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№６７-１平成２０年７月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

インターネット公売を実施します

仙北市総務部税務課では、徴収税率アップおよび税

負担の公平性の維持を図るため、差し押さえた財産を

インターネット公売にかけています。

【平成２０年度第1回インターネット公売】

仙北市ホームページをご覧ください■参加方法：

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｓｅｍｂｏｋｕ．ａｋｉｔａ．ｊｐ/

■参加申込み期間：

７月１０日(木)１３時～７月２４日(木)１７時まで

■入札期間：

７月３０日(水)１３時～８月１日(金)１２時３０分まで

７月１７日(木)１０時～１５時■下見会：

税務課内（田沢湖庁舎）

①業務用コピー機(富士ゼロックスＤＣ２３０)■公売財産：

見積価額３０，０００円

②デジタルカメラ(キャノンパワーショット)

見積価額３，０００円

③子機付ファックス(シャープｆａｐｐｙ)

見積価額２，０００円

※見積価額からオークションがスタートします。商品

の詳しい情報は、仙北市のホームページ上でお確

かめください。

ＴＥＬ（４３）２３６５■問合せ：仙北市税務課納税係

「ねんきん特別便」の相談について

◇出張相談所をご利用ください◇
大曲社会保険事務所では 「ねんきん特別便」に関、

する相談窓口を開設いたします 「ねんきん特別便」。

が届いた方で相談等のある方は、お待ちしております

ので是非ご来場ください。

■相談日時：

７月３１日（木）午前１０時～午後３時
■出張相談場所：

仙北市役所 角館庁舎西側庁舎 １階 第１会議室

大曲社会保険事務所■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）２２９６

仙北市
国民健康保険高齢受給者証等

の更新について

次に該当される方は、７月下旬に受給者証等の更新があり

ますので、手続きの必要な場合は忘れず申請願います。

◆「国民健康保険高齢受給者証」をお持ちの方

有効期限が平成２０年７月３１日となっております。

新しい受給者証を７月下旬に郵送で交付します。

◆７０歳未満の方で「国民健康保険限度額適用認
定証」または「国民健康保険限度額適用・標準

負担額減額認定証」をお持ちの方

有効期限が平成２０年７月３１日となっております。

同日以降も続けて入院される方は更新の申請が
必要です。手続き上、８月１日以降に各庁舎国保

担当窓口へ申請してください。

◆７０歳から７４歳までの方で「国民健康保険限度

額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方

有効期限が平成２０年７月３１日となっております。

該当する方には７月下旬に通知いたします。
※該当となる方：世帯主及び国保加入者が平成

２０年度市民税非課税の方

◆７５歳以上の方で「後期高齢者医療限度額適用・

標準負担額減額認定証」

有効期限が平成２０年７月３１日となっております。

該当する方には６月中に申請書を郵送済みです。
申請書の提出がないと認定証の更新・交付ができ

ません。まだ申請がお済でない方は必ず各庁舎国保

担当窓口へ申請するようにしてください。認定証の
交付は７月下旬に郵送で行います。

仙北市市民課 国保年金係■問合せ：
TEL（４３）３３０７

秋田内陸線ファン集まれ！

『乗ってみ隊』会員募集！

秋田内陸線や沿線市町村などの、旬の情報をお届

けします。内陸線に興味のある方なら、どなたでも登録

ＯＫで、会費は無料です。

メールはＥ で随時発信します-mail
（携帯電話への送信はしません）

件名を「乗ってみ隊■申込方法：

入会希望」として、本文に「氏名」と「市町村名」を記入し

て、次のアドレスにメール送信してください。募集期限

はありません。いただいた情報は、メール配信以外に

は一切使用しません。

ｓｅｎｋａｎｋｏ＠ｍａｉｌ２.ｐｒｅｆ.ａｋｉｔａ.ｊｐ

秋田県 仙北地域振興局 地域企画課内■連絡先：

ＴＥＬ０１８７（６３）５２２６「秋田内陸線乗ってみ隊事務局」係
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休祭日救急医療センターの廃止及び
休日救急医療連携事業の開始について

