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№６３-1平成２０年５月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

増水による について水の事故防止

農業用水路などは、５月上旬の代掻き期から水量が

増え、流れも非常に速くなり危険です。

水の事故を防止するため、用水路・頭首工（河川を

せき止めている施設）・河川からの取水口などの危険

箇所には近づかないでください。

秋田県仙北平野土地改良区 TEL０１８７（６２）０１８０

車を届けて電車でのんびり

◇秋田内陸線自動車回送サービス

秋田内陸線をご利用するお客様の自動車を、降車
駅までお届けするサービスです。

列車の車窓からしか見る事が出来ない景色を、マイ

カー旅行の方も楽しんでください。

１１月末（降雪時）まで■期間：
鷹巣駅～角館駅間■回送区間：

角館駅～阿仁合駅間 ４，０００円■回送料金：

鷹巣駅～松葉駅間 ４，０００円
角館駅～鷹巣駅間 ５，０００円

※回送料金には、乗車運賃は含まれておりません。別

途、乗車券を購入ください。

※軽自動車から普通自動車までの料金です。
マイクロバス、大型バスは別途ご相談ください。

■出発駅及び到着駅：

出発駅：鷹巣駅・阿仁前田駅・阿仁合駅・角館駅
到着駅：内陸線全駅（２９駅）

利用日の３日前までに申込み■申込み：

秋田内陸縦貫鉄道 自動車回送サービス係

ＴＥＬ ０１８６（８２）３２３１

月～金曜（祝祭日は除く）■受付曜日：

午前９時～午後５時■受付時間：

電話番号は上記に同じ■キャンセルの受付：

月曜日～金曜日 午後５時～午後８時
土日祝祭日 午前９時～午後５時

受付時間以外は へＴＥＬ ０１８６（８２）２１３６

※キャンセルは無料ですが、早めに連絡をください

出発駅で予約の旨を申し出の上、回送料金を支払い
ください。車と引き替えに預かり証をお渡しします。

到着駅で、預かり証と車の引き替えになります。

内陸線総務企画課 吉田■問合せ：
ＴＥＬ ０１８６（８２）３２３１

仙北市 入山規制及び

て入山許可証の交付につい

平成２０年度仙北市普通共用林野区域内の入山

規制及び入山許可証の交付についてのお知らせ

昭和５８年度から実施しております普通共用林野区

域内における入山規制を、今年度も引き続き実施する

ことにいたしました。

つきましては、共用者（仙北市民）に対する入山許可

証（個人券）を、次により交付開始しますので、必要な

方は事前に受領されるようお願いします。

なお、料金徴収所（小和瀬、黒石、柳沢）での交付は

しませんので 寄りの交付場所でお受け取りください。

◎入山許可証の交付場所及び交付期間

■交付場所：

・田沢湖地区にお住まいの方…田沢湖地域センター

総合窓口課、田沢・神代各出張所

・西木地区にお住まいの方…西木第２庁舎農林課、

桧木内・上桧木内各出張所

・角館地区にお住まいの方…角館地域センター総合

窓口課

■交付期間：

・平成２０年５月１９日（月）～平成２０年６月２２日（金）

頃まで（土・日は交付いたしません）

■手数料：

・ （１個人１枚） (市民はすべて個人券)個人券 ３００円

※個人券を持参しない場合は、市外入山者の取り扱いと

なり、現地で１，０００円をご負担していただくことになり

ます。(市外の入山者は１人１日１，０００円を徴収します)

☆入山許可証交付申請に当たり、依頼されて来られる

方は、あらかじめ依頼人の住所・氏名・年齢・電話番

号を確認の上申請するようお願いします。

◎入山規制について

■ 場所：有料採取を行う区域と料金徴収

ha・仙北市田沢湖田沢字小和瀬沢国有林ほか １５，６８５

・小和瀬林道入口、黒石林道入口、柳沢林道入口の３箇所

■入山規制開始予定日：

・平成２０年５月２４日（土）を予定

■問合せ：
仙北市普通共用林野運営協議会

（事務局：仙北市役所田沢湖地域センター総合窓口課

ＴＥＬ（４３）１１１５）
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ガソリン保管についての注意

ガソリンは気温が－４０℃でも気化し、その蒸気は空

気より重いため、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れ

たところにある思わぬ火源（ライター等の火花、静電

気、衝撃の火花等）でも
爆発的に燃焼します。

このようにガソリンは、
火災の発生危険が極め
て高く、火災が発生する
と爆発的に延焼拡大する
ため、容器に入れて保管
することは極力控えてく
ださい。

特に、灯油用ポリ容器
（２０リットル）にガソリン
を入れることは非常に危
険ですので絶対に行わな
いで下さい。
《担当》大曲仙北広域市
町村圏組合消防本部 予防課

