢字力
を試すチャンスです。どなたでも受けられますので、是非受
けてみませんか？

平成２２年１月２３日（土）１０時～■開催日：
平成２１年１２月１８日■申込締切：

西木公民館■会場：
【２級】３，５００円 【準２級～７級】１，８００円■検定料：
【８～１０級】１，４００円
検定料を添えて西木公民館まで■申込み：

■級の目安：
１０級（小１修了程度） ９級（小２修了程度）
８級（小３修了程度） ７級（小４修了程度）
６級（小５修了程度） ５級（小６修了程度）
４級（中学在学程度） ３級（中学卒業程度）

準２級（高校在学程度） ２級（高校卒業程度）
申込みが２０人に至らなかった場合には■注意事項：

中止となります。
TEL（４７）３１００■問合せ：西木公民館

<仙北警察署 田沢湖交番より>

信号機切り替えのお知らせ

スズフクＵマート田沢湖店前の交差点信号機について、

歩車分離式の信号機となっておりましたが、１１月２７日
（金）より従来型（通常の信号）に変更となりますのでお知

らせいたします。

※ただし、天候の状況により切り替えが延期となる場合が

ございます。

車両を運転される方は右左折の際、歩行者の方は歩行し

ているとき車にくれぐれも注意するようお願いいたします。

TEL（４３）１１２１■問合せ：田沢湖交番

＜交差点位置図＞
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角館地区ＰＴＡ連合会講演会のご案内

角館地区ＰＴＡ連合会では、本県出身の女性講談師

「宝井琴桜」氏をお迎えして講談会を行います。「講談」

の話芸の世界を楽しみ、子育てのエネルギーを充電し

てください。たくさんのご参加をお待ちしております。

１２月１５日（火） １５：００～（１時間３０分程度）■日時：

角館樺細工伝承館 総合研修室■会場：

角館地区内校のＰＴＡ会員（保護者・職員）■対象：

その他ＰＴＡ活動に関心のある方

無料（一般参加希望の方は角館中学校まで■参加料：

ご一報願います）

駐車場は北野線沿いの「桜並木駐車場」をご利用く■その他：

ださい。（無料）

TEL（５３）２４１１■参加申込・問合せ：角館中学校 小林教頭

秋田県内・壁画制作依頼募集

壁や扉に絵を描きます。■募集内容：

暗い空間や廊下を明るくしてみませんか？

老人ホームの壁なども募集中です。

壁画アートフルあきた■事業団体名：

秋田公立美術工芸短期大学 卒業生 小山内愛美■代表者名：

秋田市勝手神社 複製画（２００８年１６４５×８０５）■過去実績：

秋田市精神交流施設ユックリン（２００８年約２㍍の扉画）

潟上市 特別養護老人ホーム扉画（２００９年２５６０×２３０７二枚）

材料費・技術料は要相談。■費用：

※老人ホームの壁、街の外壁でもＯＫです。徐々に活動中で

すが、すこしでも秋田の力になりたい！そう言う想いから始

まった制作団です。

TEL０８０（３７６４）３６４２■問合せ：小山内

平成２１年度 財団法人日本ソフトボール協会
準指導員養成講習会のご案内

（講習時間全４２時間：自宅学習含む）■講習会日時：

・第１回 平成２１年１２月２３日（水）９：００～〔８時間〕

・第２回 平成２２年 １月１７日（日）９：００～〔８時間〕

・第３回 〃 １月３１日（日）９：００～〔８時間〕

・第４回 〃 ２月７日（日）９：００～（試験２時間含）〔８時間〕

・「自宅学習」「レポート提出」 〔１０時間〕

計 〔４２時間〕

本荘由利地域職業訓練センター■講習会場所:

１０，０００円■受講料：

１２月１７日(木)まで 秋田県ソフトボール協会■申込・問合せ：

TEL （２９５１）５４１８指導者委員会 遠藤 ０９０

ＦＡＸ （７４）５２０５０１８４

ふ る さ と 料 理 教 室

切り口がきれいな太巻き寿司の巻き方教室です。年末年

始に出番がありそうですよ。簡単即席漬け物も紹介します。

１２月１９日(土）午前９時半～１２時■日時：
西木保健センター■会場：

高橋佳子さん(西木町）■講師：

５００円(材料代）■参加費：
エプロン、頭巾■持ち物：

１５名■定員：

１２月１５日（火）まで西木公民館へ■申込み等：

TEL（４７）３１００

第９回角館混声合唱団定期演奏会のご案内

結成２２年目を迎える本合唱団の演奏会を次のとお

り行います。二部と三部の間にコーヒーと米パンのサー
ビスもあります。田沢地区のコールセドルも友情出演し

てくださいます。皆様のご来場お待ちしております。

１２月４日（金） 開場１８：００ 開演１８：３０■日時：

大仙市立中仙市民会館「ドンパル」（中仙ジャスコ隣）■場所:

無料■入場料：

TEL （３ ）６６９３■問合せ：事務局 担当 佐藤 ０９０ ６４３

充実ライフ講座
「生きがいづくりと携帯電話教室」

６０歳以上の方を対象に、悩みや不安をチャンスにかえ
て今を楽しむための講話と、携帯電話の使い方教室を併
せて行います。

１２月２２日(火）１０時～１２時■開催日時：
西木公民館■会場：
ＮＰＯでんでん宮城いきいきネットワーク■講師：
なし■参加費：
ドコモらくらくホンを用意してします。■その他：

１２月１５日（火）まで西木公民館へ■申込み等：
TEL（４７）３１００

消しゴムハンコで年賀状作り

消しゴムハンコの彫り方と、彫ったハンコで年賀状に模
様をつけます。手作り年賀状のできあがり。お子様といっし
ょも楽しいですよ。

１２月１３日(日）１０時～１２時■日時：
西木公民館■会場：
鈴木一枝さん（西木町）■講師：

５００円(材料代）■参加費：
特に無し（自分の年賀状を持参しても良い）■持ち物：

１０名程度■定員：
１２月１０日（木）まで西木公民館へ■〆切等：

TEL（４７）３１００
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初心者向け紙ひもクラフト教室

梱包用として作られた古紙を原料に再生した丈夫な紙バン
ドをカッコウベのように編みこみ、カゴやバック等を作る手芸で
す。安くて優しい素材と身近な道具で、お好みの作品が完成
します。初心者の方が気軽に楽しめる教室です。（男性の方
もぜひ、ご参加ください。）

１月１５日(金)、１月１９日(金)、２月２６日(金)、■日程：
３月１９日(金)
午後６時～午後９時■時間：
仙北市就業改善センター(神代)■会場：
大山智子■講師：
初回のみ１，０００円■参加料：
（２回目以降作品により～３，０００円）
毎回１作品づつ完成させます。

１５名（定員になり次第締め切ります)■定員：
１２月１４(月)～２４日(木)まで■申込期間：

（土日を除く８：３０～１７：００まで）電話で申込みください。

TEL（４３）１０６１■申込先：田沢湖公民館
（氏名・住所、電話番号をお知らせください）

日本・ベトナム 伝統芸能の夕べ

～ベトナム国立音楽舞踊団・わらび座・角館の伝統芸能の響演～

日メコン交流年２００９・２１世紀東アジア青少年大交流計画の一

環として、メコン５カ国の国立舞踊団等が来日します。うち、ベトナ

ム国立音楽舞踊団が、本県を訪問し、秋田県仙北市を拠点として

日本の伝統芸能をベースにしたオリジナル作品を全国に発信して

いる「わらび座」との合同公演を行います。

１２月１３日（日）開場１５：３０ 開演１６：００■日時：

たざわこ芸術村 わらび劇場■会場：

無料（招待券を配布）■入場料：

※事前にご予約ください。
わらび座・たざわこ芸術村予約センター■予約・問合せ：

TEL（４４）３９３９

七 宝 焼 教 室

クリスマス前にオリジナルブローチやペンダントを作って
みませんか？

１２月１９日(土) ９：００～１２：００■日時：
田沢湖総合開発センター（生保内）■場所：
無料（オプションにより別途料金がかかることも■参加費：

あります）
１５名（定員になり次第締め切ります）■定員：
１２月１４日（月）～１７日（木）まで■申込：

（土日を除く８：３０～１７：００まで）電話で申込みください。
TEL（４３）１０６１■申込先：田沢湖公民館

（氏名・住所、電話番号をお知らせください）

訂 正 と お 詫 び

「 」１１月１５日号に みんなでナツメロを歌う会
について掲載いたしましたが、ＮＰＯスポーツクラブ事務
局の電話番号に誤りがありました。正しくは（５４）１５０５
の誤りでしたので訂正してお詫び申し上げます。

１２月１０日～１６日までは

です「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

この週間を機に、北朝鮮当局による人権侵害問題に対

する関心と認識を深めましょう。

現在、日本政府は１７名の日本人を北朝鮮による拉致

被害者として認定しており、５名は帰国が実現しましたが、

１２名の安否については、北朝鮮当局より納得のいく説明

がなされていません。

政府としては、安否不明者が全て生存しているとの前

提に立ち、全ての被害者の安全確保と即時帰国、真相究

明及び実行犯の引き渡しを強く要求し、納得できる対応が

ない場合は、厳しい対応を取る方針であることを明確にし

てきています。

日本人拉致容疑事案について情報をお持ちの方は、

秋田県警察本部 またはTEL０１８（８６３）１１１１

仙北警察署 までお知らせください。TEL（５３）２１１１

「パソコン講座」受講生募集第３回

＜①パソコン基本操作＞（４日間）
マウス・キーボード操作、文字入力、インターネット、

電子メールなど
初心者■対象：
１２月８日（火）、９日（水）、１５日（火）、１６日（水）■日時：
午後１時～４時

＜②ワードで作る年賀状＞（２日間）
パソコン基本操作をおおよそ習得している方■対象：
１２月２２日（火）、２４日（木）■日時：
午後１時～４時

WindowsXP■使用するパソコン
仙北市総合情報センター研修室■場所：
（角館町田町上丁２３）

テキスト代として①６００円、②３００円■費用：
各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：
ＴＥＬ（４３）３３３９（土・日・祝日を除く）