１０月１日から「休祭日救急医療センター」は、「休日
救急医療連携事業」として、仙北組合総合病院に場所
を移して新たにスタートします。

大曲地区休祭日救急医療センター（大曲保健センター

内）は、大曲仙北医師会、大曲仙北薬剤師会の協力のも

と、日曜日、国民の祝日及び年末年始における圏域住民
の急病に対して初期診療を３０年間行ってきましたが、近

年の救急医療環境の充実や検査設備や高度な医療機器

が整った機関での診療を望む患者が増えたことなどから、
特に仙北組合総合病院の救急患者が年々増加する一方

で休祭日救急医療センターの利用者は年々減少する傾向

にありました。

また、全国的な医師不足は、圏域の中核病院である仙
北組合総合病院においても例外ではなく、救急患者の待

ち時間が長くなるとともに、救急診療を行う医師の勤務時

間や勤務内容が過重になるなど、救急医療を取り巻く諸
課題への対応が求められていました。
こうしたことから、救急患者の診療のスピード化と勤務
医の負担軽減などを目的とした診療参加型医療連携を図
るため、これまでの制度を見直し、新たに大曲仙北医師会
に所属する医師が仙北組合総合病院に出向いて救急診
療に参加する事業を行政も参画して実施していくことにな
りました。
これにより、現在の休祭日救急医療センターはなくなり
ますが、新たに仙北組合総合病院での休日救急医療連
携事業として生まれ変わることになります。
圏域住民の皆様の急病等に関しては、これまで以上に
大きな安心感が得られるとともに、救急医療の充実につな
がるものと考えられます。

＜休日救急医療連携事業の概要＞

平成２０年１０月１日■事業開始：

仙北組合総合病院■診療場所：

日曜日、祝日、年末年始■診療日：
※最初の診療日は１０月５日（日）となります。

午前９時～午後３時■診療時間：

内科・小児科■診療科目：

※詳細については、後日広報等にてお知らせいたします。

TEL０１８７（６２）５１８７■問合せ先：広域事務局管理課

障害児の自立をみんなで支えよう
＜特別支援教育かがやきミーティング＞

「特別支援教育」を理解してもらい、障害を持つ児童

の、自立支援活動の輪を拡げ、連携を深める。

８月８日（金）１３：１５から■日時：

浅舞公民館（横手市平鹿町浅舞字覚町後１４０）■会場：

実践発表、講演■内容：

関心のある方は、どなたでも■対象：

ＴＥＬ ０１８７（６３）３４７７■申込：南教育事務所仙北出張所

介 護 員 養 成 研 修会

母子家庭の母、寡婦などが、訪問介護員として就業

するための、知識や技術を習得する研修会です。

介護員養成研修２級課程■研修名称：
■研修期間：

講義：９月２０日（土）～１１月１６日（日）の間の土・日

実習：１１月１７日（月）～１２月２２日（月）

（この間の平日で４～５日間）
問い合わせください。■会場：

秋田県に居住する母子家庭の母及び寡婦、■対象者：

父子家庭の父で、必ず全課程を受講できる方

※３級課程修了者は、免除科目があります。
３０名■定員：

テキスト代６，８００円。■費用：

実習前に受けるインフルエンザ予防接種料は
自己負担です。

申込書に記入し、申し込むこと。ＦＡＸ可。■申込方法：

申込書は、福祉事務所、母子寡婦福祉連合会、ハロー

ワークなどにあります。
９月１１日（木）■申込締切：

秋田市旭北栄町１－５■申込先・問合せ：

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
ＴＥＬ ０１８（８９６）１５３１ ０１８（８６６）２１６６／ＦＡＸ

県南地区家庭教育フォーラム

みんなして かだってみるが 五・七・五

小・中・高校生と大人の、川柳に込められた「子ども

のホンネ」「親のネガイ」を石垣政和氏がコーディネート
します。

８月３１日（日）１０：００～■日時：

ＴＥＬ ０１８７（８３）２２８０■会場：美郷町仙南公民館
美郷町飯詰字北中島３７－１

子育て中の親、祖父母、小・中・高校生、子育■対象：

てサークルや家庭教育の関係者、関心のある

方など
無料■参加費：

７月３１日（木）まで■申込期間：

学生や地域の方々の川柳や、大石清美さん■その他：
のイラストがパネル展示されます。

■参加申込・問合せ：

ＴＥＬ ０１８（８６５）１１７１秋田県生涯学習センター

『少子高齢を考える』みんなの集い
～少子高齢社会を、地域みんなで変えるには～

７月２５日（金）１３：１５～１６：３０■日時：

角館交流センター 講堂■会場：

１「小学生の体験発表」■内容：

２「高校生の奉仕活動報告」
３「本音で語るグループ討議」など

秋田県高齢者福祉支援協会 仙北地域支部■連絡先：

TEL０１８７（６３）２５５７
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第３回 大仙・仙北・美郷
畜産共進会まつりを開催します！！

