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№４８-１平成１９年１０月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

行政相談所を開設します

１０月１５日（月）から２１日（日）までは「行政相談週間」

です。この週間にちなみ、行政相談委員が行政に関して

困っていることや意見・要望を聞き、その解決や実現をは

かる「行政相談所」を開設します。相談は無料で、秘密は

厳守されますので、お気軽にご相談ください。

仙北市の行政相談委員は次の３名の方で、相談日時

と場所は次のとおりです。

田沢湖地区
１０月１７日（水） １３：００～１６：００■日時：

田沢湖総合開発センター■場所：

難波輝子 行政相談委員■相談委員：

TEL（４３）０７８２田沢湖生保内字水尻７

角館地区
１０月１８日（木） １３：００～１６：００■日時：
仙北市役所角館庁舎■場所：

阿部幸司 行政相談委員■相談委員：
TEL（５５）２８４５角館町雲然上町屋７９－２

西木地区
１０月１９日（金） １３：００～１６：００■日時：
桧木内地区公民館■場所：

小西範子 行政相談委員■相談委員：
TEL（４９）２１５４西木町上桧木内字中泊９７

※行政相談所開設日以外でも、常時電話で行政相談委
員が相談に応じます。

TEL（４３）１１１１■問合せ：仙北市総務課 総務係

基本健康診査結果説明会のお知らせ

基本健康診査の結果の見方、運動・栄養などの生活上

の注意点について保健師と栄養士がわかりやすく説明し

ます。そのほかにも、わからないところがありましたら相談

をおうけしますので、お気軽においでください。

基本健康診査結果書・健康手帳（持っている方）■持ち物：

■日程・会場・対象地区・時間

期 日 会 場 対象地区
１０月１７日（水） 桧木内地区公民館 桧 木 内

１０月１８日（木） 西木保健センター 西 明 寺

１０月１９日（金） 紙 風 船 館 上桧木内

※時間は、各会場とも 午前の部 １０：００～１１：３０

午後の部 １３：３０～１５：００

仙北市保健課（仙北市健康管理センター内）■問合せ：

TEL（５５）１１１２

仙北市
市立田沢湖病院からのお知らせ
（夕暮れ診療の実施について）

田沢湖病院では から、日中ご来院でき１０月１日
なかった方及び急患にも対応するため午後７時１５分

（月曜日～金曜日）まで診療を行うこととなりました。

午後の総合外来の延長という形で当番の医師が診

察をさせていただきます。

今後とも受け入れ態勢の拡充を図って参りますの

で、ご協力の程よろしくお願いいたします。

「角館児童館」オープンのお知らせ

平成１９年６月１日から、改修工事を実施しておりました

「旧角館保育園」を新たに「角館児童館」として、下記のと

おりオープンしましたので、児童（１８歳以下）の皆さんの

ご利用をお待ちしています。

平成１９年１０月１日児童館設置年月日

趣旨
児童福祉法第４０条（児童館は、児童に健全な遊び

を与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにす

ることを目的とする施設。）の目的を達成する為、設置

したものであります。

満年齢１８歳以下（就学前の乳幼児は、■利用者要件：

保護者の方の同伴をお願いします）

■開館時間

○ （毎週水・木曜日を除く）９：００～１８：００

○ （毎週水・木曜日）１４：００～１８：００

■休館日時

○ 年末・年始（ から翌年 まで）１２／２９ １／３

○ 毎週水曜日と木曜日の まで１４：００

（ 以降は開館しています）１４：００

※併設の放課後児童クラブは、翌年度の４月開設を予

定しています。

※児童以外（保護者の同伴は除く。）のご利用につきま

しては、事前に利用許可が必要となりますので、下

記までご連絡下さい。

仙北市福祉事務所■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８０長寿子育て課

ＴＥＬ（５４）２７８０角館児童館

田沢湖斎場の休止のお知らせ
斎場内の火葬炉セラミックス張替工事のため、一時

休止となります。工事期間は１０月１０日から１０月１９

日までの１０日間となりますが、工期より早く終了する

場合もございますので下記のお問い合わせ先へご確

認ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださるようお願い

致します。

■田沢湖斎場予約についてのお問い合わせ

ＴＥＬ（４３）１１４７田沢湖地域センター 総合窓口課
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パソコン講座受講生（１０月分）募集

