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№５５平成２０年１月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「仙北市観光振興計画案」について

ご意見をお寄せください

市民の皆さま、仙北市を訪れた観光客の方々など、各方

面からご意見をいただく「仙北市観光振興計画策定委員会」

を設置し、仙北市の観光振興施策の指針となる「仙北市観光

振興計画」の策定作業を進めております。

市民の皆さまからのご意見をいただき、計画に反映し

たいと考えておりますので、計画案についてのご意見をお

待ちしております。

募集要領

１月１８日（金）～２月８日（金）○募集期間

様式は自由ですが、ご意見のほかに、○様式等

住所、氏名、年齢、性別、職業、連絡

先（電話番号等）を明記願います。

○提出方法

〒０１４－０３１８・郵 送

仙北市角館町中町３６

産業観光部観光課 宛

（５４）４１０２・ファックス

・電子メール

ｋａｎｋｏ＠ｃｉｔｙ．ｓｅｍｂｏｋｕ．ａｋｉｔａ．ｊｐ

・ご持参くださる場合

観光課宛の封筒に入れて、市役所各庁舎

及び出張所の窓口に提出ください。

○「計画案」の閲覧場所

観光課（角館中町庁舎）／角館地域センター

総合窓口課／田沢湖地域センター地域振

興課／西木地域センター地域振興課

※仙北市ウエヴサイトでもご覧いただけます。

仙北市産業観光部 観光課○問合せ

TEL（４３）３３５２

仙北市
市営住宅入居者募集

２月１日（金）まで■募集期限：

■募集住宅

（築３５年）／角館町西下タ野２７◇岩瀬住宅６－４

・２ ２階 駐車場なしLK

・月額家賃 ７，６００円～１２，７００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。

※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ること。■入居資格：

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。

（単身者の方については申し込み条件がありますの

で、事前に都市整備課へご連絡ください）

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。

※市外在住の方でも入居可能です。

※暴力団員は応募できません。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添え■申込方法：

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）

※部屋の中をご覧になりたい方はご連絡ください。

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開抽■選考方法：

選（申込人によるくじ引き）を行います。

２月１３日（水）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・・・

２月２０日（水）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課 住宅公園係■問合せ：

TEL（４３）２２９５／FAX（４７）２１６６（代）
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秋田県心身障害者扶養共済掛金等が