ＴＥＬ ０１８７（６３）０３１６

裁判員裁判を体験してみませんか！

あなたも体験してみませんか！

来年スタートする裁判員制度について、みなさんの

疑問や不安を解消していただこうと企画しました。

酒井法子主演の裁判員制度広報映画「審理」を上映

するほか、裁判官と模擬評議も体験できます。

５月２５日（日）午後１時～４時■日時：

横手市城南町２－１ 秋田地方裁判所横手支部■会場：

■問合せ：

ＴＥＬ０１８２（３２）４１３０秋田地方裁判所横手支部庶務課

ＴＥＬ０１８７（６３）２０３３〃 大曲支部庶務課

※席に限りがありますので、あらかじめご連絡ください。

振り込め詐欺にご注意ください！

秋田県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

後期高齢者医療対象者の皆様へ

振り込め詐欺にご注意ください！

広域連合職員を名乗り、「保険証の交付事務に
関する手数料の入金」や「保険料の還付」を装って

電話をかける事例が他県で発生しています。振り

込め詐欺のおそれがありますので、ご注意ください。

なお、保険証の交付に関して、手数料は一切か
かりません。また、広域連合職員が、銀行ＡＴＭか

ら入金を指示したりすることはありません。

不審な電話や訪問があった場合は、すぐにお問
い合わせください。

■問合せ：

TEL（４３）３３０７仙北市市民課国保年金係

ＴＥＬ０１８（８３８）０６１０秋田県後期高齢者医療広域連合

気をつけて！東北電力からのお願い

「東北電力」を名のる不審者からの電話や訪問が、

秋田市をはじめ東北各県で起きています。

次のような事例が多いので注意してください。

①電気料金の払い戻しを装って、あなたの口座番号を

聞き出そうとする。

②「配線を調査する」などと言って訪問し、調査代金

をだまし取ろうとする。

※電気の安全使用のため、４年に１回程度、屋内配線

の調査が法律で義務付けられていますが、この調査

は「無料」です。

東北電力の業務について、知識をもった不審者であ

り、手口が巧妙化してますので、不審に思った場合はコ
ールセンターにご連絡ください。

フリーダイヤル ０１２０（１７５）４６６
訪問者に対しては「身分証明書」の呈示を依頼して

確認してください。

不審な電話にご注意！

市民課からのお知らせ

県内で市役所職員を名乗り、銀行の口座番号を

聞き出そうとする不審電話が相次いでいます。実
在しない課名を使い「医療費の払い戻しのため口

座番号を教えて欲しい」という内容で、詳しいことを

聞こうとすると突然切れるそうです。

仙北市ではそのような事例はありませんが、注
意してください。

事前に高額医療費の支給を申請している場合

などを除いて、市役所から電話で口座番号を問い

合わせることはありません。
不審な点がありましたら、市民課までお問い合

わせください。

■問合せ：
TEL（４３）３３０７仙北市市民課国保年金係

無料コンサート

県内出身者による、美術館でのリラックスコンサート
です。入場無料。

６月１日（日）■期日：
①午後１時～ ②午後２時３０分～■時間：
秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村内）■場所：
５階 中央ホール