（４日間）＜パソコン基本操作＞
マウス・キーボード操作、文字入力、メールの送受信

インターネットの利用など

■日時：１０月１６日（火）、１７日（水）、１８日（木）、２３日（火）

１３：００～１６：００

（２日間）＜エクセル基本操作＞
表とグラフ作成に挑戦します！

※対象：パソコンの基本的な操作ができる方

■日時：１０月２４日（水）、２５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。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）３３３９

新そばで、そば打ち体験してみませんか

香り高い新そばで、そば打ち体験してみませんか？

仙北市産業祭会場で開催しますので、そば打ちに興味

のある方は是非お申し込み下さい。自分で打ったそばは

お持ち帰りできます。

■日時・募集人数

１０月２７日（土） ９：００～、１０：００～、

１４：００～、１５：００～

１０月２８日（日） ９：００～、１０：００～

各回３人 計１８人（グループでのお申し込みもできます）

仙北市産業祭会場 仙北市神代市民体育館■場所：

お一人様 ５００円■体験料：

遊々楽々３トピア会議■講師：

１０月１９日（金） １７：００■申込期日：

仙北市農政課 政策調整係■申込・問合せ：

TEL（４３）２２０６

第２６回 角館盆栽展

第２６回角館盆栽展を開催します。会場では、協賛の

玉川遠州流・戸納瀬社中によるお茶のおもてなしも行い

ます。皆さまのご来場お待ちしております。

■日時：１０月１２日（金）～１４日（日）

９：００～１７：００（１４日は１４：００まで）

■会場：角館交流センター

■主催：角館盆栽会 ■後援：仙北市

ＴＥＬ（５５）２５０３■問合せ：角館盆栽会 代表 加藤敏雄

自殺は防げる死
自殺死亡率・・・全国１位の汚名返上は、地域の力で！

～心のサインに気づいてください！！～
体・心・経済力・・・いろいろ病んでいる人が周りにいませんか？

ご自分も、そんな考えになった方はいませんか？

ちょっと、人に、自分にやさしくなってみましょう！

ぜひ自殺予防シンポジウムにご参加ください。

自殺予防シンポジウム
１０月１９日（金） １３：００～■日時：

■場所：角館樺細工伝承館

『自殺は防ぐことのできる死■内容：基調講演
～社会的な取組で自殺を防ぐ』

自殺予防シンポジウム
『地域ですすめる心の健康づくり・自殺予防』

～心のサインに気づいてください～

（秋田県の取組） 仙北地域振興局 健康予防課長

（医療の立場から） 市立角館総合病院 精神科医師

（市民の立場で） ボランティアあっぷるぱい代表

１０月１７日（水）■申込締切：

仙北市保健課■申込・問合せ：

ＴＥＬ（５５）１１１２／ＦＡＸ（５５）１１１３

仙北市の歴史探歩
「武将戸沢氏武勇伝の道を訪ねる」
観光モニター募集のお知らせ

仙北市商工会では、２年前から観光客誘致対策の一つ
として、地元ガイドによる歴史の説明や文化に触れる新た
な観光体験メニューづくりを進めていますが、今年は西木
地区を対象に戦国大名戸沢氏にまつわるエピソードや文
化・歴史に触れるコースを下記内容で計画しております。
市民の皆様で参加を希望される方は仙北市商工会へ

ご連絡下さい。

１０月２５日(木)■実施日：

秋田内陸線角館駅８：３０集合■集合場所・時間：

先着２０名■募集定員：

一人４，０００円■参加費：

戸沢城址、紙風船館、中里ｶﾝﾃﾞｯｺあげ、■行程（予定）：

大国主神社、真山寺、門屋城址等

※紙風船上げ祈願記載や鎌足和紙体験、地元のお母

さん方の手づくり昼食等も予定しています。

※コースの詳細や内容については、申込時にお知らせ

します。

■申込、問合せ先

ＴＥＬ(５４)２３０４仙北市商工会 角 館 本 所

ＴＥＬ(４７)２１３０西 木 支 所

ＴＥＬ(４３)０３７２田沢湖支所

秋田の食材まるごと弁当コンクール’０７

地産地消弁当部門（中学生・高校生部門）■募集部門：

１０月１９日（金）■募集締切：

秋田県ごはん食推進会議■応募・問合せ：

ＴＥＬ０１８（８８４）５５１２
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第２回 仙北市芸術文化振興大会
続けよう・磨こう・広げよう 北浦芸術文化！

