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№４０平成１９年６月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

麻しん（はしか）の流行にご注意ください

関東方面で麻しんの患者が増加しています。

秋田県の感染症発生情報で今年の県内の患者発生

報告は２人となっています。

今回の流行は１５歳以上の患者の発生が特徴的で

すが、１０～２０代は活動範囲が広いためさらに今後の

流行地域の広がりが心配されています。

麻しんは感染力がきわめて強く風邪症状や３８度程
か ぜ

度の発熱が２～３日続きその後に３９度以上の高熱とと

もに発疹が出てきます。全身の免疫力が低下するため
ほっしん

他の感染症も合併することがある病気です。

乳幼児については去年４月から予防接種の制度が

変わり麻しん風しん混合ワクチンによる２回接種になり

ました。第１期は１歳代、第２期は小学校就学前の１年

間（５～７歳未満）が対象です。対象者には先に予防接

種券を送付しています。まだ届いていない方、なくしてし

まった方は保健課にお問い合わせください。

また、対象以外の方は免疫検査や予防接種につい

て医師または保健課にご相談ください。

なお接種料金は自己負担となります。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

田沢湖ツーデーマーチ参加者募集

６月３０日（土）～７月１日（日）の
２日間にわたり、田沢湖を舞台に
歩く祭典「第９回田沢湖ツーデー
マーチ」が開催されます。ご家族
やお友達とウォーキングを楽しみ
ませんか。多数の参加をお待ち
しています。
次のいずれかの受付場所で