ヴィオラ 坂本陽子（大仙市出身）■演奏者：
ピアノ 西村智子（秋田市出身）

■プログラム：
アンドレ・ギャニオン／明日
アイルランド民謡／ロンドンデリーの歌 など

■問合せ：
秋田県立近代美術館（横手市赤坂字富ケ沢６２－４６）

ＴＥＬ０１８２（３３）８８５５
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自宅がキャンパス！

～「放送大学（１０月入学）」学生募集～

入学試験無し。１科目からでもＯＫ。

放送大学はテレビ・ラジオ（スカイパーフェクＴＶ！）で

授業を行う、正規の大学です。

■募集学生：

幅広い分野の約３００科目から学べます。〈 〉教養学部

・科目履修生（半年間在学）

・選科履修生（１年間在学）

・全科履修生（卒業を目指す）

約７０科目を開設しています。〈大学院〉

・修士科目生（半年間在学）

・修士選科生（１年間在学）

６月１５日（日）～８月３１日（日）■募集期間：

放送大学秋田学習センター■資料請求・問い合わせ：

ＴＥＬ ０１８（８３１）１９９７／ﾎｰﾑﾍﾟー ｼｈ゙ｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｕ-ａｉｒ．ａｃ．ｊｐ

美術講座の開催について

県立近代美術館による、平安前期をテーマにした美

術講座です。

日曜日（５／２５、６／２２、７／２７、１０／１９、■期日：

１１／１６、 １／２５、２／２２、３／８）の計８回

午後１時３０分～３時■時間：

※期日・時間は変更の場合があります。

秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村内）■場所：

６階 研修室

河野元昭■講師：

（秋田県立近代美術館長・東京大学名誉教授）

学生・一般（全講座を受講出来る方）■対象：

０名（定員になり次第締め切り）■定員：４

美術館の年間フリーパスが必要です■受講条件：

（一般２，０００円、学生１，５００円）

「美術■申込方法：ハガキかＦＡＸ又は電話で ①

館講座」②氏名③郵便番号・住所④電話番号⑤年間

パスの有無 をお知らせください。

■申込み・問合せ：

秋田県立近代美術館（横手市赤坂字富ケ沢６２－４６）

担当：学芸班 美術館講座担当 太田、佐々木

ＴＥＬ０１８２（３３）８８５５／ＦＡＸ ０１８２（３３）８８５８

電波保護旬間について

６月１日～１０日は電波利用保護旬間です

よりよい電波環境が豊かな情報社会を支えます。電

波はみんなのものだから、ルールを守って正しく使いま

しょう。

■電波の混信・妨害についてのお問い合わせは

ＴＥＬ０２２（２２１）０６４１総務省東北総合通信局

現代抽象画を描いてみませんか

絵の具だけではなく、粘土や樹脂などのさまざまな

素材を体験しながら、面白い効果や質感をもつ抽象画

風の作品を描きます。

「ムッシュ．Ｒの絵画教室」■講座名：

佐々木良三 先生■講師名：

（秋田大学名誉教授、国画会会員）
５／２４（土）、５／２５（日）、６／８（日）、■期日：

６／１５（日）の４日間

午前１０時～午後４時■時間：

秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村内）■場所：
１階 実習室

高校生以上一般■対象：

２０名（定員になり次第締め切り）■定員：
１，０００円（当日徴収）■材料費：

ハガキ、又はＦＡＸで■申込方法：

「ムッシュ．Ｒの絵画教室」②氏名③郵便番号、住所①

④電話番号 申し込み下さい。①～④を記入の上
※電話での申込みも可能

■申込み・問合せ：

秋田県立近代美術館（横手市赤坂字富ケ沢６２－４６）
絵画教室係 担当：木村、樫尾
ＴＥＬ０１８２（３３）８８５５／ＦＡＸ ０１８２（３３）８８５８

着くずれしない浴衣の着付け講習会

これからの夏、自分で着付けしてゆかた美人になっ
てみませんか。

６月４日（水）、１１（水）、１８（水） 全３回■期日：

１８：３０～２０：３０まで■時間：

角館交流センター■会場：
１，０００円（資料代）■受講料：

１０名（先着順）■定員：

佐々木恵美子■申込・問合せ：
ＴＥＬ （５４）２５３１／０９０（５２３８）４７０３

田沢湖観光協会から

「思い出の潟分校」イベントのお知らせ

６月２１日（土）■期日：

午前の部■時間：

１０：００～開校式（オープニング）

１０：２０～秋田を愉しむ「はなしっこ」田沢湖

語りの会

１０：５０～和楽器兄弟ユニット 安藤兄弟

午後の部

１２：００～開場

１２：３０～あんべ光俊コンサート

思い出の潟分校（田沢湖畔 潟字田ノ木集落）■場所：

午前の部のみ ２００円（協力金）■料金：

午後の部 前売券２，２００円（協力金含）

（全席自由） 当日券２，７００円（協力金含）

TEL（４３）０７６６■問合せ：思い出の潟分校
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愛犬のしつけ方教室（実技講習）