一般市民の皆さまも大歓迎！多くの参加を期待します。
１０月１８日（木） ９：００～■日時：
たざわこ芸術村温泉ゆぽぽ■会場：
８：３０～ 受付■日程
９：２５～ 講演 講師：大山文穂 氏

演題：「齋藤茂吉と田沢湖」
短詩型文芸の集い

（短詩型参加者以外）
１０：３０～ 芸術村探訪

体験学習
１３：００～ 芸能発表
仙北市芸術文化協会事務局（角館公民館内）■問合せ：

ＴＥＬ（５４）１１１０

第８回 雲沢地区グラウンドゴルフ大会

雲沢地区体育振興会が主催するグラウンドゴルフ大会

を開催します。初心者の方にも指導いたしますので、奮っ

て参加ください。

１０月２８日（日） ８：３０～ 集合■日時：

仙北市雲然球場（旧田中町民球場）■場所：

５００円（当日会場で受け付けます）■参加費・申込：

雲沢地区に在住の方■対象：

TEL（５５）４４５３■問合せ： 加賀谷正巳

TEL（５５）１５１０石郷岡秀雄

みんな集まれ元気広場
NPO角館総合型地域スポーツクラブ

平成１９年度の主な行事（見学においでください）
◇バウンドテニス講習交流会（１０月）
◇スポーツチャンバラ（１０月）
◇スポーツ吹き矢（１１月）
◇ピーンポーン卓球大会（２月）
◇囲碁、カラオケ、マージャン大会（３月）
◇小学生卓球（毎週土曜日１４：００～１６：００）
◇女子卓球（毎週月・水・金曜日１４：００～１６：００）
◇メンズ卓球（毎週月曜日１９：００～）
◇囲碁会（毎週水・金曜日１３：３０～）

