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№５８平成２０年３月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

田沢地域・神代地域の皆様へ

土・日や祝祭日の戸籍の届出は、都合の良い庁舎

（田沢湖・西木・角館庁舎どこでも）へお願いします。

仙北市では、事務の効率化や経費の節減を進めており

ますが、その一環として日直と宿直体制を見直すことにし

ました。このため休日・祝祭日の戸籍関係の届出は、どこ

でも都合の良い庁舎へお願いすることになります。

平成２０年４月１日からは次のようになります。

◇田沢出張所（交流センター）の日直、宿直は廃止となります。

◇神代出張所の日直は廃止となります。

◇就業改善センターの宿直も廃止となります。

※ただし、田沢出張所と就業改善センターは朝８時３０分か

ら夜１０時まで管理人がおりますので、従来どおりご利用

下さい。（宿直は準備のため６月からの場合もあります）

上桧木内地区の紙風船館についても同じ取扱となります。

仙北市老人健康事業（温泉入浴）の

実施について

高齢者福祉事業として、仙北市在住の６５歳以上の方々

に温泉施設を利用し健康増進に役立てていただきたく、無料

温泉入浴券を交付しています。

まだ交付を受けていない方は、氏名と年齢の確認できるも

のを持参のうえ、交付を受けてください。今年度中に満６５歳

になられる方は、誕生日以降に交付を受けられます。

なお、本事業は仙北市実施計画に基づき、今年度で終

了予定となっておりますので、ご承知おきくださるようお願

いします。

平成２０年３月３１日まで■利用期限：

■交付場所

田沢湖地区在住の方 田沢湖地域センター・各出張所

角館地区在住の方 角館地域センター

西木地区在住の方 仙北市福祉事務所（西木庁舎内）・

各出張所

１人３回券■交付枚数：

仙北市内の温泉施設■利用施設：

※入浴券交付時に協力施設の一覧表をお渡しします。

TEL（４３）２２８１■問合せ：仙北市福祉事務所

仙北市
地域の声をまちづくりに活かす

第２期地域審議会委員を募集します

市では、本市の均衡ある発展を図るため、旧町村の３

地域ごとに地域審議会を設置しています。

地域審議会は、合併によるさまざまな諸問題への対応

や、それぞれの地域に応じた施策の展開を図るため、住

民のみなさんの幅広いご意見を反映しながら、まちづくり

を進めるために設置したもので、委員のみなさんには、新

市建設計画に関することや地域の課題など、これからの

まちづくりについて審議していただきます。

地域審議会は、公共的団体等を代表する方、学識経験

を有する方、地域の行政運営に関し優れた識見を有する

方、公募により選任された方々により、各地域１５名以内

の委員で構成します。委員の任期は、本年４月から２年

間です。会議は、年数回の開催を予定し、会議出席時に

は報酬が支給されます。

この地域審議会の第２期の一般公募の委員を次のと

おり募集します。

各地域審議会ごとに２名ずつ■募集人員：

次の条件を満たす方。（ただし、国または地方■応募資格：

公共団体の議員・職員及び第１期地域審議会委員を除く）

(１)当該地域審議会の区域に住所を有する方

(２)満２０歳以上の方（平成２０年１月１日現在）

(３)地域のまちづくりに関心のある方

(４)平日の昼間に開催する会議に参加できる方

３月３日（月）～３月２１日（金）■募集期間：

所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持■応募方法：

参・郵送・ により応募してください。記載事項は、氏FAX
名、住所、生年月日、職業などのほか、まちづくりに関す

るご意見等です。（応募書類は返却しません。また、応

募者の個人情報は、選考のため以外には使用しません）

応募された書類により、審査のうえ決定します。■選考方法：

■応募先・問合せ

仙北市役所田沢湖地域センター総合窓口課

ＴＥＬ（４３）１１４７／ＦＡＸ（４３）１２９０

〒０１４－１２９８ 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

仙北市役所角館地域センター総合窓口課
ＴＥＬ（４３）３３０９／ＦＡＸ（５４）１１１７

〒０１４－０３９２ 仙北市角館町東勝楽丁１９

仙北市役所西木地域センター総合窓口課
ＴＥＬ（４３）２２００／ＦＡＸ（４７）２１１６

〒０１４－０５９２ 仙北市西木町上荒井字古堀田４７

仙北市企業局からのお知らせ

水道の使用を開始するとき、中止するとき、使用者の

名義を変更するときは届出が必要となります。企業局及

び各地域センター窓口に印鑑を持参のうえ、手続きをお

願いします。なお、中止の届出を忘れますと使用していな

くても基本料金が請求となりますのでご注意下さい。

TEL(５４)２３８８■問合せ：仙北市企業局 業務課
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生保内小学校新校舎完成記念カプセル
開封のお知らせ