愛犬との生活や、しつけ方で困っていることはありま

せんか？

これから犬を飼いたい方、不安はあり

ませんか？
飼い犬の服従訓練の基本動作に重

点をおいた実技講習ですので、犬に興味のある方はど

なたでも参加できます。参加費は無料です。

６月１日（日）■期日：
受付９：３０～、 講習１０：００～１１：３０■時間：

健康広場（大仙市堀見内字田茂木３５）■場所：

※雨天時は同広場の屋内ゲートボール場

犬を飼っている方、犬に興味のある方■対象：
犬との接し方、しつけ方、飼い方、病気予防相談■内容：

ＴＥＬ ０１８７（６３）３４０３■問合せ：秋田県大仙保健所

平成２０年度 狂犬病予防注射（前期）

生涯１回の登録と、年１回の狂犬病予防注射を必
ず受けましょう！

登録料 １頭につき ３，０００円■料金：
注射料 １頭につき ３，０７０円

■日程表：

６月３日（火） 田沢湖地区 生保内
（１ 班）
９：３０～ ９：４０ │ 田子ノ木（千葉商店前）１ １

９：５０～１０：００ │ 大沢部落会館前１
１０：２０～１１：００ │ 石神会館前
１１：１０～１１：３０ │ 高野バス停前

１３：００～１３：２０ │ 上滝沢部落会館前
１３：３０～１３：５０ │ 武蔵野第１会館前

１４：００～１５：００ │ 仙北市役所 田沢湖庁舎前
（２ 班）
９：３０～ ９：５０ │ 刺巻駅前１ １

１０：００～１０：２０ │ 四十程会館前
１０：３０～１０：５０ │ 野村田向会館前

１１：００～１１：３０ │ 手倉相内会館前
１３：００～１４：００ │ 大杉沢団地会館前
１４：１０～１５：００ │ 武蔵野会館前（生保内中そば）

６月４日（水） 田沢湖地区 神代
（１ 班）
９：３０～ ９：５０ │ 旧神代保育所前１ １

１０：００～１０：３０ │ 森腰改善センター前
１０：４０～１１：００ │ 岡崎生活改善センター前

１１：１０～１１：３０ │ 上院内バス停前
１１：４０～１２：００ │ 院内部落会館前
１３：３０～１３：５０ │ 東田部落会館前

１４：１０～１４：４０ │ 神代出張所前
（２ 班）

９：３０～１０：００ │ 真崎野会館前１
１０：２０～１０：５０ │ 大荒田会館前

１１：１０～１１：３０ │ 生田会館前
１３：３０～１４：００ │ 小松農村広場
１４：２０～１４：５０ │ 内陸線羽後太田駅前

６月５日（木） 田沢湖地区 田沢
９：３０～ ９：４０ │ 鎧畑バス停前１ １
９：５０～１０：１０ │ 打野会館前１

１０：２０～１０：４０ │ 田沢出張所前

１０：５０～１１：１０ │ 先達部落会館前
１１：３０～１１：５０ │ 高原（田沢プラトーホテル前）

６月６日（金） 西木地区 桧木内
９：１０～ ９：２５ │ 戸沢ポンプ置場１ １

９：３５～ ９：５０ │ 桁沢バス停付近１ １
１０：００～１０：４５ │ 紙風船館前

１０：５５～１１：０５ │ 三共児童館前
１１：１５～１１：３０ │ 中里児童館前
１３：００～１３：１０ │ 相内潟浅利賢次郎宅前

１３：３５～１３：５０ │ 吉田部落会館前
１４：００～１４：３０ │ 桧木内出張所前

１４：４０～１５：００ │ 久保生活改善センター前
１５：１０～１５：３０ │ 山口改善センター前

６月６日（金） 西木地区 西明寺
９：３０～ ９：４５ │ 潟野・十二峠部落会館前１ １

９：５５～１０：１５ │ 堂村部落会館前１
１０：２５～１１：００ │ 山崎部落会館前
１１：１０～１１：４０ │ 西荒井部落会館前

１３：００～１３：２０ │ かたくり館駐車場
１３：３０～１３：５０ │ 堀之内部落会館前
１４：００～１４：２０ │ 上門屋会館前

１４：３０～１５：１５ │ 西木公民館前

６月１０日（火） 角館地区
９：００～ ９：５０ │ 旧角高グラウンド１ １

１０：００～１０：５０ │ 旧保健センター

１１：００～１１：５０ │ 金谷呉服店横
１３：００～１３：３０ │ 老人福祉センター前

１３：４０～１４：２０ │ 桜美町駐車場
１４：３０～１５：００ │ 多目的研修センター前
１５：１０～１５：２５ │ 川崎文化振興会館前

１５：３５～１５：５０ │ 雫田児童館前

６月１１日（水） 角館地区
９：００～ ９：１５ │ 川下田部落会館前１ １
９：２５～ ９：４０ │ 鬼壁第一貯蓄会館前１ １

９：４５～１０：０５ │ 八割コミュニティセンター前１
１０：１５～１０：３５ │ 下延コミュニティセンター前
１０：４５～１１：０５ │ 雲然住民センター前

１１：１５～１１：３５ │ 農林業研修センター前（田中）
１３：００～１３：２０ │ 下花園集会所前

１３：３０～１３：５０ │ 釣田部落会館前
１４：００～１４：３０ │ 基幹集落センター前
１４：４０～１５：００ │ 広久内林業会館前

１５：２０～１５：５０ │ 仙北農業共済組合北部連絡所
│ 駐車場１５：２０～１５：５０

■問合せ：

TEL（４３）３３０８仙北市環境防災課 生活環境係

TEL（４３）１１４７田沢湖地域センター 総合窓口課

TEL（４３）２２００西木地域センター 総合窓口課
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№６３-2平成２０年５月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

