
- 1 -

№６２平成２０年５月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

行政に対する困りごとは
行政相談委員に！

行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受け、国の仕
事を始め、ＮＴＴなどの特殊法人等の仕事についての
苦情や意見・要望を受け付け、皆さんと関係行政機関
との間に立って、その解決を図る、いわば「行政と住民
のパイプ役」です。
仙北市の行政相談委員は次の３名の方で、自宅で相

談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

◇ 難 波 輝 子
TEL（４３）０７８２田沢湖生保内字水尻７

◇ 阿 部 幸 司
TEL（５５）２８４５角館町雲然上町屋７９－２

◇ 小 西 範 子
TEL（４９）２１５４西木町上桧木内字中泊９７

また、５月１９日（月）から２５日（日）までの１週間は、
「春の行政相談強調週間」です。

この週間にあわせて、次の相談所を開設しますので
お気軽にご利用ください。

５月２１日（水） １３：００～１６：００○日時：
仙北市田沢湖総合開発センター会場：

難波輝子 行政相談委員相談委員：

５月２２日（木） １３：００～１６：００○日時：

桧木内地区公民館会場：
小西範子 行政相談委員相談委員：

５月２３日（金） １３：００～１６：００○日時：

市役所角館庁舎会議室会場：

阿部幸司 行政相談委員相談委員：

■問合せ：

仙北市総務課 総務係
TEL（４３）１１１１

仙北市

財産区事務取扱の変更について

４月１日より、生保内財産区、田沢財産区の事務を、田
沢湖地域センター総合窓口課で取り扱いしております。
田沢湖地域センター総合窓口課 ＴＥＬ（４３）１１１５

ＦＡＸ（４３）１２９０

保健課からのお知らせ

病 院 検 診 の ご 案 内

<子宮がん・卵巣腫瘍・乳がん検診について>

◇子宮がん・卵巣腫瘍検診

２０～３９歳までの女性、４０歳以上で、■対象年齢：

２０年度中に偶数年齢になる女性

◇乳がん検診

４０歳以上で、２０年度中に偶数年齢に■対象年齢：

なる女性

５月１２日～７月３１日、９月１日～１１月２７日■検診日：

１２時～１２時３０分■受付時間：

<肺がん検診について>

４０歳以上■対象年齢：

５月１３日～７月２９日、９月２日～１０月３１日■検診日：

■受付時間：

（火曜・金曜）

午後３時～４時 午後３時～５時受付： 検診：

※６月は、火曜、金曜のほかにナイター検診として

月曜と木曜も行います。

（月曜・木曜）

午後５時～６時 午後５時～７時受付： 検診：

■予約受付期間：

◎子宮がん・卵巣腫瘍検診、乳がん検診

４月７日～１１月２０日

◎肺がん検診

４月７日～１０月３１日

午前９時～午後３時■予約受付時間：

電話でお申し込みください。お申し込みの■申込方法：

際は、 初に｢仙北市の検診です｣と話し、検診名・

氏名・生年月日・住所・電話番号・保険種別を伝えて

ください。 （申込み、市立角館総合TEL（５４）２１１１

病院・総務企画課）

TEL（５５）１１１２◇くわしくは保健課にお問い合わせください

「結核検診受診書」について

集団検診車での結核検診にかわり、かかりつけの医

療機関で検診された方は、結核検診受診書に記入して

いただき保健課にご提出ください。

医療機関で、初めて検診を受け記入していただいた

時は、経費が有料になりますのでご了承ください。

※この検診受診書の用紙は、市内の医療機関にあります。

《担当》仙北市保健課 ＴＥＬ（５５）１１１２
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さわやか教室参加者募集