昭和５４年３月、田沢湖町立生保内小学校の新校舎完

成を記念して児童玄関西側にカプセルが埋設され３０年

後に開封することになっており、今年がカプセルを開封す

る年になっています。当時の在校生は、６年生が昭和４１

年４月から昭和４２年３月生まれの方々から、１年生が昭

和４６年４月から昭和４７年３月生まれの方々ですので、

その方々の作品等が埋設されていることになります。

そこで、地元在住の当時の在校生がカプセル開封事業

実行委員会を結成し、下記の日程によりカプセルを開封

することにしましたのでお知らせします。

当時の在校生で地元在住の方はもちろん、仙北市外に

お住まいの方も、この機会に是非母校へ足を運び、３０年

前の自分の作品に触れていただければと思いますので

是非ご来場ください。地元在住の方やご家族の方には、

市外にお住まいの同級生や同期生、お子さんにお知らせ

いただきたく、ご協力をお願いいたします。

ご家族のご来場も大歓迎です。

３月２０日（木）（祝日：春分の日）９：００～１３：００■日時：

仙北市立生保内小学校 体育館■場所：

※スリッパ等をご持参願います。

■内容

９：００～ カプセル開封セレモニー

９：３０～１３：００ 体育館にて作品等の展示・配布

１３：００ 閉会

※作品等の取扱いについては、当日の展示・配布だけ

ではなく、校舎内に一定期間展示コーナーを設ける

ほか、各学年ごとに配布する予定です。

生保内小学校新校舎完成記念カプセル■問合せ：

開封事業実行委員会

代表 大澤裕司（昭和５４年３月卒）

TEL ０９０（２３６６）６２０５

２００９年１月 上場会社の
株券が電子化されます！！

◆株券電子化により、上場会社の株券は無効となり、株

主の権利は証券会社などの金融機関の口座で電子的

に管理されます。

◆お手元の株券が本人名義になっていない場合は、電子化

により株主としての権利を失うおそれがありますので、注

意が必要です。ご自宅のタンスや貸金庫で長期間保管さ

れている株券の中には、名義書換や転居の際の住所変

更などが済んでいないものもあると考えられますので、こ

の機会にご確認されることをお勧めします。

◆株券電子化により、株式の管理や取引がより効率的に、よ

り安全に行えるようになります。

日本証券業協会証券決済制度改革推進センター■問合せ：

ＴＥＬ ０３（３６６７）４５００

第３回秋田炎症性腸疾患市民公開講座

炎症性腸疾患（略称ＩＢＤ）は消化管に炎症を起こし、再

燃と緩解を繰り返す難病性疾患で、厚生労働省の難病特

定疾患に指定されています。

この病気について周知・理解をいただきたく、市民公開

講座を開催します。ぜひご参加ください。

３月１５日（土）１３：００～１６：００■日時：

秋田県ゆとり生活創造センター■会場：

「遊学館」（秋田赤十字病院隣接）

■内容

【 １３：００～１４：３０】講演

「ＩＢＤ最近の話題と

白血球除去療法の治療効果について」

秋田大学第一内科 飯塚政弘 氏

他、「患者さんからのお話し」、「栄養士の先生からの

お話し」、「外科の先生からのお話し」があります。

【 １４：４５～１６：００】パネルディスカッション

秋田県難病相談・支援センター■問合せ：

ＴＥＬ ０１８（８６６）７７５４／FAX ０１８（８６６）７７８２

男の料理教室

３月１８日（水） １８：００～■日時：

かたくり館（西木町八津）■会場：

クリオン調理長 新山長栄 さん■講師：

酢を使った料理■メニュー：

１，５００円■参加費：

包丁■持ち物：

１０名（定員になり次第、締め切ります）■定員：

西木公民館■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４７）３１００／ＦＡＸ（４７）３１４０）

春休み子どもスペシャル開催

紙芝居や小物の手作り、ゲームなどでたのしもう。お昼は

みんなでカレーを食べるよ。小さい人はおうちの人と来てね。

３月３０日（日） １０：００～■日時：

紙風船館（西木町上桧木内）■会場：

無料■参加費：

幼児～小学生■対象：

特になし■持ち物：

読み聞かせボランティア「ひまわりの会」■主催：

TEL（４７）３１００■申込・問合せ：西木公民館

おひなっこ市開催

３月２日（日）～３日（月）■日時：

立町ポケットパーク■場所：

※おひなっこ餅を販売いたします。

売り切れ次第終了いたします。

TEL（５３）２１１５■問合せ：かくのだて「根っこの会」
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こどもまつり開催