１ヵ月１家族１，０００円（５人まで登録可）■会費：
※３ヵ月前納制（１年前納 １ヵ月割引／半年前納 ５００円引）

TEL（５４）１５０５■問合せ：総合地域型スポーツクラブ

平成１９年度 排水設備工事
責任技術者更新講習会

１１月１５日（木）９：３０～１２：００■日時：

大曲中央公民館（大仙市大曲日の出町）■会場：

排水設備工事責任技術者更新講習・登録更新■手数料：

手数料 ７，０００円

責任技術者証の有効期限が平成２０年１月３１日の方■対象：

１０月５日（金）～１９日（金）■申込受付：

仙北市下水道課（西木庁舎 ）■申込書： TEL（４３）２２９６

に備え付けの用紙でお申込みください。

TEL０１８（８６４）１４２７■問合せ：日本下水道協会秋田県支部

身体障害者巡回相談

秋田県福祉相談センターでは、身体障害者巡回相談を

実施します。

１０月２４日（水） 受付 ９：３０～１１：３０《肢体》 ◇日時：
診療 ９：４５～１２：００

桂児童センター（大仙市大曲若葉町）◇会場：

大仙市、仙北市、美郷町◇対象地区：

１１月１日（木） 受付 ９：３０～１１：３０《聴覚》 ◇日時：
診療 ９：４５～１２：００

大曲仙北広域交流センター（大仙市大曲）◇会場：

大仙市、仙北市、美郷町◇対象地区：

■問合せ

ＴＥＬ（４３）２２８８仙北市福祉事務所 社会福祉課

ＴＥＬ０１８（８３１）２３０１秋田県福祉相談センター

小町になって、小町を観よう！

資生堂とわらび座が年齢を重ねても自分らしく、美しく

生きたい女性を応援します。美容法ばかりでなく運動や食

事などさまざまな角度から「美」を見つめるセミナー。

女性の美容や健康といった悩みに答える内容です。

セットの食事は栄養士が監修したヘルシーメニュー。体

の内側からの「美」を育てます。さらに今話題のミュージカ

ル「小野小町」を観て、心もキレイになりましょう。

１０月１３日（土） １０：３０～ （開場１０：００）■日時：

たざわこ芸術村温泉ゆぽぽ「紫苑」■場所：

美容講座＋食事＋「小野小町」観劇 ５，５００円■参加費：

たざわこ芸術村■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４４）３９３９／（４４）３９１５

仙北市田沢湖芸術文化協会
写真部 写真展 開催

仙北市田沢湖芸術文化協会写真部の写真展を開催し

ます。ぜひご覧ください。

１０月１日（月）～８日（月） ９：００～１７：００■日時：

田沢湖観光情報センターフォレイク（田沢湖駅内）■会場：

第１２回 田沢湖ふでの会書道作品展

田沢湖ふでの会書道作品展を開催します。どうぞお気

軽におでかけください。

１０月６日（土）・７日（日） ９：００～１６：００■日時：

仙北市田沢湖総合開発センター 大集会室■会場：

会員等の書道作品 約５０点■展示内容：

ＴＥＬ（４３）０１３９■問合せ：元野英雄

第２５回 田沢湖画人展

田沢湖絵画同好会による田沢湖画人展を開催します。

皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご覧ください。

１０月６日（土）・７日（日） ９：００～１６：００■日時：

仙北市田沢湖総合開発センター ２階■会場：

ＴＥＬ（４３）３２１０■問合せ：千田千佳
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田沢湖・角館地区 秋期粗大ごみ回収のお知らせ

を次の日程で します。ルールとマナーを守り、各集積所へ｢粗大ごみ｣ ｢回収｣
出してくださるようご協力をお願いします。

【日程･時間】 午前8時までに各集積所へ出してください。

地区／グループ 第1 第2 第3 第4 第5

田沢湖地区 10/22 月 10/31 水 10/15 月 ― ―（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）角 館 地区 10/26 金 11/6 火 11/12 月 11/12 月 11/6 火

【出し方について】
○粗大ごみには、マジック等で必ず町内名 集落名と名前を記入してください。・

(記入のないものは回収できません)

○可燃性粗大・不燃性粗大に分けて出してください。

○ストーブ等、燃料を使用しているものは油や灰を完全に抜き取ってください。

○じゅうたん、こたつ掛け等は幅1.2ｍ以内に切断し、折りたたんでしばってください。

○ガラス･鋳物の部品･木製家具・木製建具等の金具は取り外してください。

○小型家電品（掃除機等）のコードは付け根から切断してください。

○ひっこし等ででる多量の粗大ごみは、廃棄物処理業者へ依頼するか、環境保全センター

へ直接搬入してください（有料）

【市で回収できないもの】

鉄くず処理業者・販売店にご相談く農機具類・バイク・車の廃部品等・温水器・ボイラー・ホーム
ださい。ポンプ・モーター類・リヤカー・ドラム缶・長尺屋根トタン・

旧型ミシン・ホームタンク・バッテリー・パイプハウスの骨組
・ステンレス製品全般・浴槽

小売店または家電リサイクルセンター
にお問い合わせく廃家電（テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・パソコン） （０１２０‐５３７９１５）

ださい。

販売店かガソリンスタントにお問い古タイヤ
合わせください。

。燃料･オイルの入った缶・ガスボンベ・消火器・薬品類・農薬等 販売店で処理方法をご相談ください

産廃業者か販売店にお問い合わせくスプリング入りマットレス、ソファー・たたみ
ださい。

※塩化系ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(波ﾗｲﾄ等)は、切断又は砕いてごみ袋に入れ、不燃ごみの日に出してください。

の については、下記までお問い合わせください。【市で回収できないもの】 詳しい処分先など

ＴＥＬ（５４）３３０５【問い合わせ先】仙北市環境保全センター
ＴＥＬ（４３）１１４７田沢湖地域センタ－
ＴＥＬ（４３）３３０８環境防災課（角館庁舎）
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№４８-２平成１９年１０月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