ノルデックウォーキング教室

ポールを使ったウォーキングで健康づくりをしてみま

せんか

ポールを使うことにより足・腰・ひざへの負担が

少なく運動効率４０%アップ

第１回 ５月２４日（土）■開催日程：
第２回 ６月２８日（土）

第３回 ９月２３日（火）

第４回 ９月２７日（土）

第５回 １０月 ５日（土）
午前９時３０分■集合時間：

第１回 市営田沢湖球場

※第２回以降については随時連絡します

■参加資格：

・ノルデックウォーキングに興味のある方ならどなたでも参

加できます。

■参加料：

一回につき１，５００円 （ポールレンタル料・・ 。

保険料を含みます）

■申込期日：

・各回開催１週間前までにお申し込み下さい。

（ポールレンタルのため）

※５月２４日開催に限り５月２０日まで申し込み

１０：００～１２：００■スケジュール：

ストレッチ・ウォーミングアップ・ウォーキング・ク－ルダウン

■持ち物：

・水分補給用ドリンク／タオル／着替え／天候により

雨具をご用意下さい

・小雨実施（当日の天候で内容を変更する場合があ

ります）

・当日は運動性の高いウェア、シューズ（ローカットを

おすすめします）にてご参加下さい。

■申込・問い合わせ：

〒０１４－１２０１仙北市田沢湖生保内字下高野７３－２

田沢湖スポーセンター内

ウォーキングで健康づくり田沢湖実行委員会

ＴＥＬ （４６）２００１／ＦＡＸ（４６）２００３

ｅ-ｍｅｉｌ ｙｏｙａｋｕ＠ｔａｚａｗａｋｏ-ｓｐｏｒｔｓ．ｃｏｍ

仙北市 目 指せ ！金 賞

障害者技能競技大会～～第７回秋田県

７月１９日（土）■期日：

開会式 午前９時１０分■時間：

秋田県立秋田技術専門校（テクノスクール秋田）■会場：

〒０１０－１６２３ 秋田市新屋町字砂奴寄４－５３

ＴＥＬ ０１８（８９５）７１６６／ＦＡＸ ０１８（８６２）９９６３

無料。会場までの交通費は主催者が負担■参加料：

■募集職種：

〈身体・精神障害者対象〉

ワードプロセッサー、表計算

〈知的障害者対象〉

木工、縫製、紙工、喫茶サービス

６月１３日（金）までに、参加申込書を郵送■申込：

またはＦＡＸすること。

※上位入賞者は、全国大会へ推薦します。

■参加資格：

①身体障害者、精神障害者及び療育手帳所持者で、

現在１５歳以上の方

②秋田県内在住者、秋田県内在校生、秋田県内在勤者

③全国障害者技能競技大会で、希望職種で金賞を受賞し

たことがないこと。

■参加申込・問い合わせ：

〒０１０－０９５１秋田市山王３－１－７東カンビル３階

社団法人秋田県雇用開発協会

ＴＥＬ ０１８（８６３）４８０５／ＦＡＸ ０１８（８６３）４９２９

野球審判員を募集します

秋田県野球協会では、平成２０年度の２種公認審判

員資格審査会を鹿角市尾去沢・男鹿市若美・大仙市協

和の３会場で行います。

○学童野球から生涯野球までみんなで野球に参加し

ましょう。女性の審判員も大歓迎、お待ちしています。

平成２０年６月１日（日）■審査会日時：

○筆記試験 午後１時（３会場とも）■会場：

○実技試験 筆記試験終了後（３会場とも）

一人 ３，５００円（高校生無料）■受験料：

平成２０年４月２日現在、秋田県在住で■受験資格：

満１７歳以上、上限は６０歳とする。

午前９時～１２時まで、受験者を対象■事前講習会：

に講習会を行います。「ルール・実技の勉強」