７月２６日（土）■日時：

畜産共進会： ７：００～１６：００
畜産まつり：１６：００～１９：００

大曲家畜市場■場所：

大仙市高関上郷字高屋敷５８

■内容：
○畜産共進会：家畜評価コンクール、肉用牛体重推定

コンクール、家畜ふれあい等

○畜産まつり：消費拡大焼肉賞味会、仙北牛肉試食
販売会、地場産野菜の直売コーナー、

大抽選会等

秋田おばこ農業協同組合 畜産総合センター■問合せ：
ＴＥＬ ０１８７（６２）０２０７

水道メーター交換の実施について

水道を利用されている皆様のなかで、今年度中に耐

用年数をむかえる水道メータを企業局より委託を受け

た工事業者が訪問し、メータ交換を実施することになり

ました。利用者の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおか

けしますが、ご協力をお願いします。

平成２０年７月１５日～平成２０年１２月１日まで■交換作業期間：

○角館地区 ㈲門脇設備工業■業務委託業者：

○田沢湖地区 ㈲津島ボイラー

○西木地区 斎藤ポンプ店

まつもと設備

ＴＥＬ（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局工務課

～愛仙創立２周年記念～

安積遊歩 氏 講演会（あさかゆうほ）

自身が障がい者であり、障がいをもつ娘の母でもあ

る安積遊歩氏の講演会を開催します。２０代から障が

い者運動に関わり、現在、フィリピンの村に奨学金援助
を行うＮＰＯ団体「ＬＩＮＫ」代表。障がいを持つ人の自立

をサポートする国立市の援助センター代表。貴重な講

演会です。聴講お待ちしています。

７月２６日（土）午後２時■日時：
角館樺細工伝承館（入場無料）■会場：

■主催／問合せ：

ＮＰＯ法人秋田ふくしハートネット事務局

ＴＥＬ ０１８７（５４）２４２２

聞いてみよう福祉の仕事

福祉の仕事の分野・職種・資格や、福祉系学校につ

いての説明や助言、福祉施設の見学などを行います。

７月３０日（水）８：４５から■日時：

秋田県南部老人福祉総合エリア■会場：

福祉の仕事に関心のある高校生■対象：

進路指導担当教諭

秋田県南部老人福祉総合エリア■申込：

横手市大森町字菅生田

ＴＥＬ０１８２（２６）３８８０

※高校毎にとりまとめて、申込ください。

「創業塾」開催仲間と共に夢をかなえる

１人では無理だけど、仲間と一緒にビジネスを始め
たいと考えているかた向けの講座です。

８月３１日（日）、９月１４日（日）、９月２１日（日）■期日：

（３日間でひとつの講座です）

１０：００～１７：００■時間：
中央シルバーエリア（秋田市御所野）■場所：

県内で創業を検討している方、グループで創業■対象：

したい方（年齢・性別問わず。退職者・主婦などもＯＫ）
２０００円■受講料：

２０名（先着順）■定員：

８月２２日（金）■締切：

秋田県中小企業団体中央会■問合せ：
ＴＥＬ０１８（８６３）８７０１

ののはな４周年記念

「介護を語る集い」ご案内

ＮＰＯののはなでは、開設４周年を記念して、秋田大

学の猪俣先生の講演と介護家族の意見

交換の場として「介護を語る集い」

を開催いたしますので、皆さん

是非ご参加ください。

７月２７日（日）１３：００～■日時：

仙北市就業改善センター■会場：

（神代野中清水）

■内容：

第１部 講演「認知症を考える」（仮題）

講師：秋田大学医学部保健学科 猪俣祥子 先生

第２部 グループ座談会「認知症への対応を考える」

※参加される方は、電話もしくはＦＡＸにて７月２２日

までご連絡ください。

ＮＰＯののはな（田沢湖卒田字北竹原９６）■申込み･問合せ：

ＴＥＬ（４４）３８３６／ＦＡＸ（４４）２４４２
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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 ６０３０８１②接客(臨時４ヶ月以上)パート労働◆ -
者③不問④７５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ６０５◆ -
６８１②米穀運搬員及びリフト作業員(臨時４ヶ月未満)正社

