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№５２平成１９年１２月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

廃パソコンの処分方法について

仙北市では、家庭から廃棄されるパソコンの回収は行って
おりませんので、「資源有効利用促進法」に基づく「ＰＣリサイ
クル」にご協力をお願いします。
■申し込み方法

廃棄するパソコンメーカー

▲

がわかっている場合は、
そのメーカーに直接申し
込んでください。
回収するメーカーがない

▲

パソコン（自作のパソコン、
倒産・事業撤退したメーカーのパソコンなど）は、「パ
ソコン３Ｒ推進センター 」が、有（http://www.pc3r.jp）
償で回収・再資源化します。
「ＰＣリサイクルマーク」がついているものは、料金負

▲

担無しでメーカーが回収・再資源化します。
平成１５年９月までに販売された「ＰＣリサイクルマー

▲

ク」の付いていないものは、回収・再資源化料金がか
かります。

■回収方法
メーカーに回収を申し込むと、「エコゆうパック伝票」

▲

が送付されてきます。
廃棄するパソコンを簡易包装した上で「エコゆうパッ

▲

ク伝票」を貼ってください。回収方法は次の２種類に
なります。

→「エコゆうパック伝票」に記載されている郵【戸口集荷】
便局に連絡し集荷日時を決めると、指定日
に自宅へ集荷に伺います。

→簡易包装し「エコゆうパック伝票」を貼付け【持ち込み】
の上、最寄りの郵便局にお出しください。

■再資源化処理
家庭から回収されたパソコンは、再資源化センター

▲
へ搬入後、解体処理で素材ごとに分類され再資源化
されます。
ハードディスクは再資源化センターで破壊処理を行いま

▲

すが、排出者の責任で「データ消去」を行ってください。
ＴＥＬ（５４）３３０５■問合せ：仙北市環境保全センター

製造事業所のみなさまへ

工業統計調査にご協力ください

経済産業省では、平成１９年工業統計調査を１２月
３１日現在で実施いたします。
工業統計調査は、製造業を営む全事業所を対象と

して調査するもので、その結果は国民生活の広い分
野で利用されています。
調査の実施に当たっては、１２月から１月にかけて

調査員がお伺いします。調査票の内容については、
統計法に基づき秘密が厳守されますので正確なご記
入をお願いします。
仙北市企画政策課 情報統計係 TEL（４３）１１１２

仙北市
秋田県災害時語学ボランティア募集

秋田県では地震などの大きな災害が発生したときに、

日本語がわからなくて困っている外国人のお手伝いをす

るための、語学ボランティアを募集します。

■活動の内容

大規模な災害が発生したときに、被災地の窓口や避難

所、病院などで外国人への通訳・翻訳をお願いします。

■応募について

・秋田県内に在住している２０歳以上の方。国籍は問い

ません。

・日本語が母語の方は他言語。他言語が母語の場合

は日本語で日常会話程度可能な方。

■登録研修について

平成２０年１月１９日（土）１３：００～１７：００に「ルポー

ルみずほ」を会場に開催される「登録前研修会」にご参加

いただきます。研修を通じて語学ボランティアの活動につ

いてご理解いただき、ご希望の方にはその場でご登録い

ただきます。登録前研修については、事前にお申し込みく

ださい。なお、語学面接を予定しています。

※県の規定により交通費をお支払いします。

※登録事前研修の申込は、１月９日（水）まで秋田県学術

国際政策課あて郵送願います。

※申込用紙、実施要項は にあり各地域センター総合窓口課

ますので、１２月２８日（金）まで取りに来てください。

■登録後研修について

ご登録いただいた方には、２月９日（土）午前開催の登

録後研修会にご参加いただき、実質的な被災現場での活

動について学んでいただきます。

秋田県学術国際部学術国際政策課■申込・問合せ：

TEL０１８（８６０）１２１９／FAX０１８（８６０）１２２５

パソコン講座受講生（１２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、インターネット

の利用、メールの送受信など

１２月１１日（火）、１２日（水）、１３日（木）、１８日（火）■日時：

１３：００～１６：００

（２日間）＜ワードでつくる年賀状＞
※対象：文字入力等できる方

１２月１９日（水）、２０日（木）■日時：

１３：００～１６：００

仙北市総合情報センター研修室（角館町）■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
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ポーセラーツ教室（参加者募集）

ポーセラーツとは、真っ白な
磁器にシール感覚で絵を描い
ていくものです。自分だけの素
敵な食器が簡単に作れます。ポ
ーセリン（磁器）とアート（芸術）
から「ポーセラーツ」と名づけら
れました。