このごろ体力が衰えた、歩くことがおっくうになった、

外出の機会が減ったなどと感じている方はいません

か？

市ではそんな不安を解消し、仲間と一緒に元気にな

ることを目的とした教室を開催します。

軽体操を主とし、その他に■内容：

作品づくり、調理実習等

月１回開催（年１１回）■回数：

６５歳以上で会場まで■対象：

自分で来ることができる人

（介護認定を受けていない人）

各地区３０名■定員：

田沢湖地区（田沢湖健康増進センター）、角館■場所：

地区（健康管理センター）、西木地区（西木保健セン

ター）

■申込・問合せ：

仙北市保健課（健康管理センター）へ ５月９日（金）

ＴＥＬ（５５）１１１２まで電話でお申し込みください。

※なお参加申込者には、後で詳しい通知を送付いたします。

（第１回目の教室開催日は５月下旬を予定しています。）

『没後５年 伊藤榮治回顧展』開催中

平福記念美術館にて、６月１５日（日）まで開催してお

ります。牡丹、家路、岳桜など３３点が展示されておりま

す。皆さん、是非お越しください。

※作品は予告なしに変更する場合がありますのでご了

承ください。

■伊藤 榮治（いとう えいじ） 略歴

１９２７年（昭和２年）角館町岩瀬字西野川原に生ま

れる。

白岩焼収集及び桜研究家藤枝喜一氏の紹介によ

り、日本画家田口秋魚画伯（角館町出身）に師事。

また秋魚画伯の推薦により、日本美術院無鑑査櫻

庭藤二郎画伯に師事。世古寸喜（よこずき）展が縁

で、小杉放庵画伯の弟子・小玉邦雄（久爾夫）画伯の

師事を仰ぐ。

現代日本画の技法による花鳥、山水画を得意とす

る。角館町平福記念美術館運営審議会の委員長を

歴任。２００３年（平成１５年）歿。

《担当》平福記念美術館 ＴＥＬ（５４）３８８８

仙北平野用水管理センター
よりお知らせ

仙北平野用水管理センターが

２交代勤務体制へ変更

大仙、仙北、美郷にまたがる９，４００ｈａの農業用水

の配水管理と降雨時の断水調整などを、２４時間態勢

で監視・制御を行っている用水管理センターの勤務体

制が、従来の宿日直から、日勤・夜勤の２交代制になり
ました。夜間勤務者が、翌日または振替で平日に代休

となります。土地改良区業務につきましては、支障とな

らないよう十分引継を行っていますのでご理解をお願
いします。

◆日勤 ８：３０ ～ １７：１５

◆夜勤 １７：００～翌日９：００

《２４時間体制は、秋の断水期間を除き、年間を通し
て行われています》

秋田県仙北平野土地改良区■問合せ：

TEL０１８７（６２）０１８０

講演会の開催について

秋田県文化財保護協会事業で、次の講演会を開催
いたします。

「前九年・後三年の合戦と平泉・藤原氏」■講演会演題：

福島大学名誉教授 工藤雅樹 先生■講師：

平成２０年５月２４日（土）午後３時■日時：

仙北市角館町樺細工伝承館■会場：
無料（申し込みは必要ありません）■入場料：

仙北市教育委員会文化財課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８４

青 い 鳥 郵 便 葉 書

無償配布のお知らせについて

日本郵便では例年、身体障がい者及び知的障がい

者の方々の福祉に関する国民の理解と良識を深めると

ともに、郵政記念日にちなむ社会貢献事業の一つとし
て昭和５１年度から、「青い鳥郵便葉書の無償配布」を

実施しておりますが、本年度も下記のとおり実施するこ

とになりました。
■配布対象者：

重度の身体障がい者（１級または２級の方）

重度の知的障がい者（療育手帳に「Ａ」（又は１度、２度））

■申し込み方法：
申込書（整理票）に記入し、上記手帳を日本郵便角

館支店（角館郵便局併設）ゆうゆう（時間外）窓口若しく

は 寄りの郵便局に持参し、お申し込みください。（な

お、ご本人に代わって代理の方の申し込みも可能で
す。）また、郵送によるお申し込みもできます。

平成２０年４月１日（火）～平成２０年６月２日（月）■受付期間：

TEL（５５）５３００■問合せ：郵便事業（株）角館支店総務担当
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無料で乗れる内陸線！