員以外③不問④２２５，０００～２２５，０００⑤大仙市⑥普通

自動車免許一種 フォークリフト運転技能者 ①０５０４１ ６０◆ -
６９８１②土木作業員(常雇)正社員③不問④２００，１００～２

００，１００⑤仙北市 大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０◆

５０４１ ６０７５８１②塗装工(臨時４ヶ月未満)正社員以外③-
不問④１４４，０００～１４４，０００⑤大仙市・仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０１０ ７４０７８８１②自動車整備「角館◆ -
店」臨時４ヶ月以上(正社員以外)③不問④１４６，６３０～１７

５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 国家２級整備士

①０５０８０ ９３４１８１②総務経理係 臨時４ヶ月以上(正◆ -
社員以外)③不問④１３２，０００～１９８，０００⑤仙北市⑥不

問 ①０５０８０ ９３５０８１②フロントサービス係 臨時４ヶ月◆ -
以上(正社員以外)③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北

市⑥不問 ①０５０８０ ９２７０８１②【請】清掃係 常雇(正社◆ -
員以外)③不問④１１２，７００～１１５，０００⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ６４３１８１②フロントサービス及びルーム係(常◆ -
雇)正社員③不問④１４５，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１ ６４４０８１②調理係(常雇)正社員③不問④１◆ -
７４，５００～３５０，０００⑤仙北市⑥調理師 ①０５０４１ ６４◆ -
５３８１②食堂係(常雇)正社員③不問④１４５，０００～２５０，

０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０１０ ７６５０８８１②販売員（角◆ -
館）常雇(パート労働者)③不問④６５０～６５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４０ １６２３２８１②（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④１１５，０００

◆～１１５，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種（通勤用）

①０５０４０ １６０８１８１②（派）液晶パネル組立及び検査「仙-
北市」臨時４ヶ月以上(登録型派遣)③不問④１２３，２００～１

３２，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（通勤用） ①０◆

５０４０ １６０９０８１②（派）光学レンズ加工機のオペレーター-
臨時４ヶ月以上(登録型派遣)③不問④１２２，１００～１２３，

７５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種（通勤用） ①０５０４◆

１ ６４８５８１②調理担当(常雇)正社員③不問④１５０，０００-
～２５０，０００⑤仙北市⑥調理師◆①０５０４１ ６２４７８１②-
生産技術員(常雇)正社員③不問④１２６，３５２～１２６，３５２

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ６２５８８１②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 ６２３４８１②製品加工機オペレ◆ -
ーター(常雇)正社員③不問④１１２，６８４～１１２，６８４⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４０ １６３６９８１②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介護支援専門員 普通自動車免許一種

①０５０４０ １６３７５８１②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介護支

援専門員 普通自動車免許一種 ①０５０４１ ６１９１８１②◆ -
測量設計(常雇)正社員③不問④２２０，０００～２８０，０００⑤

大仙市⑥測量士 宅地建物取引主任者 ①０５０４１ ６３０５◆ -
８１②ガソリンスタンド販売員(常雇)パート労働者③不問④７

３０～１，０１０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 危険物取

扱者（乙種）優遇 ①０５０４１ ６４９４８１②料飲接客サービ◆ -
ス(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１６０，０００～２５

０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（通勤用） ①０５◆

０４１ ６５０２８１②調理師(常雇)正社員③不問④１６０，０００-
～２５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（通勤用）調

理師

※平成２０年６月２７日～７月３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

臨時職員の募集について

社会福祉法人 水交会では、臨時職員を募集いた

します。

■職員募集施設名：
知的障害者入所更生施設「後三年鴻声の里」

男子利用者の生活・作業支援■業務内容：

時給８２０円（社会保険、雇用保険あり）■給与等：

日勤（８：３０～１７：３０）その他、日直、■勤務形態：
宿直あり

■採用予定人数及び採用期間：

平成２０年 ８月１日～平成２１年３月３１日まで１名１
平成２０年１０月１日～平成２１年３月３１日まで１名

履歴書を郵送又は持参■申込方法：

平成２０年７月２４日（木）■申込期限：

日時：平成２０年７月２８日（月）■試験日：
１３：３０～（作文・面接）

場所：後三年鴻声の里

■問合せ・申込先：
後三年鴻声の里 （担当：菅尾）

〒０１８－１２３４ 美郷町飯詰字東西法寺１４８

ＴＥＬ ０１８７（８３）２０３５

税源移譲による所得変動に係る
市民税・県民税減額申告について平成１９年度

該当すると思われる方については、税務課から７月４日

付けでご案内をお送りしています。

申告期間は７月３１日（木）までですので、忘れずに申告

してください。

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課
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№６７-２平成２０年７月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