参加料を添えてお申し込みください。
■申し込み受付場所

田沢湖観光協会（田沢湖庁舎第２庁舎）

田沢湖観光情報センター「フォレイク」

神代出張所

仙北市観光課（角館中町庁舎）

西木地域振興課（西木庁舎）

一般１，０００円 高校生以下無料■参加料：

※１日参加でも２日参加でも同額

１日目・・・４０㎞・２０㎞・１０㎞■コース

２日目・・・３０㎞・２０㎞・１０㎞・５㎞

ＴＥＬ（５８）００６３■問合せ：田沢湖観光協会

仙北市
保健課から、検診のお知らせ！

（受付時間 午前６時～午前８時）◎胃がん検診
月 日 曜日 検診会場

仙北市健康管理センター
１１日 月

１２日 火

１３日 水 白岩部落会館

雲沢集落センター
６月 １４日 木

１５日 金

１８日 月 中川集落センター

仙北市健康管理センター
１９日 火

２０日 水

（受付時間 正午～午後１時）◎骨粗しょう症検診
日 曜日 検診会場

仙北市健康管理センター６月
１１日 月

１２日 火

◎結核検診・基本健診・大腸がん検診・
前立腺がん検診・胸部総合（肺がん検診）・
肝炎ウィルス検診

（受付時間 午後１時～２時・３時～４時）
月 日 曜日 検診会場

１８日 月

１９日 火 生保内市民体育館

６月 ２０日 水

２１日 木

２２日 金 田沢湖総合開発センター

２日 月

３日 火

４日 水 田沢交流センター

７月 ５日 木

６日 金

９日 月 神代市民体育館

１０日 火

１１日 水

１２日 木

☆検診会場は、角館・田沢湖地区になっていますが、３地

区どの地区の方も受けられます。

☆詳しくは、保健課までお問い合わせください。

TEL（５５）１１１２

！！健（検）診は、健康づくりの第１歩

労働保険の年度更新手続き

法定期限が６月１１日まで延長

労働保険（労災保険・雇用保険）の保険料は、事業

主が年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に

確定申告の上精算することとなっています。

平成１９年度の申告・納付期限は６月１１日（月）に延

長されました。お早めに手続きをお願いします。

秋田労働局労働保険徴収室■問合せ：

ＴＥＬ ０１８（８８３）４２６７
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市営住宅入居者募集

６月１３日（水）まで■募集期限：
■募集住宅

８－６（築３７年）／角館町西下タ野２８◇岩瀬住宅
・２ ２階 駐車場なしLK
・月額家賃 ７ ３００円～１２ ２００円（所得額による）, ,

５－６６（築２７年）／角館町菅沢４６－１◇菅沢住宅
・３ ３階建の３階部分 駐車場なしDK
・月額家賃 １６３００円から２７１００円（所得額による）, ,

３－西（築７年）◇ニュータウン塚野腰
西木町西荒井字塚野腰１６４－１

・３ ２階 月額駐車料金 １ ０００円（２台分)LDK ,
・月額家賃 ２１１００円から３５０００円（所得額による）, ,
※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。（岩瀬住宅を除く）
※申込は１世帯１戸限りです。

次の①～④までの条件にすべてあてはま■入居資格：
ること。
①現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含
む）があること。又は、単身者の場合６０歳以上であること。

②月額所得が２０００００円以下であること。但し、小学校就学前,
の子供がいる世帯は２６８０００円以下であること。,
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。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添■申込方法：
えて、募集期間内に提出して下さい。（当日必着）

◇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
振興課、角館地域センター地域振興課

◇添付書類
①入居希望者の住民票謄本１通（省略事項のないもの・婚

姻予定者等は各１通）
②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除く）又は

市県民税世帯証明書１通
③入居希望者全員の前年度分納税証明書各１通（学生は除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開■選考方法：

抽選を行います。

・・・６月２１日（木）午前１０時◇抽選日時

・・・西木庁舎開発センター２階農林研修室◇抽選場所

７月２日（月）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課■問合せ：

TEL（４３）２２９５住宅公園係

「市」開催のお知らせ

角館町の立町ポケットパークで「市」を開催します。

◇地産地消市
６月２日より毎週土・日曜日

９：００～１４：００

◇水曜朝市
６月６日より毎週水曜日

９：００～１１：００

TEL（５５）２２６２■問合せ：根っこの会

「お父さんも育休」応援します！

男性の育児参加などについて理解を深めるための

研修を実施する企業に、講師を派遣します。

研修実施後、男性従業員が１０日以上の育児休業を

とった場合、事業主に２０万円、育児休業取得者本人

に５万円の奨励金を支給します。

TEL ０１８（８６０）２３３２■問合せ：県雇用労働政策課

母子家庭の母・寡婦・父子家庭の父
調理師試験対応講習会

母子家庭の母・寡婦・父子家庭の父の方を対象に、

調理師試験に向けて知識を習得してもらい、就職また

は転職の条件を有利にし、生活の向上を図ることを目

的とした講習会を開催します。

・・・（ふれあいセンターかまくら館観光協会）◆横手会場

期間：７月２０・２２・２４日 申込締切：７月１０日（火）

◆秋田会場

（秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター研修室）

期間：７月２３・２５・２７日 申込締切：７月１３日（金）

９：００～１７：００（昼休憩１時間）■時間：

無料 ※テキスト代１，５００円は自己負担。■受講料：

※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。

■申込・問合せ：

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター

TEL ０１８（８９６）１５３１／FAX ０１８（８６６）２１６６

犯罪被害者等の手記募集

秋田県では、犯罪被害者等の置かれている現状や

支援の必要性について県民の理解を深め、犯罪や交

通事故の防止に役立てるため、被害者、その家族及び

遺族の手記を募集し、広く県民に紹介します。

９月３０日（日）当日消印有効■募集期限：

県内在住の犯罪や交通事故等の被害者、■応募資格：

その家族及び遺族。応募される手記は未発表のもの

に限ります。（概ね４，０００字以内）

■応募方法・手記集

◇募集の趣旨に沿った内容とし、

①氏名（ふりがな） ②郵便番号、住所 ③年齢（小

・中学生、高校生、専門学校生及び大学生は、学年も明

記） ④連絡先電話番号を明記のうえ、郵送、電子メー

ル、ファクシミリのいずれかによりお送りください。

◇手記集には氏名を付しますので、「匿名」を希望され

る方は、その旨を明記してください。

※応募された手記の著作権は、主催者に帰属します。

※応募いただいた原稿は、お返ししません。

〒 秋田市山王４－１－２■送付先・問合せ： 010-8570
秋田県生活環境文化部 安全・安心まちづくり推進課

調整・まちづくり推進班

TEL ０１８（８６０）１５２２／FAX ０１８（８６０）１５２４

E-mail anzen-anshin@pref.akita.lg.jp
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パソコン講座受講生（６月分）募集