６月に北秋田市で開催される『全国植樹祭』のプレイ
ベントとして、『全県商工会おもてなしまつり』が鷹巣で

開催されます。これに合わせ、秋田内陸線『おもてなし

列車』が運行されます。

乗車代は無料です。この機会に是非乗ってくださ

い！

５月２５日（日）内陸線角館駅７：０８発■期日：

４０名■定員：

５月１６日（金・１７日（土）１０：００～１６：００■受付： ）

電話での受付です。

■受付・問い合わせ：

〒０１８－３３２１ 北秋田市松葉町１０－１６

街なかＩＴプラザ（秋田県商工会連合会北部指導センター）

TEL０１８６（６７）８１６０

※受付後、仮乗車券を送付します。

会場は鷹巣駅前）■当日の開催イベント：（

全県商工会おもてなしまつり

ふるさと踊りと餅っ子まつり

日本語講座のご案内

外国から日本に来て、大仙・仙北地域で暮らしている

方のために、無料で日本語講座を開いています。

日本語を全く話せない人から、その人の程度にあわ

せて指導しますので気軽に参加してください。

毎週土曜日 午前１０時～正午１２時■日時：

角館交流センター（直接、会場においでください。）■会場：

仙北市教育委員会生涯学習課 高橋（慶）■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８３

サウンドテーブルテニス

体験講習会

サウンドテーブルテニスとは、卓球によく似たゲーム

で、ピンポン球の中に数個の小さな鉄球が入っていま

す。転がるとカラカラと音がし、その音の出るピンポン
球を、卓球台の上でお互いにラケットで転がすように打

ち合うゲームで、音を頼りにプレイすることが出来ます。

目の不自由な方も、そうでない方も、老若男女、参加

費無料です。

うっすらと汗ばむ程度の軽いスポーツです。動きやす

い服装で参加してください。

５月１１日（日） 午後１時より午後４時■日時：

勤労青少年ホーム（仙北市角館町外ノ山）■場所：

仙北視覚障害者協会■主催：

秋田県サウンドテーブル テニスクラブ■技術指導：

（藤原）■問合せ：TEL（５４）１８３４

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です。

◆ ＥｘｃｅｌによるＷｏｒｄと

データ・グラフ埋め込み文書作成講習
の２日間 定員１０名６月２日（月）・３日（火）

◆ノギス・マイクロメータによる測定技術講習
の２日間 定員１０名６月９日（月）・１０日（火）

◆塗装技術講習
の２日間 定員１０名６月１２日（木）・１３日（金）

◆Ｅｘｃｅｌによる売上分析作成講習
の２日間 定員１０名６月１７日（火）・１８日（水）

Ｗｏｒｄ活用術の実際◆
の２日間 定員１０名６月２３日（月）・２４日（火）

※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：

現在お勤している方■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

仙北市白岩集落センター
修繕工事について

玄関屋根部分の老朽化に伴う修繕が必要となり、現

在は落下防止の単管を設置し応急処置をしている状況

になっております。

つきましては、５月１日より６月１０日までを工期とし

て利用を停止いたします。利用者の方々にはご不便を

おかけしますが、ご協力をお願いいたします。

《担当》仙北市農林課政策調整係 ＴＥＬ（４３）２２０６

水道の漏水による料金の減免について

自宅の水道の漏水を修理したときは、

水道料金が減免になります。この場合、

『仙北市指定給水装置工事事業者』の

指定を受けている業者が修理した場合

に限り、料金の減免となりますのでご注

意下さい。

なお、業者の問合せ、不明な点は下記

までお電話下さい。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局 業務課
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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

①０５０４１－４３７６８１②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⑥不問 ①０５０４１－４３８９８１②菓子製造【急募】常◆

雇(正社員以外)③不問④１０８，６７５～１１２，１２５⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１－４３９５８１②菓子販売常雇(パ◆

ート労働者)③不問④６３０～６５０⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種（マニュアル対応） ①０５０４１－４４０８８１②販◆