仙北市民（先着２０名）■対象・定員：
１月１９日（土）、２月２日（土）、３月１日（土）、■日程：
３月１５日（土）、３月２９日（土） （全５回）

１３：００～１５：００◆時間◆
田沢湖総合開発センター（生保内）■会場：
大山智子（ポーセラーツインストラクター）■講師：

１２月１０日（月）から１２月２６日（水）まで■申込方法：
田沢湖公民館へ電話でお申込み下さい。
※定員になり次第締切とさせていただきます。
材料代として、１回につき１，５７５円■参加料：

（オプションにより、別途料金がかかることもあります）
※毎回１作品づつ完成させます。完成した作品は、そ
の次回に焼付けしてお渡しします。
※また今回の教室に先立ち、１２月８日～１０日までの
３日間、午後１時～午後４時まで田沢湖総合開発セ
ンターにて体験教室を開催いたします。前予約は不
要、料金は材料代６００円～１，５００円程度ですので、
気軽に参加して下さい。

ＴＥＬ（４３）１０６１■申込・問合せ：田沢湖公民館

紙ひもクラフト教室（参加者募集）

梱包用として作られた古紙を原料に
再生した紙バンドを利用して、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。

仙北市民（先着２０名）■対象・定員：
１月１３日（日）、１月２７日（日）、２月１０日（日）、■日程：
２月２４日（日）、３月９日（日） （全５回）

１３：００～１６：００◆時間◆
仙北市就業改善センター（神代）■会場：
大山智子（エコクラフト講師）■講師：

１２月１０日（月）から１２月２６日（水）まで■申込方法：
田沢湖公民館へ電話でお申込み下さい。
※定員になり次第締切とさせていただきます。
材料代として初回１，５７５円。２回目からは参加■参加料：

者の皆さんで決めた内容によって金額が変わります。
※毎回１作品づつ完成させます。

ＴＥＬ（４３）１０６１■申込・問合せ：田沢湖公民館

気功教室に参加してみませんか！！

ゆったりとしたやさしい運動と自然な呼吸法で身も心も
リラックスさせ、活力と自然治癒力をよみがえらせる健康
法です。日常生活に元気を取り戻したい方大歓迎です。
気軽に体験してみませんか。（体験は無料です）

毎週木曜日 １０：３０～１２：００■日時：
田沢湖総合開発センター■場所：
月４回 ３，０００円■会費：

TEL（４３）０９９３■申込・問合せ：荒木田知子
０８０（１８２９）０１２９（携帯）

西仙北町 生和堂医院小児科
伊藤晴通医師 講演会

子育て中のお母さんにとって一番困るのは、子どもが
病気になったとき。知りたいこと、聞きたいことはいっぱい
あっても、小児科の先生にゆっくりとお話を聞く機会はな
かなかないですね。「いざという時って、どんな時？」「母
乳で育てる良さってどんなことだろう？」「予防接種も詳し
く知りたいな」そんな疑問をお持ちのお母さん、お父さん、
一緒に伊藤先生のお話を聞いてみませんか？

１２月１６日（日） １３：３０～１５：００■日時：
角館交流センター 多目的ホール■場所：
一般 ５００円 会員 ４００円■参加費：

３０名（託児あり・要予約）■定員：
１２月１０日（月）■締切：

ピッカブー赤ちゃん会事務局■申込・問合せ：
TEL（５２）１１７１佐藤あゆみ

３３歳厄祓い並びに祝賀会

平成３年度角館中学校卒業生以外で角館に転入し、
平成２０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２０日（木）■締切：
３３歳厄祓い実行委員会■申込・問合せ：

TEL（５５）２９２８代表 戸部史之

４２歳厄祓い並びに懇親会

角館中学校卒業生と共に、４２歳の厄祓いを一緒に行

いませんか。

平成２０年２月１日（金）■期日：

お祓い （記念品含む）■参加料： ８，０００円

１５，０００円懇親会

※片方のみの参加もできます。

１２月２０日（木）■締切：

４２歳厄祓い実行委員会■申込・問合せ：

TEL（５４）１３５５代表 三木繭子

１２月１０日から１６日までは

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

昨年６月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処に関する法律」が施行され、国および地
方公共団体の責務が定められるとともに、毎年１２月１０日
～１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とする
こととされました。
この「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を機に北朝鮮当