パソコンでできることを知って毎日の生活に取り入れ

てみませんか！

今月は「ワード基本操作」にて暑中見舞いはがきを

作成します。お楽しみに！

＜パソコン基本操作＞（４日間）
■日時：６月１３日（水）、１４日（木）、

２０日（水）、２１日（木）

１３：００～１６：００

＜ワード基本操作＞（２日間）
■日時：６月２７日（水）、２８日（木）

１３：００～１６：００

仙北市総合情報センター 研修室■場所：

無料■受講料：

「やさしいパソコン講座 パソコン入門総合版」■テキスト：

毎日コミュニケーションズ １，８９０円

※「荒川書店」「田口本店」「ブックイン１０５」「カネエイ書

店」などで各自ご購入下さい。

なお、テキストは来年３月まで同じものを使用します。

先着３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

TEL（４３）３３３３

高齢者の交通安全作品コンクール
「あきた弁川柳」」募集！

高齢者の交通事故防止のため、秋田弁を使った川柳を
募集します。

県内にお住まいで応募時６５歳以上の方■応募資格：

６月２２日（金）まで■募集期間：

ハガキに①作品（１人１枚３句まで）■応募方法：

②氏名③住所④電話番号⑤年齢を明記してお送

りください。

：秋田市山王４丁目１－１■応募・問合せ

県安全・安心まちづくり推進課

TEL ０１８（８６０）１５４２

総務省からのお知らせ

電波利用保護旬間 ６月１日～１０日

クリーンな電波環境がＩＣＴ社会を支えます
～電波はみんなのものだから、

ルールを守って正しく使いましょう～
電波の混信・妨害についてのお問い合わせは
〒９８０－８７９５
仙台市青葉区本町３－２－２３
総務省東北総合通信局相談窓口
TEL ０２２（２２１）０６４１