大雨により被災されたお客さまに対する
電気料その他の特別措置について

東北電力（株）では、「災害救済法」が適用された秋田
県北秋田市及びその隣接地域において、被害に遭われ
たお客さまからお申し出があった場合には、次の特別措
置を講ずることとしました。
◆電気料の早収期間および支払期限の延伸
◆不使用月の電気料金の免除
◆工事費負担金の免除
◆臨時工事費の免除
※詳細はコールセンターまでお問い合わせください。

コールセンター ＴＥＬ ０１２０（１７５）４６６
受付時間 ９：００～２０：００（月～金、祝日除く）

土曜日は１７：００まで

■申込窓口：大曲営業所お客さまセンター
田沢湖サービスセンター

『いきいき元気アップ教室』のお知らせ

たたみ１枚の広さがあれば、誰でもできるやさしい体操
です。全部参加できなくても大丈夫。ぜひご参加ください。

元気で活動的な状態にある６５歳以上の一般■対象者：
高齢者の方

１０月１１日（木）～１１月２７日（火）までの■日時：
８回シリーズ 時間は９：３０～１１：３０です

ＴＥＬ（４７）３１００■場所：西木公民館 和室
下に敷くバスタオル１枚・タオル１枚■持ち物：

※申込は不要です。直接会場へおいでください。
ＴＥＬ（４３）９０７１■問合せ：包括支援センター

シニアワークプログラム
～高齢者のための技能講習～

住まいの補修講習（障子、襖張りなど）
１１月５日（月）～９日（金） ５日間■期日：
仙北市シルバー人材センター■会場：

（仙北市角館町北野６２－２）
秋田県内在住で、就職を希望する６０歳台前半■対象：
層を中心とした高齢者の方
※定員２０名。受講料・テキスト代は無料。交通費、
食費等は受講者負担。

■申込・問合せ
TEL（５４）２４３４ハローワーク角館
TEL（５５）１６４６仙北市シルバー人材センター

※このほか、県内各地でさまざまな技能講習が行わ
れます。詳しくは、仙北市シルバー人材センターま
たは主催の秋田県シルバー人材センター連合会

へお問い合わせください。TEL０１８（８８８）４６８０

仙北市
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

◆①０５０４１－９８３３７１②浄化槽管理士補助（常雇）（正社員）③１８
～３５④１２０，０００～１７０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許
一種（ＡＴ限定不可）◆①０５０４１－９８５５７１②事務員（常雇）（正社員
以外）③不問④１２５，０００～１５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①
０５０４１－９８６４７１②ミシンオペレーター【経験者】（常雇）（正社員）③
不問④１１１，５０４～１６１，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１
－９８７７７１②レンタカー業務（常雇）（正社員以外）③１８～４０④１３
０，０００～１５０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０
５０４１－９８８８７１②レンタカー業務（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）
③１８～４０④７００～９００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆
①０５０４１－９８９２７１②土木施工管理技士（常雇）（正社員）③不問
④１８０，０００～２２０，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許一
種、土木施工管理技士１級または土木施工管理技士２級◆①０５０４
１－９９００７１②事務員（常雇）（正社員）③３５以下④１０７，３６０～１２
０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－９９１３７１②
経理事務及び接客販売（常雇）（正社員）③不問④１２０，７５０～１３８，
０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－９９２６７１②建
築技術者（常雇）（正社員）③不問④２００，０００～２５０，０００⑤仙北市
田沢湖⑥建築施工管理技士１級・２級、土木施工管理技士１級、建築
士（１級）のいずれかの資格で可◆①０５０４１－９９３５７１②溶接工
（常雇）（正社員）③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市田沢湖⑥
ガス溶接技能者、溶接作業技能者◆①０５０４１－９９４４７１②フロント
係【急募】（常雇）（正社員）③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市
田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－９９６８７１②社会福祉
主事（常雇）（正社員）③不問④１３０，０００～１４０，０００⑤仙北市角館
町⑥社会福祉主事◆①０５０４１－９９７２７１②配管設備工【見習可】
【急募】（常雇）（正社員）③不問④１４９，５００～１８４，０００⑤大仙市⑥
普通自動車免許一種、配管技能資格者優遇◆①０５０４１－９９８９７１
②レストランホール担当（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④６
５０～６５０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種尚可◆①０５０４１
－１００００７１②調理担当【トライアル】（常雇）（正社員）③不問④１５０，
０００～２５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥調理師◆①０５０４１－１００１３７
１②事務（常雇）（正社員）③不問④１１０，０００～１２１，０００⑤大仙市
⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１００２６７１②児童厚生員（臨
時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④７５０～８００⑤仙北市⑥保育
士、幼稚園・小・中・高教諭尚可◆①０５０４１－１００６８７１②生活支援
（介護）員（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④８００～８００⑤仙
北市⑥介護福祉士またはヘルパー２級以上◆①０５０４１－１００５７７
１②クレーン付き大型トラック運転手（常用）（正社員以外）③不問④２
２０，０００～２５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥大型自動車免許一種、小
型移動式クレーン、玉掛◆①０５０４１－１００４４７１②建設型枠・建築
型枠・土木作業（経験者）（常用）（正社員）③不問④１５０，０００～２３
７，５００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０１６－２９４
９７７１②清掃員（常用）（パート労働者）③不問④７００～７００⑤仙北市
⑥不問◆①４００１０－５１５７９６７１②栄養士（正）（常用）（正社員）③
不問④１７０，０００～１７０，０００⑤仙北市⑥栄養士◆①４００１０－５１
５８１８７１②栄養士（常用）（パート労働者）③不問④８００～８００⑤仙
北市⑥栄養士◆①０５０４０－２５４９２７１②荷品品出し、レジ係（臨時
４ヶ月以上）（正社員以外）③１８～４５④１２１，５２０～１３８，８８０⑤大
仙市、仙北市⑥普通自動車免許一種（通勤用）