秋田県国民健康保険団体連合会
夏休み「健康づくり絵画コンクール」

秋田県国民健康保険団体連合会（齋藤正寧理事

長）は、県内小学生から「健康づくり」をテーマに描い

た絵を募集します。締め切りは９月１２日。

四つ切りサイズ（３８ｃｍ×５４ｃｍ）の画用紙に■応募方法：

自由に描く（絵といっしょに文字や標語をいれても可）。

画材はクレヨン、絵の具。裏面に「絵のタイトル」、名前、学

校名、学年、保護者の名前、住所、電話番号を明記。

主催者ホームページ上で１１月下旬に発表■発表：

http://www.akita-kokuhoren.or.jp/（受賞者には通知）

応募者全員に後日、記念品を、最優秀賞ほか入賞者■賞品：

に賞状と図書カード贈呈。入賞作品の中からテレビＣＭ及

びカレンダーポスターに使用。入賞作品はホームページに

掲載。ほか応募作品はにかほ市開催の種苗交換会場に展

示を行います。

TEL０１８（８６２）６５８５■問合せ：事業企画課企画調査班

たざわ湖まつり出店者募集

恒例の第３８回たざわ湖まつりが７月２６日（土）に田

沢湖畔で開催されますので、出店される方を募集いた

します。

申込用紙は実行委員会

事務局または観光課

（ ）ＴＥＬ（４３）３３５２

にあります。

■出店場所と時間：

田沢湖畔おまつり広場

正午～午後９時

３，０００円■出店料：

（実行委員会へ）

７月２２日（火）■申込締切：

保健所等の必要な許可は各自取得のうえ、■許可等：

許可証を添付して事務局へお申し込み下さいますよ

うお願いします。

※出店ご希望の方が多数の場合、スペースの都合

により抽選になる場合があります。

たざわ湖まつり実行委員会■問合せ：

ＴＥＬ（５８）００６３田沢湖観光協会内

仙北市
時間外窓口開設のお知らせ

仕事などで日中の窓口開庁時間内に税金を納付す

ることができない方のために時間外窓口を開設します。

また、事情により納期限までに税金を納付することが
困難な方のために時間外納税相談窓口も併せて開設

します。

平成２０年７月３１日(木)１７時１５分～１９時■開設日時:

※開設時間に都合がつかない場合は事前に連絡を
お願いします。

田沢湖庁舎………税務課■場所:

角館・西木庁舎……総合窓口課(正面玄関
よりお入りください)

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ先:仙北市税務課納税係

ジブリの絵職人 男鹿和雄展
平成２０年９月２０日～１１月４日

スタジオジブリの「となりのトトロ」などで美術監督
を務めた男鹿和雄さんの展覧会が開催されます。

、 、 、男鹿さんは 大仙市太田町出身で 角館高校を卒業後
東京でアニメーションの背景画を数多く描き、１９８７年
「となりのトトロ」の制作からスタジオジブリに参加。
以降「おもひでぽろぽろ 「平成狸合戦ぽんぽこ 「もの」 」
のけ姫」で美術監督を務められました。
「となりのトトロ」の背景画など、男鹿さんの作品約
２００点が展示されますので、皆さんのご来場とご協力
をお願い申し上げます。

平成２０年９月２０日（土）～１１月４日（火）■会期:
午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）

角館町平福記念美術館■会場:
一般 ７００円（前売６００円）■入館料:
高校生 ５００円（前売４００円）
小・中学生 ２００円（市内の小・中学生無料）

男鹿和雄展ボランティアスタッフを募集します
男鹿和雄展の運営補助をしてくださるボランティアを募集
します。

■活動内容

・来場者受付、案内補助、作品監視、来場者の整理、
駐車場整理 など

■謝礼等

謝礼はございませんが、ボランティアを頂いた方には記念品を
進呈予定。交通費等の経費については、申込みされた方のご
負担となります。

■お申込み方法

平福記念美術館・各地域センターにボランティア申込書があ

りますので、ご記入のうえ、実行委員会事務局へお申込ください。

■お申込み・お問合せ

平福記念美術館内
男鹿和雄展実行委員会事務局
仙北市角館町表町上丁4-4

ＴＥＬ（５４）３８８８
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メモリアルＭＹ花火を
打ち上げてみませんか