局による人権侵害問題に対する関心と知識を深めましょう。

日本人拉致容疑事案について情報をお持ちの方は、

TEL０１８（８６３）１１１１秋田県警察本部
または、 TEL（５３）２１１１仙北警察署

までお知らせください。
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平成１９年度 市民スキー教室開催のお知らせ
この冬、市民を対象にスキー教室を開催いたします。冬季間の運動不足解消のため、技術向上のた
めにぜひご参加ください！

仙北市教育委員会■主催：
平成２０年１月１２日（土）、１３日（日）、１９日（土） ８：５０～１２：００まで■日時：
田沢湖スキー場（集合場所：田沢湖スキーセンター「レラ」２階）■場所：

仙北市内在住の小学生から一般まで（３日間とも休まず参加できる人）■対象及び定員：
３０人（小学校１年～３年）①初心者コース

※初めて経験する、スキー経験が浅い等
５０人（内、一般は１０人以内）②初級者以上コース

・・・緩斜面を１人で登り、滑り、止まることができる。※初級者
・・・ほとんどのコースを１人で滑ることができる。※中級者
・・・スピードに乗って滑ることができる。※上級者

無料（但し保険料とリフト代は各自負担願います）■受講料：
※保険料・・・小・中学生５００円、高校生以上１ ５００円,
※リフト代・・・市主催のスキー教室の場合、割引きがありますので後日お知らせいたします。
田沢湖スキー学校、角館スキー連盟、仙北市体育指導委員■指導者：

■申込み方法
① １２月３日（月）午前９時から１２月１４日（金）午後５時まで、電話で申込んでください。その際は、氏名、年齢、
性別、学校名、学年、技術レベル、電話番号をお知らせください。

TEL （４３）３３８３◆申込先：仙北市教育委員会 生涯学習課
② 保険料の支払いと申込書の提出は１２月１９日（水）まで、下記のいずれかにお願いいたします。
◆田沢湖地域センター総合窓口課（田沢湖庁舎１階） ◆教育委員会生涯学習課（角館庁舎２階） ◆西木公民館
※定員になり次第締切りますのでご了承ください。土・日の受付けはいたしません。１２月１９日までに申込書等を
提出されない場合は、申込みを辞退したものとみなしますのでご注意ください。

★その他、詳細につきましては、申込み書を提出した際にお知らせいたします。
キ リ ト リ

「市民スキー教室」 参加申込み書
ふりがな 性 年 技 術

学校名・学年 保護者名 住 所 電話番号
参加者氏名 別 齢 レベル

※個人情報は、当教室にのみ使用しその他には使用しません。

こころの健康づくりアンケートの結果説明会

春に実施いたしましたアンケートの集計が出来たので、報告会を実

施します。仙北市における結果を見ながら、これからの心の健康づくり

を考える会にしていきたいと思います。

足元が悪くなりますが、是非ご参加ください。

■日程

月 日 午前（10:00～11:30） 午後（13:30～15:00）

１２月１２日（水） 健康増進センター（田沢湖） 健康管理センター（角館）

１７日（月） 西木保健センター

１８日（火） 就業改善センター（神代）

１９日（水） 桧木内公民館 紙風船館

心の健康づくり調査報告■内容：

「こころの健康づくり（ストレスと上手につきあう）」

秋田大学医学部 ・ 仙北市保健課 保健師■講師：

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

軽自動車検査協会
秋田事務所が

新築移転しました

業務の効率化および利用者の利便向上の

ために、秋田事務所は

秋田市寺内字三千刈４６３－３
へ新築移転しました。関連団体も隣接し、

窓口がひとつのフロアでつながります。

また、持込継続検査は、自動車に乗った

ままで自動車検査証の交付が受けられる

ドライブスルー方式になります。

■問合せ：

軽自動車検査協会 秋田事務所

TEL ０１８（８８８）２４３６

FAX ０１８（８２４）５６５０
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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

◆①０５０４１－１１９３７７１②菓子製造工（幹部候補生）（常雇）

（正社員）③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市角館町⑥普

通自動車免許一種◆①０５０４１－１１９４８７１②そば調理及び接

客（常雇）（パート労働者）③不問④７００⑤仙北市田沢湖⑥不問

◆①０５０４１－１１９５２７１②事務・接客（常雇）（正社員）③不問

④１２３，２００～１４９，６００⑤北秋田市⑥不問◆①０５０４１－１１

９６９７１②コンビニエンスストア店員（常雇）（パート労働者）③不問

④６３０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１

１９７１７１②コンビニエンスストア店員（常雇）（パート労働者）③不

問④７００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１

－１１９９３７１②介護職員（常雇）（正社員）③不問④１２０，０００～

１７０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種（准看護師）

（ホームヘルパー２級）◆①０５０４１－１２０１９７１②接客係（常雇）

（パート労働者）③不問④８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４

１－１２０２１７１②事務（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④

８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１２０３０７１

②事務（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④８００⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１２０４３７１②仕分作業員