引き上げられます

秋田県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正す

る条例が、平成２０年４月１日に施行され、掛金等が引き

上げられます。

また、新たに加入する方で、改正前の現行掛金が適用

されるための特例措置もありますので、詳しくは、

仙北市社会福祉課 TEL（４３）２２８８ 又は、

秋田県仙北地域振興局 福祉環境部

企画福祉課 障害班 TEL ０１８７（６３）５３５５

へ、お問い合わせください。

香水作り体験会 開催

作ってみませんか？自分の香り、恋人の香り、家族の

香り、友達の香り・・・。

２月２２日（金） 午前の部 １０：３０～１２：３０■日時：

午後の部 １３：３０～１５：３０

西木公民館（西木町門屋字漆原８９－２）■場所：

３，０００円（材料代）■参加費：

特に無し■持ち物：

午前の部・午後の部 各２０名■定員：

西木公民館■申込・問合せ：

TEL（４７）３１００／FAX（４７）３１４０

秋田県司法書士会

司法書士総合相談センター大曲無料相談会

秋田県司法書士会では、毎月第４水曜日に無料相談

会を開催しております。

■相談内容

不動産・会社・法人の登記、多重債務、成年後見等

１月２３日（水）・２月２７日（水）・３月２６日（水）■開催日時：

時間はいずれも １８：００～２０：３０

サンクエスト大曲（大仙市大曲日の出町）■場所：

※面談による相談で、事前に必ず電話による予約が必

要です。（毎月先着順に６件まで）

司法書士総合相談センター大曲

予約専用電話 TEL ０１８（８２４）００５５

秋田県司法書士会（秋田市山王）■問合せ：

TEL ０１８（８２４）０１８７

http://homepage3.nifty.com/shihoakita/ホームページ

秋田県南地区 の健康フォーラムこども

参加費は無料です。どうぞお気軽にご参加ください。

２月３日（日）■期日：

仙北ふれあい文化センター（大仙市堀見内）■会場：

■日程

１３：０５～１４：０５講演 ①

「子どもの成長障害」

講師：雄勝中央病院小児科 高橋郁子 氏

１４：２０～１５：３０講演 ②

「いじめ：その背景と発達障害」

講師：戸田市立医療保健センター相談役 平岩幹男 氏

１５：４５～１７：００健康相談

相談内容：気になるこどもの低身長と肥満

◇小児科専門医が、個別に皆さまの疑問や不安にお

答えします。

◇一般の方をはじめ、養護教諭・保育士・保健師の方

からのご相談もお待ちしております。

◇各テーマ５組、先着順に受付します。

◇相談費用は無料です。お気軽にお申込ください。

２月１日（金）■申込期限：

秋田県南地区こども健康フォーラム事務局■申込・問合せ：

平日１０：００～１７：００）TEL ０１２０（４４６）８７０（

FAX ０１２０（６５２）２１５

スキルアップセミナー

お勤めの方を対象とするスキルアップセミナーを開催します。

定員１５名◆Wordによるチラシ作成講習

の２日間２月５日（火）・６日（水）

定員１５名◆デジカメ・メール活用講習

の２日間２月７日（木）・８日（金）

定員１０名◆２級建築士試験準備講習

までの間の８日間２月７日（木）～２９日（金）

定員１０名◆集客効果のあるホームページ作成講習

の２日間２月１３日（水）・１４日（木）

定員１０名◆JW-CAD等によるパース作成講習

の２日間２月２１日（木）・２２日（金）

定員１５名◆社会保険実務講習

の２日間２月２６日（火）・２７日（水）

定員１０名◆HTMLによるホームページ作成講習

の２日間２月２７日（水）・２８日（木）

※時間は、各講習とも です。９：００～１６：００

大曲技術専門校■実施場所：

現在お勤めの方■受講資格：

無料（テキスト代は別途）■受講料：

大曲技術専門校 民間訓練支援室■申込・問合せ：

ＴＥＬ ０１８７（６２）６３２１／ＦＡＸ ０１８７（６２）３６８０
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スノーシューで雪原を歩こう

スノーシューを履いて、雪原や林の中を歩いて冬の観

察をしながら、健康づくりをしましょう。

第１回 スノーシューウォーキング講習会

２月９日（土）期日：

水沢第三駐車場（スキー場入り口）集合場所：

スポーツセンター陸上競技場・キャンプ場周辺コース：

１，０００円参加料：

第２回 スノーシューウォーキング講習会

２月２０日（水）期日：

水沢第三駐車場（スキー場入り口）集合場所：

スポーツセンター陸上競技場・キャンプ場周辺コース：

１，０００円参加料：

第３回 スノーシューウォーキング講習会

３月９日（日）期日：

水沢第三駐車場（スキー場入り口）集合場所：

スポーツセンター陸上競技場・キャンプ場周辺コース：

１，０００円参加料：

※各講習会の時間はいずれも

受付９：１５ ウォーキング９：３０～１２：００です。

※スノーシュー、ストックのレンタル料金は５００円です。

※申込は、開催日の１週間前までお願いします。

秋田県立田沢湖スポーツセンター内■申込・問合せ：

ウォーキング等健康づくり準備委員会

TEL（４６）２００１／FAX（４６）２００３

秋田県立近代美術館コレクション展

「美術館の眼 ＋平福百穂ミニ企画展Ⅳ

近代美術館の新収蔵品の紹介と、生誕１３０年となった

平福百穂をミニ企画展としてとりあげました。

１月２５日（金）～４月１３日（日）■開催期間：

※会期中休館日なし。

秋田県立近代美術館 ６ 展示室■会場： F
一般４００円・学生３００円・小中学生２００円■観覧料：

秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村内）■問合せ：

TEL０１８２（３３）８８５５

黒沢勝巳 油彩画作品展

２００７年に描いた作品を中心に、１２点ほど展示しま

す。入場無料です。

２月６日（水）～１９日（火） ９：１５～１８：００■会期：

とみや大仙店（大仙市若竹町）■会場：

TEL ０１８７（６３）５１１１

平成２０年４月１日施行

改正パートタイム労働法説明会

少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者

がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用

環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されまし

た。改正パートタイム労働法について、事業主等に周知を

図るため、次のとおり説明会を開催いたしますので、ぜひ

ご参加ください。

■開催日時・場所等

１月２２日（火） １３：３０～１６：００【秋田会場】

秋田テルサ（秋田市御所野）

定員２００人 申込締切 １月１５日（火）

１月２５日（金） １３：３０～１６：００【能代会場】

能代山本広域交流センター（能代市）

定員１００人 申込締切 １月１８日（金）

１月２９日（火） １３：３０～１６：００【大曲会場】

大曲地域職業訓練センター（大仙市大曲）

定員１００人 申込締切 １月２２日（火）

■説明内容

（１）改正パートタイム労働法について

（２）パートタイム労働者の雇用管理上の留意点

※その他、男女雇用機会均等法に基づくセクシュアル

ハラスメント対策について等

終了後、個別相談会を実施します。

秋田労働局雇用均等室■申込・問合せ：

TEL ０１８（８６２）６６８４／FAX ０１８（８６２）４３００

県立近代美術館でボランティア募集

県立近代美術館では、来館者への案内や鑑賞マナー

の普及活動をしていただくボランティアを募集しています。

■応募資格

高校生以上の美術を愛好する人で、事前研修を受け、

１ヶ月に１日以上、１年を通して活動できる人

約２０名■募集人員：

２月７日（木）まで必着■募集期間：

入館者への案内、鑑賞マナーの普及活動、■活動内容：

作品の解説（希望者のみ）、学芸事務補助等

申込用紙は、近代美術館事務室に用意して■応募方法：

ありますので、ご請求ください。その申込用紙に必要事

項を記入の上、近代美術館宛に送付してください。

秋田県立近代美術館■申込・問合せ：

TEL０１８２（３３）８８５５／FAX０１８２（３３）８８５８
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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