８月17日（日）に行われる「第１３回戸沢氏祭花火大会」

で、皆さんの記念花火を打ち上げてみませんか？

お孫さんの誕生や結婚祝い、成人

祝いなどの記念に、また、大切な

人へ伝えたい気持ちを、メッセー

ジと共に、真夏の夜空に打ち上

げる、大輪の花に思いを託して

伝えてみませんか？

１口 １０，０００円■費用：

４号玉と２．５号玉のセット（各１発ずつ）■打上内容：

※打ち上げ前に、メッセージを読み上げて紹介します。

８月４日（月）まで■申込締切：

※応募多数の場合、抽選となります。

戸沢氏祭実行委員会事務局■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３５２

留学生を我が家に呼ぼう！
「あきたのファミリー 」募集

留学生を自宅に呼んでの国際交流、会えない時は

電話したりメールしたり、家族の一員として交流しなが

ら、留学生を応援します。

８月２５日（月）■募集締切：

※応募条件、申込方法などは問い合わせください。

秋田県国際交流協会■問合せ：

秋田市旭北栄町１ ５-
ＴＥＬ０１８（８６４）１１８１／ＦＡＸ０１８（８６４）０１６０
メール ａｉａ＠ａｉａｈｏｍｅ．ｏｒ．ｊｐ

若者の自立支援相談会

対人関係が苦手、やりたいことが見つからなくて困っ

ているなど、自立したいのに自信が持てない若者や保

護者の相談会です（事前申込みが必要です）

全て土曜日■期日：

７／１９、８／２３、９／２０、１０／２５、

１１／２２、１２／２０

１０時～１６時■時間：

秋田県南部男女共同参画センター■会場：

（南部ハーモニープラザ）横手市神明町１－９

社会的自立に困難を感じる若者や保護者■対象：

ＴＥＬ０８０（１６９４）０７６４■申込：

日本産業カウンセラー協会東北支部秋田県運営部

ＴＥＬ０１８（８６０）１５５２■問合せ：

秋田県県民文化政策課少年育成班

山の楽市 参加業者募集のお知らせ

今年で第１４回目を数える仙北市物産展「山の楽市」

が１１月に横浜市で開催されます。この物産展は、東京

・横浜方面と仙北市を直接結ぶ高速長距離バス運行
の相模鉄道㈱様の協力を得て、仙北市の自然の恵み

や地域特産品及び観光資源を首都圏でＰＲし、地元特

産品の新たな販路開拓と誘客活動を実施するもので

す。尚、昨年から仙北市商工会が実施窓口となり開催
しております。

つきましては、下記の内容にて計画しておりますの

で、参加を希望される方は仙北市商工会へご連絡下さ
い。（お申込み下さい）

１１月６日（木）～８日（土）■開催日：

横浜市 相模鉄道二俣川駅構内特設会場■開催会場：

仙北市在住の方（品質表示等の遵守が必■参加資格：
要になります）

１８事業所程度（応募多数の場合は抽選）■募集数：

会場使用料として売上高（消費税含）■参加負担金：

の１６％
１参加業者につき１万円の助成■参加助成金：

８月１５日（金）■申込締切日：

仙北市商工会■問合せ：
TEL（５４）２３０４角館本所

TEL（４３）０３７２田沢湖支所

TEL（４７）２１３０西木支所

建設現場で働く方々へ
～建設業退職金共済制度について～

この制度は、建設現場で働く方々の為に「中小企業
退職金共済法」という法律により、国が作った退職金制
度です。
事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に、

働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめた時に、建退共か
ら退職金を支払う、いわば業界全体での退職金制度です。

○加入できる事業主：建設業を営む方

○対象となる労働者：建設業の現場で働く人

○掛金：日額３１０円

■特徴：
①国の制度なので安全、確実、申込手続きは簡単です。

②経営事項審査で加点評価の対象となります。

③掛金の一部を国が助成します。

④掛金は事業主負担ですが、法人は損金、個人で
は必要経費として扱われ、税法上、全額非課税と

なります。

⑤事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して
計算されます。

ＨＰ「建退共」に詳細情報が記載されています。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｅｎｔａｉｋｙｏ．ｔａｉｓｙｏｋｕｋｉｎ．ｇｏ．ｊｐ/

建設業退職金共済事業本部秋田支部■問合せ：

秋田市山王４－３－１０ 秋田県建設会館内

ＴＥＬ０１８（８２３）５４９５／ＦＡＸ０１８（８６５）２３０６
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「大根劇団」地元講演決定！