※平成１９年９月１４日～９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、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。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１
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１１月３日(土)、４日(日)の２日間、生保内市民体育館において、田沢湖地区の文化祭を開催いたします。

そこで市民のみなさんを対象に展示作品を募集します。この機会にあなたの作品を皆さんに披露してみませんか？

自作のものであれば何でも結構です。

生保内市民体育館会 場 ：

１０月３０日（火）まで。申 込 み ：

ＴＥＬ（４３）１０６１申込場所 ： 田沢湖公民館

（田沢湖総合開発センター内）

１１月２日(金) ９：００～１８：００作品搬入 ：

生保内市民体育館搬入場所 ：

※展示場所を準備いたしますので、お好きな形で展示して下さい。

また人手が必要な方は、会場内の公民館職員に声をかけて下さい。

１１月３日(土) ９：００～１７：００展示期間 ：

１１月４日(日) ９：００～１６：００

１１月４日(日) １６：００～１８：００まで作品搬出 ：

（会場撤収の都合上、ご協力をお願いします。）

第３回仙北市文化祭(田沢湖地区)実行委員会主 催 ：

田沢湖公民館(℡４３－１０６１)へ。問 合 せ ：

＜ キ リ ト リ 線 ＞

出 品 申 込 書

フリガナ フリガナ

出展者氏名 団体名
※個人参加の場合、団体名の記載は不要です。

仙北市田沢湖 ０１８７－ －住 所 電話番号

出展作品名、及び個数

第３回仙北市文化祭（田沢湖地区）

展示作品募集

～使用人数に変更があった場合の届出について～下水道課からのお知らせ

下水道、集落排水及び市設置型浄化槽を使用されている方で、使用料金を使用人数により算定されてい
る方は、使用人数に変更が生じた場合は届け出をする必要があります。（出生・死亡・婚姻・転出・転入等）
最寄りの市役所各庁舎・出張所において、速やかに届け出をしていただきますようお願いします。
下水道や浄化槽施設の清掃・補修などといった維持管理にかかる経費は、皆様の使用料により賄われて

おります。正しい使用人数の届け出にご協力くださいますようお願いします。
なお、進学・出稼ぎ・入院等で長期にわたり不在となる場合につきましても、届け出が必要ですのでよろしく
お願いします。