◆①０５０４１－１３１７３７１②水産売場（常雇）（パート労働者）

③不問④７２０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１３１８６７１②

レジ係（常雇）（パート労働者）③不問④７３０⑤大仙市⑥不問

◆①０５０４１－１３１９５７１②総務担当（常雇）（パート労働者）

③不問④６５０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１３２０８７１②

日配担当（常雇）（パート労働者）③不問④６８０⑤大仙市⑥不

問◆①０５０４１－１３２１２７１②看護員（臨時４ヶ月以上）（正

社員以外）③不問④１５５，０００⑤仙北市⑥看護師（准看護

師）◆①０５０４１－１３２２９７１②ホール接客係（常雇）（パート

労働者）③不問④８００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１３２３

１７１②ホール接客係（常雇）（パート労働者）③不問④６８０～

８００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１３２４０７１②児童厚生

員（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④７５０～８００⑤

仙北市西木町⑥保育士（幼稚園・小・中・高教諭 尚可）◆①

０５０４１－１３２５３７１②重機オペレーター（臨時４ヶ月未満）

（正社員以外）③不問④１８４，０００～２１８，５００⑤大仙市⑥

普通自動車免許一種（車両系建設機械運転技能資格）◆①０

５０４１－１３２６６７１②営業（生命保険販売）（常雇）（正社員）

③不問④１０６，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種

◆①０５０４０－３４５６３７１②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）

※見逃していませんか？この求人

（以下に先週以前受理分の一部を掲載しております）

◆①０５０４１－１２７６９７１②土木技術者（常雇）（正社員）③不問

④１４４，０００～２４０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許

一種（土木施工管理技士２級以上尚可）◆①０５０４１－１２７８０７

１②警備員（経験者）（常雇）（正社員）③不問④１３１，２００～１４

０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－

１２８２７７１②調理係（常雇）（正社員）③不問④１７４，５００～３５

０，０００⑤仙北市田沢湖⑥調理師免許◆①０５０４１－１２８３８７

１②看護師（常雇）（正社員）③不問④１３５，０００～１５７，０００⑤

仙北市角館町⑥正看護師または准看護師◆①０５０４１－１２８４

２７１②重機オペレーター（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問

④１８４，０００～１９５，５００⑤仙北市田沢湖⑥２級建設機械施工

技士または２級土木施工管理技士、大型免許、大特免許、車両

系◆①０５０４１－１２８５９７１②水道工事作業員（常雇）（正社員）

③不問④１６７，９００～１７４，８００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動

車免許一種、浄化槽設備士、２級土木施工管理技士、給水装置

工事主任技術者◆①０５０４１－１２７７１７１②薬剤師（常雇）（正

社員）③不問④３１５，０００～３５５，０００⑤仙北市角館町⑥薬剤

師◆①０５０４１－１２６００７１②売店及びフロント補助（臨時４ヶ月

未満）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤仙北市田沢湖⑥不

問◆①０５０４１－１２７２４７１②水産部門担当（常雇）（パート労働

者）③不問④６４０～６５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－

１２７３７７１②接客、販売（常雇）（パート労働者）③不問④６３０～

７５０⑤仙北市西木町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１２

８９６７１②販売店員（常雇）（パート労働者）③不問④６４０⑤大仙

市⑥不問◆①０５０４１－１２５２０７１②縫製工（常雇）（パート労働

者）③不問④６２０～６５０⑤大仙市⑥不問

※平成１９年１２月２１日～１２月２７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

第２回仙北市芸術文化章授章式

並びに 新春の集い開催

◆平成１９年度受章者◆

小原喜代四郎 氏（田沢湖小松）民俗芸能

東海林勇一 氏（角館町裏町）短 歌

漆原踊り代表 千葉豊治 氏（西木町門屋）民俗芸能

１月２０日（日） １１：００～（受付１０：００～）■日時：

西木温泉ふれあいプラザクリオン■会場：

３，５００円■参加費：

仙北市芸術文化協会 田口武彦■申込・問合せ：

TEL（５５）４２２０

※バス送迎 田沢湖庁舎発 ９：３０

紙風船館発 ９：３０（桧木内出張所経由）

角館庁舎発 １０：３０

子年会（ねどしかい）のご案内

１２年に１度の子年会を開きます。健康安全への感謝と祈

願・年代間の親睦・福祉事業への協力を目的に、ねずみ年

生まれの皆さん、また同級の皆さん、ぜひご参会ください。

２月２３日（土） １７：００～■日時：

ニュー大切■場所：

１２，０００円■会費：

お祓い・記念写真・慈善懇親会■内容：

郵便振り込みで会費を納入ください。（振込先は別■申込：

途案内します）。または、下記へ直接連絡ください。

TEL（５３）２５５６■問合せ：尾形祐之介（代表幹事）