※会場／内容等の詳細は下記へ

■紹介・問合せ：
TEL（５４）１０７６審判部北仙北支部長 高村省弘

TEL（４７）２８８４〃 事務局 佐藤仁志
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ごめんください！ まちづくり出前講座ですごめんください！ まちづくり出前講座です

▼まちづくり出前講座とは？
地域の集会や団体の集まる機会を利用して、市の職員が講師として出向き、市の事業や施策などに

ついて説明や意見交換を行い、市民の皆さんと一緒にまちづくりについて考えようというものです。

▼受講できる人は？
仙北市に在住、勤務、在学する自治会、サークル、NPO等の団体で、原則として１０人以上が集ま

ることを条件とします。

▼開催時間は？
原則として平日の午前９時から午後８時までの間で、１回当たり１～２時間を目安とします。

▼費用は？
講師は市の職員ですので講師料は無料です。

▼申し込み方法は？
「仙北市まちづくり出前講座メニュー」から講座を選び 「まちづくり出前講座申請書」を開催希、

望日の３週間前までに、郵送またはFAXで総務部企画政策課へ提出してください。申込書は、市ホー
ムページ、各地域センター窓口、各出張所、企画政策課に備え付けています。

▼お願い
・会場の確保や参加者への連絡、当日の進行などは申請者（主催者）側でお願いします。
・政治、宗教、営利を目的とした催しへの派遣はできません。
・この講座は、まちづくりに関する学習の場であり、講座の内容に関する質問や意見交換等は行いま

すが、苦情や要望をお聞きする場ではありませんので、あらかじめご了解願います。

＜まちづくり出前講座メニュー＞

番号 タイトル 主な内容 担当課・所

市がすすめる３つのプロジェクト（定住対策、○

１ 重点プロジェクトについて テンミリオン計画、産業連携）のあらましと進 重点プロジェクト推進室

み具合をお話しします。

２ 監査委員制度はどうして必要 役割や仕事についてお話しします。 監査委員事務局○

なの？

行政改革大綱の概要と取組み状況をお話ししま○

３ 行政改革大綱をご存知です す。 行政改革推進室

か？

１０年後の仙北市はどうなっているのだろう。○

４ 仙北市総合計画とは 目指すまちづくりや取り組みについてお話しし 企画政策課

ます。

路線バスや鉄道の維持が厳しい中、これからの○

５ みんなで考える地域公共交通 あり方について一緒に考えます。 企画政策課

議会はどんな時に開かれるのでしょうか？意外○

６ 知っておきたい議会のしくみ に知られていない議会のしくみについてお話し 議会事務局

します （３．６．９．１２月を除く）。

選挙の始まりから終わりまで、舞台の裏側もお○

７ 一票の行方 話しします。 選挙管理委員会事務局

経営のしくみ、経営の現状、料金の計算につい○

８ 水道料金はどうやって決めら てお話しします。 業務課

れているの？

基本方針、計画内容、スケジュールについてお○

９ 簡易水道事業を統合します 話しします。 工務課

交通安全対策方針と交通安全運動、交通災害共○

１０ 交通事故にあわないために 済についてお話しします。 環境防災課
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番号 タイトル 主な内容 担当課・所