「大根劇団」は地元素人劇団で、自殺予防をテーマ

にボランティアで力を注いでいる劇団です。「自殺予防

に無関心でいいのか」と熱いメッセージを込めた寸劇を

くり広げます。ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひ足をお

運びください。

７月２０日（日）午後１時３０分開演■日時：

田沢湖総合開発センター■場所：

※入場無料、申込無しの自由参加です。

大根劇団代表 津島順二

ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

香りづくり体験会

角館の武家屋敷「青柳家」の美しい庭園を見ながら、

「桜の香り」や「雅な香り」などを調合して、自分だけの

香りを作ります。

８月３日（日）～５日（火）、１３日（水）～１６日（土）■会期：

１２：００～１６：００

青柳家 秋田郷土館内 和室■会場：

１，０００円（３ｃｃ） ※入館料別途■料金：

パレアンヌ中田■予約・問合せ：

ＴＥＬ０９０（９３０５）５９２１

勾玉のアクセサリーが作れる！Ｔシャツを自分色に染める！

縄文発見ワクワク体験

遺跡の発掘や、勾玉・土器などの製作から、古代の
知恵と工夫を体験します。
発掘体験、勾玉でアクセサリー作り、オリジナル土器の

作成、古代文様の染め物、などのコースが選べます。
７月２９日（火）・３０日（水）・３１日（木）■日時：
秋田県埋蔵文化財センター（大仙市払田）■会場：
小・中学生、高校生■対象：

■申込方法：
下記「連絡先」に電話して、希望日・コースなどを連絡

７月２５日（金）■申込期限：
秋田県埋蔵文化財センター■連絡先：

ＴＥＬ ０１８７（６９）３３３１「縄文発見・ワクワク体験」係

石綿 健康被害の（アスベスト）

ご遺族のみなさまへ

平成１３年３月２６日以前に、石綿による疾病で死亡

された労働者のご遺族で、時効により労災保険給付を

受ける権利が消滅した方には、特別遺族給付金が支

給されます。

請求期限は平成２１年３月２７日までとなっており、そ

れを過ぎると、支給を受けることが出来なくなります。

■請求手続き・問合せ：

ＴＥＬ ０１８８（８８３）４２７５秋田労働局

ＴＥＬ ０１８７（６３）５１５１大曲労働基準監督署

 

仙北市成人式について

今年度の仙北市成人式は、８月１５日（金）に仙北市

民会館において行います。

該当者は昭和６２年４月２日～６３年４月１日生まれ

の方々です。
該当の方々には７月中旬に案内を送付しますが、送

付されなかった方は生涯学習課にお問い合わせくださ

い。
なお、転出されている方につきましては、中学校卒業

時の住所へ送付いたします。

仙北市教育委員会生涯学習課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７
（７／１再掲）

－夏休み親子美術教室－

ブナの木でハンガーをつくろう！

７月２７日（日）９：３０～１６：３０■日時：
秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村内）■会場：

小学生とその保護者■対象：

１５組（３０名程度）先着順■定員：

７００円（材木代等、当日徴収）■材料費：
①「夏休み親子美術教室」②親子の氏名■申込方法：

③郵便番号・住所④電話番号⑤学校名・学年を、ハガキ、

ＦＡＸ又は電話で連絡ください。
秋田県立近代美術館■申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８２（３３）８８５５／FAX０１８２（３３）８８５８

わかるところまでさかのぼって
ていねいにお手伝いします

～仙北市角館町「楽しい学習オタスケマンの会」～

夏休み期間中の２日間、総合情報センターに集まって

みませんか？

「角館キッズ学びぃ教室」に参加したい人は、必要な道具を
準備して集まってください。

国語（作文・感想文含）、社会、■お手伝いできる教科：
算数（数学）、理科、英語

８月１日（金）、２日（土）の２日間■勉強できる期間：
（当日参加大歓迎）

午前９：００～１１：００（２時間）■勉強時間：

※８時３０分まで集合
仙北市総合情報センター■場所：

（ ）ＴＥＬ（４３）３３３３

無料■費用：
■お手伝いしてくださる人たち：

退職した先生、現職の先生、市民の方たち、高校生
のお兄さん、お姉さん、ボランティア活動をされてい
る方たち

各家庭でお願いします（気をつけて送迎■子供の送迎：
して下さい）

楽しい学習オタスケマンの会 事務局 草彅■問合せ先：
TEL（５３）２６８４
仙北市教育委員会 教育研究室
TEL（４３）３３８７
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面舵いっぱい！進路は未来へ