売店員(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④６８０～７

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－４４１◆

２８１②サービス スタッフ（急募）常雇(パート労働者)③

不問④７５０～７５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－４４２◆

１８１②測量設計(常雇)正社員③不問④２２０，０００～２５

０，０００⑤大仙市⑥測量士及びＲＣＣＭ有資格者 ①０５◆

０４１－４４３０８１②製品加工機オペレーター(常雇)正社

◆員③不問④１２０，９６０～１２０，９６０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１－４４４３８１②型枠工(臨時４ヶ月未満)正社員

以外③不問④１４０，０００～１８０，０００⑤大仙市⑥普通

自動車免許一種 ①０５０４１－４４５６８１②クリーニング◆

工(常雇)パート労働者③不問④６２０～６５０⑤大仙市⑥

不問 ①０５０４１－４４６９８１②店舗集配係(常雇)パート◆

労働者③不問④７００～７００⑤大仙市⑥普通自動車免

許一種 ①０３１００－４４９９８１②販売員（鹿角・玉川）臨◆

時４ヶ月以上(パート労働者)③不問④８００～８００⑤鹿角

市 仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０４０１０－１４２◆

７２０８１②パンの製造・販売〔大仙市〕常雇(パート労働者)

③不問④７００～７００⑤大仙市⑥不問 ①０５０８０－６５◆

５３８１②【請】清掃係常雇(正社員以外)③不問④１１２，７

００～１１５，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０１０－４６１６０◆

８１②(派）電子部品組立(臨時４ヶ月未満)登録型派遣③

不問④１２０，９６０～１５１，２００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４０－１０１８１８１②管理人(臨時４ヶ月◆

以上)正社員以外③不問④１４０，０００～１４０，０００⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１－４４７５８１②接客及び調理補◆

助【急募】臨時４ヶ月未満(パート労働者)③不問④７５０～

７５０⑤仙北市⑥不問 ①０３０１０－５６７６２８１②整体・◆

カイロプラクティック・エステ・フットセラピー(常雇)パート労

働者③不問④６２０～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許、

療術関連資格（整体・カイロプラクティック等で可） ①０５◆

０４１－４４８４８１②介護職員【急募】常雇(パート労働者)

③不問④７５０～７８０⑤仙北市⑥ヘルパー２級もしくはヘ

ルパー２級受講見込みのある方(夜勤ができない方も相

談に応じます） ①０５０４０－１０４２１８１②(派）プラスチ◆

ック成形機械オペレーター(常雇)常用型派遣③不問④１３

８，３３８～１４６，４７５⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

（通勤用） ①０２０２０－３６０６８８１②店舗販売職(常雇)◆

正社員③４５歳以下(省令３号のイ）④１６０，０００～２５

０，０００⑤東北地方の各店舗⑥不問 ①０５０４１－４４９◆

７８１②介護員(常雇)正社員以外③不問④１３３，０００～

１４１，８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種・ヘルパー２

級以上 ①０５０４１－４５００８１②ホールスタッフ(常雇)◆

正社員以外③不問④１４８，６０８～１７２，８００⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４０－１０３１７８１②配◆

送業務（田沢湖）臨時４ヶ月以上(正社員以外)③不問④１

１５，９４８～１１５，９４８⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０１６－１０８３１８１②清掃(臨時４ヶ月以上)パート◆

労働者③不問④６５０～６５０⑤大仙市⑥不問

※平成２０年４月１１日～４月１７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、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（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

消防設備士資格の取得に伴う

試験準備講習会について

■講習実施日：
６月１６日（月）～１７日（火）第４類（甲・乙）

６月１８日（水）～１９日（木）第６類（乙）

６月２３日（月）～２４日（火）第１類（甲・乙）

ルポールみずほ■会場：秋田市山王４－２－１２
TEL０１８（８６２）２４３３

５月１２日（月）～５月２６日（月）■受付期間：

■受講対象者：
消防設備士試験 第１類・第４類・第６類 受講予定者

■受講料：

秋田県消防設備保守協会会員 １０，５００円
同上 非会員 １３，６５０円

○講習会では講習ごとにテキストを使用します（有料）

■申込・問合せ：

社団法人 秋田県消防設備保守協会

TEL０１８（８３５）５８８０秋田市中通６－７－９