たざわ湖スキー場で楽しい一日を

過ごしませんか。

スキーにレクリエーション、お昼には

餅つきも準備しております。

スキーの楽しさを改めて体験し、友達も

最後にプレゼントもあります！増やしましょう。

３月２０日（木・春分の日） ９：３０～１５：００■日時：

スキーを楽しみたい小学生■募集対象：

３，０００円（講習料、保険料、諸経費含む）■料金：

金 尚子・田口 勝■予定講師：

２０名（定員になり次第締切）■定員：

田沢湖スキー学校■申込・問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

級別テスト・プライズテスト対策！
強化キャンプ

級別テスト・プライズテストを目指す皆さま！検定合格

に向けた強化キャンプを開催します。プライズテスト対策

においては、事前講習も含みますので、ぜひこの機会に

ご参加ください。

３月１５日（土）～１６日（日）■日時：

※１日 ９：３０～受付

■対象・料金

コース…級別テスト受験希望者A
１５，０００円（講習・宿泊・保険料含む）

※１日のみ参加は６，０００円

※宿泊なしで２日間参加は１０，０００円

コース…プライズテスト受験希望者B
２０，０００円（講習・宿泊・保険料含む）

※１日のみ参加は８，０００円

※宿泊なしで２日間参加は１５，０００円

佐々木喜行（秋田県技術員）■講師：

黒澤国昭（秋田県デモンストレーター）

各コース１０名（定員になり次第締切）■定員：

田沢湖スキー学校■申込・問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

ジェームス三木杯争奪将棋大会

初級将棋講座を開催！

初心者の方でも楽しく将棋をおぼえる

ことができます。子どもから大人まで参加は

自由！将棋をおぼえて親子の対話を

つくりませんか？

３月２２日（土） １０：００～１２：００■日時：

たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ「紫苑の間」■場所：

無料■参加費：

３月１９日（水）まで■申込締切：

TEL（４４）２５００■申込・問合せ：たざわこ芸術村

又は （千葉まで）TEL０９０（８９０３）３４３１

FAX（４４）３３１８

平成２１年歌会始のお題及び
詠進歌の詠進要領について

■平成２１年歌会始のお題

と定められました。「生」
※お題は「生」（せい）ですが、「生」の文字を使用してい

れば「一生」（いつしやう）のように「しやう（しょう）」と読ん

でも、「生く」（い）、「生む」（う）、「生ふ」（お）のように訓

読しても差し支えありません。

■詠進歌の詠進要領

①詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人１首

とし、未発表のものに限ります。

②書式は、半紙（習字用）を横長に用い、右半分にお題

と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名

（本名、ふりがなつき）、生年月日及び職業（なるべく具

体的に）を縦書きで書いてください。

③用紙は、半紙とし、毛筆で自書してください。

④病気、身体障害のため毛筆で自書できない場合は、

・代筆（代筆の理由、代筆者の住所、氏名を別紙に書い

て詠進歌に添えてください）

・本人がワープロ、パソコンを利用（機器を使用した理由

を別紙に書いて詠進歌に添えてください）

・視覚障害の方は点字で詠進しても差し支えありません。

９月３０日まで（当日消印有効）■詠進の期間：

「〒１００－８１１１ 宮内庁」とし、封筒に■郵便の宛先：

「詠進歌」と書き添えてください。

宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書■問合せ：

き、返信用切手を貼った封筒を添えて、９月２０日までに

問い合わせてください。また、宮内庁ホームページをご参

照ください。

http://www.kunaicho.go.jp/12/d12-08.html

パソコン講座受講生（３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

３月１２日（水）、１３日（木）、■日時：

１４日（金）、１７日（月）

１３：００～１６：００

（２日間）＜エクセルで表とグラフをつくろう＞
※対象：基本操作を習得している方

３月１８日（火）、１９日（水）■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。

各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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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