国立宮古海上技術短期大学の、平成２１年度学生

の募集です。

専修科生 ４０名■募集人員：

高等学校卒業以上■受験資格：

７月２６日（土）・９月６日（土）■体験入学：

■入学試験：

高校３年生と既卒者（社会人）

試験種別 出願期間 試験日

～８／１５ ８／２３Ａ０入学試験

１０／１～１０／１５ １０／２５第１回自己推薦

１１／４～１１／２８ １２／６第２回自己推薦

１２／１５～１／２３ １／３１一般入学試験

２／１６～３／３ ３／１４第３回自己推薦

既卒者のみ

試験種別 出願期間 試験日

１０／６～１０／３１ １１／８第２回社会人入試

２／１６～３／３ ３／１４第３回社会人入試

■入試科目：

一般入試：筆記試験（国語総合・数学Ⅰ・英語Ⅰ）・面接

そ の 他：小論文・基礎学力検査・面接

国立宮古海上技術短期大学校 教務課■問合せ：

〒０２７－００２４ 岩手県宮古市磯鶏２－５－１０

ＴＥＬ０１９３（６２）５３１６／ＦＡＸ０１９３（６２）５４４０
ＨＰアドレス ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｒｎａｃ．ｎｅ．ｊｐ/~ｍｉｙａｋａｉ

Ｅ-mailアドレス ｍｉｙａｋａｉ＠ｒｎａｃ．ｎｅ．ｊｐ

樺細工伝承館 特別展

「イタヤ細工と編みの技展」

イタヤ、クルミ皮、ブドウ皮などの編み細工約８０点を

展示しております。

８月２４日（日）まで■会期：

角館樺細工伝承館 第２展示室■会場：

９：００～１７：００（入場は１６：３０まで）■時間：

仙北市民は無料■入場料：

ＴＥＬ（５４）１７００■問合せ：角館樺細工伝承館

自衛官募集 案 内

○２等陸・海・空士（男女）及び一般曹候補生

・受付期間：８月１日（金）～９月１０日（水）

・試験期日：９月２０日（土）
・受験資格：１８歳以上２７歳未満の男女

○航空学生

・受付期間：８月１日（金）～９月１０日（水）
・試験期日：一次試験：９月２３日（火）

・受験資格：１８歳以上２１歳未満の男女

○看護学生

・受付期間：９月８日（月）～９月３０日（火）
・試験期日：一次試験：１０月２５日（土）

・受験資格：高卒（見込含）２４歳未満の男女

■応募資格、試験期日等の問合せ：
大仙市大曲田町２１－５
自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所

ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３
(７／１再掲)

「ご近所さんに乗っていただく内陸線」参加者募集！
秋田内陸縦貫鉄道を守る会（会長 鈴木定平）では、廃線の危機にある内陸線の需要創出につなげようと
「ご近所さんに乗っていただく内陸線」モデルツアーを実施します。
今回は、角館漁協上桧木内支部・上桧木内部落会のご協力をいただき、
魚のつかみどりとカジカとりを楽しむ“清流 桧木内川あそび”を実施します。

７月２７日（日）午前９時３０分 内陸線上桧木内駅集合■日時：
※角館駅発８：５３、帰りは上桧木内駅発１４：０７となります。

小学生２５名とその保護者（内陸線を利用してご参加ください）■募集対象：
※先着順です。

桧木内川（上桧木内地域）でイワナ、ヤマメのつかみどり＆カジカとり■内容：
＊大人は魚のつかみどりには参加できません。 ＊つかまえた魚は持ち帰りできます（５匹まで）
＊雨天の場合は特設会場にて、魚のつかみどりのみ行います

往復ハガキで申し込みください。■申込方法：
参加者の住所、氏名（保護者と児童）、児童の学年、電話番号を記入願います○往信用ハガキ裏：
返信先の住所、宛名の記入願います○返信用ハガキ：

〒014-0601 仙北市西木町上桧木内字大地田28－６ 『上桧木内郵便局留め』■申込先：
７月２２日（火）ハガキ必着■申込〆切：

１人３００円（保険料ほか）■参加費：
昼食、かじかとり道具（ワッパ、ヤス等）、着替え■持ち物：
秋田内陸線を守る会 連絡取次所（紙風船館内） ＴＥＬ（４９）２２０１■問合せ：