フラワーアレンジメント教室

お正月用のフラワーアレンジメント教室です。玄関やお部
屋に彩りを添えます。

１２月２７日(日）午前１０時～１２時■日時：
西木公民館■会場：

杉山明子さん(田沢湖）■講師：

２，０００円(材料代）■参加費：

生け花用はさみ、花器（ある方のみ）■持ち物：
１２月１５日（火）まで西木公民館へ■申込み等：

TEL（４７）３１００
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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 ９３２０９１②タクシードライバー【急募】常雇正◆ -
社員③不問④１１１，２３２～１１１，２３２⑤仙北市⑥普通自

動車免許二種 ①０５０４１ ９３３３９１②弁当盛付販売【急◆ -
募】常雇パート労働者③不問④ ６５０～６５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１ ９３４６９１②事務員常雇正社員③不問④１８◆ -
４，０００～１８４，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種宅地

建物取引主任者 ①０５０４１ ９３５９９１②建築設計・大工◆ -
常雇正社員③不問④２３０，０００～２３０，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種建築士（１級）建築施工管理技士１級

①０５０４１ ９３６４９１②配達スタッフ常雇パート労働者③◆ -
◆不問④９００～１，１００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ ９３８８９１②経理事務及び郵便事務臨時４ヶ月-
以上正社員以外③不問④１０１，６４０～１０１，６４０⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９４００９１②調理補◆ -
助常雇パート労働者③不問④６５０～６８０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ９４１３９１②会食場係常雇正社員③不問④１３◆ -
０，０００～１５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４１ ９４２６９１②調理師見習常雇正社員③不問④１２-
３，２００～１３２，０００⑤仙北市⑥不問

※平成２１年１１月１３日～１１月１９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

ＴＥＬ（５４）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。２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

４２歳厄祓い並びに懇親会

角館中学校卒業生と、４２歳の厄祓いを一緒に行いま
せんか。

平成２２年２月１日（月）■期日：
お祓い （記念品含む）■参加料： ８，０００円

１４，０００円懇親会
※片方のみの参加もできます。

１２月１８日（金）■締切：
４２歳厄祓い実行委員会■申込・問合せ：

TEL（５６）３８４５代表 村上夏子

３３歳厄祓い並びに祝賀会

平成５年度角館中学校卒業生以外で角館に転入し、
平成２２年２月１日の厄祓いを希望する女性の方は
ご連絡ください。

お祓い （記念品等含む）■参加料： ７，０００円
１１，０００円祝賀会

１８，０００円お祓い＋祝賀会
※片方のみの参加もできます。

１２月１７日（木）■締切：
３３歳厄祓い実行委員会■申込・問合せ：

TEL０９０（４０４７）７１３９代表 平澤 昇

第５回 仙北市新春書き初め大会

仙北市の３公民館（田沢湖・角館・西木）主催の書き
初め大会を開催します。新年の新たな気持ちを筆に込

めて…。皆様のご参加をお待ちしております。

平成２２年１月６日（水）■日時：
９時～受付、１２時終了予定

角館交流センター■会場：

小中学校は書友社の■課題：

新年書初手本
高校・一般は自由課題

無料■参加費：

書道用具、下敷き（用紙は当日配布）■持ち物：
１２月２１日（月）■申込〆切：

寄りの公民館へ（電話での申込み可）■申込み・問合せ：

氏名・年齢(学年)・住所・電話番号をお知らせください。

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

※各小中学校にも申込用紙を配布いたします。

※田沢湖、西木地区は送迎バスを用意いたしますの
で、時間等はお問い合わせください。

認知症の方を抱える家族のつどい

認知症の方を自宅で介護されている家族の方々は、大
切な人だからこそ様々な悩みを抱えていることが多いと思
います。「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続ければ
いいのか」など、その思いは深く複雑な思いではないでしょ
うか。
一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じような経

験をしている者どうしで、自由に話すと楽になります。
皆様の参加をお待ちしています。

１２月１４日（月）■日時:

１０：００～１１：３０
西木総合開発センター■場所:

認知症の介護についてのお互い話し合う■内容:

「こころ」と「からだ」のリラックス法

認知症の方を介護している家族■対象:
仙北市包括支援センター（西木庁舎内）■問合せ:

ＴＥＬ（４３）２２８３

市立角館総合病院からのお願い

発熱等の症状があり新型インフルエンザかどうか心

配な方は、日中に開業医・診療所・病院等で診察・検査

を受けていただきますようお願い致します。
当院の夜間・休日の診察は、救急患者さんが優先さ

れますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院