仙北市歴史的景観条例の概要やふるさと景観○

１１ 仙北市の景観形成について 賞、景観協定と助成についてお話しします。 都市整備課

地域包括支援センターは何をしているところ？○

１２ 知って得する介護予防 介護予防の重要性や取組のあれこれについてお 包括支援センター

話しします。

新しくはじまった長寿医療制度と国民健康保険○

１３ よくわかる長寿医療制度・国 制度についてお話しします。 市民課

民健康保険制度

しくみと加入者、認定の手続き、サービスの種○

１４ よくわかる介護保険制度 類と費用についてお話しします。 長寿子育て課

障害のある人が、地域で自立した生活がおくれ○

１５ 障害福祉制度について るよう、障害福祉制度について解説します。 社会福祉課

仙北市の健康診断や健康づくりをすすめるため○

１６ 市民健康づくりプラン のとりくみをお話しします。 保健課

母子保健事業のあらましと保健課における子育○

１７ お母さんと子どもたちのために て支援についてお話しします。 保健課

仙北市の食育の取り組みについてお話ししま○

１８ 食育ってなぁに？ す。 保健課

市の農業の現状と、担い手、認定農業者などに○

１９ 農業について ついてお話します。 農林課農務係

直売所マップと直売活動、食品の表示方法につ○

２０ 地産地消を進めよう いてお話しします。 農林課政策調整係

体験指導における民泊のすすめ方についてお話○

２１ 農山村の暮らしを体験してもら しします。 農林課政策調整係

おう

土地改良を進めるために、農業農村整備事業の○

２２ 農業農村整備事業の仕組み 採択基準と補助率についてお話しします。 農林課農村整備係

森林とのかかわりや、森林に関する制度につい○

２３ 森林と暮らし てお話しします。 農林課林務係

企業誘致のための各種支援措置についてお話し○

２４ 企業立地促進法について します。 商工課

商工業者の方々の事業展開に必要な資金に対す○

２５ 商工業を応援します る金利負担軽減措置についてお話しします。 商工課

伝統工芸品（樺細工）振興を図るための事業につ○

２６ 伝統工芸について いてお話しします。 商工課

２７ ご存知ですか地元の観光 仙北市の観光の概要についてお話しします。 観光課○

２８ 桜のおはなし 市の花である桜に関してお話しします。 文化財課○

２９ 仙北市の学校教育のすべて 教育方針、学校生活全般についてお話しします。 学校教育課○

ＴＥＬ（４３）１１１２■問合せ：企画政策課
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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

①０５０４１－４７０５８１②惣菜売場担当(常雇)パート労働◆

者③不問④７００～９００⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－４７◆

１４８１②作業員(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１１

４，４５０～１１４，４５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－４７２◆

７８１②スタンド業務(常雇)正社員以外③不問④１２３，２００

～２１１，２００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種、危険物取

扱者（乙種）あれば尚可 ①０５０４１－４７３８８１②調理補◆

助(常雇)パート労働者③不問④６８０～６８０⑤仙北市⑥普

通自動車免許一種 ①０５０４１－４７４２８１②介護員(常雇)◆

正社員③不問④１３６，０００～１５６，０００⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種、介護福祉士 ①０５０４０－１０９２０８１②◆

介護支援専門員(仙北市）臨時４ヶ月以上(パート労働者)③

不問④１，０００～１，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種、介護支援専門員 ①０５０４０－１０９１１８１②介護支援◆