◆①０５０４１－１７４９８１②観光施設受付、販売（臨時４ヶ
月以上）（正社員以外）③不問④１０２，３７５⑤仙北市角館
町⑥不問◆①０５０４１－１７５５８１②調理師（常雇）（正社
員）③不問④１５０，０００～２７０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普
通自動車免許一種、調理師◆①０５０４１－１７６４８１②製
品加工機オペレーター（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不
問④１３８，２４０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－１７
７７８１②販売員（常雇）（パート労働者）③不問④７００～７３
０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１７８８８１②菓子製造工
（幹部候補生）（常雇）（正社員）③不問④１５０，０００～２０
０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０
４１－１７９２８１②部材の受払い、在庫管理、倉庫（常雇）
（正社員以外）③不問④１７５，０００～２１８，３００⑤仙北市
角館町⑥普通自動車免許一種、簡単な機械図面が理解出
来る方、パソコン（ワード・エクセル）操作可能な方◆①０５０
４１－１８０３８１②販売（常雇）（パート労働者）③不問④６５０
～７５０⑤横手市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１８
１６８１②縫製工（常雇）（パート労働者）③不問④６２０～６５
０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１８２９８１②運転及び雑
務（常雇）（正社員）③不問④１４０，８００～１８０，０００⑤仙
北市田沢湖⑥中型又は大型自動車免許一種、大型特殊免
許尚可◆①０５０４１－１８３５８１②清掃、ベットメーキング他
接客（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８００⑤仙北市
田沢湖⑥不問◆①０５０４１－１８４４８１②受付カウンター係
（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤大仙市⑥普
通自動車免許一種◆①０５０４１－１８５７８１②受付カウンタ
ー係（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤横手市
⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１８８１８１②コンビニ
エンスストア店員【急募】（常雇）（パート労働者）③不問④６５
０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１８７２８１②弁当
配達販売（常雇）（パート労働者）③不問④６５０⑤仙北市角
館町⑥普通自動車免許一種（ＡＴ限定不可）◆①０５０４１－
１８６８８１②看護師（常雇）（正社員）③不問④２１２，０００⑤
仙北市西木町⑥看護師免許◆①０５０４１－１８９０８１②准
看護師（常雇）（正社員）③不問④１７３，０００⑤仙北市西木
町⑥准看護師免許◆①１３１１０－１２１４９８１②清掃（急
募）（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８７５⑤大仙市
⑥不問◆①０４０６０－４２６０８１②医療事務（常雇）（パート
労働者）③不問④７５０⑤仙北市⑥医療事務資格か医療事
務経験がある方◆①０５０４１－１９３７８１②販売員（常雇）
（パート労働者）③不問④６８０～７５０⑤仙北市角館町⑥普
通自動車免許一種◆①０５０４１－１９４８８１②販売員（臨時
４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④６８０～７５０⑤仙北市
角館町⑥普通自動車免許一種

※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）

◆①１３１１０－２３５８１８１②コーヒーサービス（急募）（常
雇）（パート労働者）③不問④８５０⑤大仙市⑥不問◆①１３
１１０－１２１５５８１②調理・販売（急募）（常雇）（パート労働
者）③不問④７８０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１２３９８１
②集配業務（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１１
８，４００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種（小型自動
二輪あれば尚可）◆①０５０４１－１１０８８１②ラーメン店接

客（店長候補）（常雇）（正社員）③不問④１５０，０００～２０
０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種

※平成２０年２月１５日～２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

地域ケアフォーラム

３月２３日（日）１０：００～１５：３０■日時：

秋田県社会福祉会館１０階 大会議室（秋田市）■場所：

講演「保健・医療・福祉の連携と地域包括ケアの在り方」■内容：

講師 尾道市社会福祉協議会（予定）

３月１４日（金）■申込締切：

秋田県社会福祉協議会■申込・問合せ：

ＴＥＬ ０１８（８６４）１２７１１／ＦＡＸ ０１８（８６４）２７０１

スキルアップセミナー

新規採用された皆さまを対象とするスキルアップセミナー

を開催します。

定員１０名◆ビジネス文書・メールの基礎講習
の２日間３月６日（木）・７日（金）

定員１０名◆フレッシュマン心構え講習
の２日間３月１１日（火）・１２日（水）

定員１０名◆ビジネスマナー・接遇講習
の２日間３月１７日（月）・１８日（火）

定員１０名◆ノギス・マイクロメータによる測定術講習
の２日間３月１８日（火）・１９日（水）

定員１０名◆フレッシュマンのための簿記講習
の２日間３月２５日（火）・２６日（水）

※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：

採用内定の方および採用決定の方■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

！！申告を忘れずに

市県民税の申告は までです。３月１７日
平成２０年１月１日現在、仙北市に住んでいる方は、住

民税の申告又は確定申告により平成１９年度中の所得を

申告していただくことになっています。申告しないと、所得証

明書などが発行されなかったり、国民健康保険税の軽減制

度が適用されなかったりする場合があります。

！！忘れずに申告しましょう

申告に必要な書類や日程表は、全戸配布用チラシ

をご覧ください。

仙北市税務課 TEL（４３）１１１７■問合せ：