（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④７５０⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種◆①０５０４１－１２０５６７１②仕分作業員（臨時４

ヶ月未満）（パート労働者）③不問④７５０⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種◆①０５０４１－１２０６５７１②仕分作業員（臨時４ヶ月未

満）（パート労働者）③不問④７５０⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種◆①０５０４１－１２０７４７１②集荷作業員（臨時４ヶ月未満）（パ

ート労働者）③不問④８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種◆①

０５０４１－１２０８７７１②集荷作業助手（臨時４ヶ月未満）（正社員

以外）③不問④１２００００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種◆①０

５０４１－１２０９８７１②施工管理技士（常雇）（正社員）③不問④２

４２，０００～２５２，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種、

土木施工管理技士１級◆①０５０４１－１２１０１７１②一般事務員

【急募】（常雇）（正社員）③不問④１３２，０００～１４２，０００⑤仙北

市角館町⑥普通自動車免許一種◆①４００１０－６０７７９３７１②

調理員（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１１７，６００⑤仙

北市⑥不問◆①０５０４１－１２１６７７１②看護師（常雇）（正社員

以外）③不問④７８，０００⑤仙北市角館町⑥※月・金・土の勤務

（月１２日位の勤務）、准看護師または看護師◆①０５０４０－３０４

４１７１②クリーンスタッフ（常雇）（パート労働者）③不問④７００⑤

大仙市⑥普通自動車免許一種（通勤用）◆①０５０４０－３０４３９７

１②クリーンスタッフ（常雇）（パート労働者）③不問④７００⑤大仙

市⑥普通自動車免許一種（通勤用）

※平成１９年１１月１６日～１１月２１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

平成１９年度 法政大学「地域づくり塾」
秋田県仙北市教室 受講生募集！

【地域づくり体験プログラム】
主婦・若者・退職された方など、広く市民の方々を対

象に開講されます。地域活動に参加した経験のない方

でも「地域づくりの必要性と楽しさ」に気づいていただく

ことを目的とするプログラムです。“大学からの出張授

業”により、地域づくりの視点からその地域の問題や課

題解決の事例紹介など、地域づくりに関する広範な課

題をわかりやすく講義します。

平成２０年２月２３日（土） １３：３０～１６：３０■日時：

仙北市総合情報センター ２０名■会場： ■定員：

岡本義行 氏■講師：

（法政大学専門職大学院ｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科教授）
※「地域づくり体験プログラム」は、本講座全体のオリエン

テーションとして位置づけられます。ステップアップした

プログラムに応募する際は、この体験プログラムを終了

することを原則とします。

【地域づくり学習プログラム】
「地域づくり体験プログラム」を終了した皆様を対象

に開講されます。地域づくりの社会活動に参加する場

合の基礎的な知識とスキルの習得を目的とします。テ

レビ会議システムを使用し、法政大学（東京）からの同

時配信による“遠隔授業”を実施します。

平成２０年３月１日（土）・８日（土）・１５日（土）■日時：

１３：３０～１６：３０

仙北市総合情報センター ２０名■会場： ■定員：

（法政大学専門職大学院ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･■講師：岡本義行 氏

。 他ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科教授）
※「地域づくり学習プログラム」は「地域づくり体験プログラ

ム」を修了していることが応募の条件になります。今回、

学習プログラムの受講を希望される方は、体験プログラ

ムと合わせてご応募ください。

市内在住または在勤の１８歳以上の方■応募資格：

無料（資料代として実費をいただくことがあります）■受講料：

■応募方法

提出書類

①応募申込書（所定用紙をご使用ください）

②仙北市に在住または在勤することを証明できるもの

（住民票、運転免許証（写）、健康保険証（写）、在職証明等）

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０提 出 先

仙北市企画政策課

１２月２１日（金） 必着提出締切

※応募申込書は、仙北市企画政策課、市役所各庁舎

地域センター、各出張所にあります。

※応募者が定員を超えた場合、書類選考のうえ決定します。

■問合せ

法政大学地域研究センター

TEL ０３（３２６４）６６４１／FAX ０３（３２６４）６６４３

E-mail：chiiki@hosei.ac.jp

TEL（４３）１１１２仙北市企画政策課