専門員(仙北市）常雇(正社員)③不問④１５０，０００～２００，

０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種介護支援専門員 ①◆

０５０１６－１１５２７８１②販売(常雇)正社員③不問④１２０，０

００～１８０，０００⑤仙北市、横手市⑥不問 ①０５０４０－１◆

１２５６８１②（派）光学レンズの加工・検査「大仙市」臨時４ヶ

月以上(登録型派遣)③不問④１２３，３２３～１２６，６１１⑤大

仙市⑥普通自動車免許一種(通勤用） ①０５０４０－１１２８◆

４８１②（派）光学レンズの検査「大仙市」臨時４ヶ月以上(登

録型派遣)③不問④１２６，６１１～１２６，６１１⑤大仙市⑥普

通自動車免許一種(通勤用） ①０５０４０－１１４９３８１②薬◆

剤師（西木町）常雇(パート労働者)③不問④２，０００～２，３

００⑤仙北市⑥薬剤師（含む受験予定者） ①０５０４０－１１◆

４８０８１②薬剤師（西木町）常雇（正社員）③不問④２３５，０

００～４２０，０００⑤仙北市⑥薬剤師（含む受験予定者） ①◆

０５０１０－４９９１６８１②看護師（常雇）正社員③不問④１８

４，９００～２２７，２００⑤大仙市、横手市、湯沢市、鹿角市、

北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利本荘市⑥看護

師免許 ①０５０１０－４９９３５８１②助産師（常雇）正社員③◆

不問④１９１，１００～２３４，５００⑤大仙市、横手市、湯沢

市、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利本

荘市⑥助産師免許 ①０５０１０－４９９４４８１②保険師（常◆

雇）正社員③不問④１９１，１００～２３４，５００⑤大仙市、横

手市、湯沢市、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田

市、由利本荘市⑥保険師免許 ①０５０１０－４９９６８８１②◆

薬剤師（常雇）正社員③不問④１９５，１００～２４２，１００⑤

大仙市、横手市、湯沢市、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎

潟町、秋田市、由利本荘市⑥薬剤師免許 ①４００６０－６１◆

１７５８ ②介護職員（秋田県仙北市）常雇（正社員）③不問1
④１２５，０００～１５５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種（ＡＴ限定可） ①４００６０－６１１５６８１②看護師、准看護◆

師（秋田県仙北市）常雇（正社員）③不問④１７０，０００～２１

３，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（ＡＴ限定可）、正・

准看護師免許 ①０５０４１－４７５１８１②塗装工（常雇）正◆

社員③不問④２３０，０００～２３０，０００⑤大仙市⑥１級建築

塗装または鋼端塗装技能保持者※両方あれば尚可 ①０４◆

０１０－１６０７０９８１②個別学習指導講師〔仙北市〕常雇(パ

◆ート労働者)③不問④１，０００～１，５００⑤仙北市⑥不問

①０３０４０－１６５１５８１②販売員(臨時 ヶ月以上)パート労4
働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０１１－３◆

８２７８１②ババヘラアイス販売員(臨時４ヶ月以上)パート労

働者③不問④６２５～６２５⑤大仙市、横手市、湯沢市、秋田

市、男鹿市、由利本荘市、能代市、北秋田市の各市周辺⑥

不問 ①０５０４０－１１３３９８１②看護職(臨時４ヶ月以上)◆

正社員以外③不問④６０，０００～９６，０００⑤県南全域⑥保

健師 看護師 准看護師 ①０５０４０－１１３４５８１②臨床検, , ◆

査技師(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④６０，０００～９

６，０００⑤県南全域⑥臨床検査技師 ①０５０４０－１１２０◆

８８１②クリーンスタッフ（旧中仙）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(通勤用）

※平成２０年４月２５日～５月１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

シニアワークプログラム
～高齢者のための技能講習～

緑地保全管理アシスタント講習
（庭木の剪定、冬囲いなど）

６月９日（月）～１３日（金）５日間■期日：

①仙北市勤労青少年ホーム（仙北市角館町外ノ山）■会場：

②角館町森林総合利用施設・ロッジ
（仙北市角館町西長野古米沢・花葉館奥）

秋田県内在住で、就業を希望する６０歳台前半層■対象：

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（社）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

「文章講座」開催について

作家 浅利佳一郎さんの文章講座です。手紙や文
章の書き方から小説まで、文章表現の仕方を学びま
す。

昼の部 ６月～第２､４木曜 時～■日時： １３
夜の部 ６月～第２､４金曜１９時～
西木公民館（西木町門屋字漆原89-2）■会場：
浅利佳一郎(西木町桧木内）■講師：

紙と筆記用具■持ち物：
６月５日まで西木公民館へ■申込み：

ＴＥＬ（４７）３１００■問合せ：西木公民館