URL http://www.ttb.go.jp/

春季農業用廃プラスチック回収日について
ダイオキシンの発生など大きな社会問題となっている農業用廃プラスチックを次により一括回収します。

回 収 日 回収時間 回収場所 連絡先（TEL）
６月１３日（水） ８：３０～１１：００ JA角館支所前 （５４）３１５４

JA田沢湖営農センター前 （４４）３１２１
６月１４日（木） ８：３０～１１：００

JA田沢湖駅前支店前 （４３）１５２１
８：３０～１１：００ JA西木営農センター前 （４７）３１１５

６月１５日（金）
８：３０～ ９：３０ JA桧木内支店前 （４８）２２１１

※最寄りの会場にお越しください。（次回２回目は、１０～１１月頃予定）

①ビニール類 ②マルチ用等ポリ類 ③肥料袋 ④シート類■回収する廃プラの種類：
１㎏当たり ３５円■金額：

TEL（４３）２２０６■問合せ：上記連絡先または、仙北市農政課

※申込用紙を各営農センターに まで届けてください。６月１２日（火）

キリトリ【届出先・各営農センター】

農業用廃プラスチック処理申込書兼委託契約書

平成１９年 ６月 日
秋田おばこ各営農センター 行きJA

印氏 名 ○

住 所

電 話

約 ㎏（ 束）■申込数量

！！印鑑を忘れずに
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新入社員（地元就職者）歓迎激励会

６月１４日（木）１３：３０～（受付１３：００～）■日時：
角館樺細工伝承館■場所：

■日程
１３：３０～１４：００ 歓迎・激励セレモニー

１４：００～１６：００ 接客マナー研修

〈職場が望む人間像、言葉遣い、来客対応、電話対応等〉

講師：北都総研㈱インストラクター 大原悦子 氏

申込者１名につき１，０００円■負担金：

商工会事務局へ６月５日（火）までお願いします。■申込：

■問合せ：

TEL（５４）２３０４／FAX（５４）２３０５角 館 本 所

TEL（４３）０３７２／FAX（４３）２７０５田沢湖支所

TEL（４７）２１３０／FAX（４７）３１９５西 木 支 所

アーク溶接特別教育講習会

アーク溶接特別教育■講習名：
７月４日（水）～６日（金） ３日間■講習日時：
９：００～１７：００

３０人■定員：

大曲地域職業訓練センター■講習場所：

６月２２日（金）■申込締切：

８，０００円■受講料：

大曲地域職業訓練センター■問合せ：

TEL ０１８７（６２）１７２６

ハローワーク角館求人情報

※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

◆①０５０４１－５５２０７１②販売員（常雇）（パート労

働者）③不問④６５０～７５０⑤仙北市角館町⑥普通

自動車免許一種◆①０５０４１－５５４６７１②酒類販

売店員（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８００

⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１

－５５５５７１②フロント係（常雇）（正社員）③３０以下

④１４０，０００～２５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通

自動車免許一種◆①０５０４１－５５６４７１②接客サー

ビス係（常雇）（正社員）③不問④１４０，０００～２２０，

０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５

０４１－５５７７７１②現場監理者（常雇）（正社員）③４

０以上④２４０，０００⑤大仙市⑥建築施工管理技士あ

る方優遇◆◆①０５０４１－５６００７１②調理補助（住

込みも可）（常雇）（正社員以外）③１８～３０④１４１，６

００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－５６１３７１

②営業員（常雇）（正社員）③不問④２０５，０００⑤仙

北市・大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－

５６３５７１②食堂店員【急募】（常雇）（パート労働者）

③５５以下④７００～８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①

０５０４１－５６４４７１②看護師（常雇）（正社員）③不

問④１５０，０００～２５０，０００⑤仙北市角館町⑥看

護師・准看護師◆①０５０４１－５６６８７１②店舗スタッ

フ（レジ担当）（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不

問④６８０⑤仙北市角館町⑥不問◆①４００６０－８８

２２７７１②介護職員（常雇）（正社員）③不問④１２５，

０００～１５５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

◆①４００６０－８８２３８７１②生活相談員（常雇）（正

社員）③不問④１３６，０００～１４９，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種・社会福祉主事または社会福祉

士◆①４００６０－８８１９３７１②栄養士（常雇）（正社

員）③不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥普

通自動車免許一種、栄養士◆①４００６０－８８２０５７

１②看護師、准看護師（常雇）（正社員）③不問④１７

０，０００～２１３，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種、正・准看護師◆①０５０４１－５６９１７１②事務職

員（常雇）（パート労働者）③不問④６８０～７５０⑤仙

北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－５

６８９７１②商品製造作業・商品発送補助作業・店頭接

客等（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③１８～４０④６

５０～７００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆

①０３０４０－１６１３５７１②販売員（常雇）（準社員）③

１８～４５④６８０～７００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４０

－１３６２２７１②美容販売スタッフ（常雇）（正社員）③

２２～３５④１２５，０００～１５５，０００⑤仙北市・大仙

市⑥普通自動車免許一種◆①１５０７０－２７８２１７１

②営業（リフォーム）（常雇）（正社員）③不問④２２０，

０００～３５０，０００⑤大仙市・仙北市⑥普通自動車免

許一種、建築士資格者歓迎◆①０５０４１－５０１９７１

②お中元ギフトコーナー（臨時４ヶ月未満）（パート労

働者）③不問④７００～１，０００⑤仙北市⑥不問

※平成１９年５月１８日～５月２４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、ホームページ上で

は、企業名等を掲載できませんので、削除しております。ご

了承ください。

また、掲載している求人情報は、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」にお問い合わせ下さい。

ＴＥＬ（４３）３３５１《担当》仙北市商工課


