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№６９平成２０年８月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

平成20年度 仙北市

高齢者共同生活支援事業のお知らせ

家庭の事情により養護を必要■事業の目的：

とする高齢者に対して、一時的に施設で

養護することにより、高齢者及びその

家族の日常生活を支援する事業です。

仙北市に居住する、おおむね６０歳以■利用対象者：

上の高齢者で、養護を必要とし、施設において共同

生活のできる方。

１１月から翌年４月までの６ケ月間■利用期間：

１人１日２，２００円（食事含む）■使用料：

１人部屋 ６室、 ２人部屋 １室■入所定数：

社会福祉法人県南ふくし会「清流苑」内■入所施設：

各地域センター窓口及び福祉事務所に■利用の申請：

申請書があります。必要な事項を記載し９月１６日まで

福祉事務所長寿いきがい係へ提出してください。

仙北市福祉事務所 長寿子育て課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８１長寿いきがい係

男性のための料理教室
あなたは大丈夫？！メタボリックシンドローム

「自分の健康は自分でつくる！」そんな時代、男性の

方も料理に興味をもって、最も大切な食事について一

緒に考え、楽しく料理してみませんか？料理が好きな

人も、あまり興味がない人も、是非ご参加ください！

８月２９日（金）９：４５受付■日時：

西木保健センター■場所：

調理実習（手軽につくれる料理）、試食■内容：

エプロン■持ち物：

無料■参加費：

■参加資格：

年齢は特に問いません。どなたでもご参加ください。

８月２５日（月）※定員数になり次第締切■締切日：

１５名■募集定員：

電話によりお申し込みください。■申込方法：

ＴＥＬ（５５）１１１２■申込先・問合せ：仙北市保健課

仙北市
「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：

８月２８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

角館町を探索してみませんか

仙北市内へ近年転入された方や、初歩的な歴史から学

んでみたいと思っている方にぴったりの講座です。武家屋

敷を中心とした「内町コース」と、商人町を中心とした「外

町コース」です。

（両日共に徒歩での探索です）

①家屋敷中心の「内町コース」

９月２１日（日） 午前８：３０～午前１１時３０分

平福美術館玄関に集合し、武家屋敷などを探訪する。

②商人町中心の「外町コース」

９月２８日（日） 午前８：３０～午前１１時３０分

田町「西宮家」に集合し、特色ある「蔵」などを探訪する。

応募者多数の場合は抽選）■募集人員：１５名ずつ（

ハガキに参加する方の氏名、住所、電話番号、■申込：

どちらのコース（①か②）かを明記の上、９月２日（火）まで

必着するようにお願いいたします。

家族で申し込まれる方は、代表者の方の氏名、住所、

電話番号を記載の上、外何人と人数を明記してください。

■ハガキのあて先：

〒０１４－０３３４ 角館町表町上丁６番地 角館公民館

TEL（５４）１１１０■問合せ：角館公民館

市立角館総合病院からお知らせ

８月からの診察曜日は、水・木とお知ら総合診療科：

せしておりましたが、火曜日も診察しております（石橋

直明医師）。

９月から毎週火曜日は、三浦肇医師（秋田呼吸器科：

赤十字病院）が診察を行います。

ＴＥＬ（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院
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国土交通省からの

国有財産売却のお知らせ

国土交通省秋田河川国道事務所では、田沢湖生保内

地内の国有財産（土地）を、「普通財産売払申請書」の先

着者を契約の相手方として売却します。
土地１，７６４．０８㎡（生保内字駒ヶ岳■売却資産：

２－１１０外１筆）

８月２０日（水）午後１時３０分～■下見（現場説明 ：）

￥２，５４０，０００．－■売却価格：

下見（現場説明）日時以外にも申し出があ■その他：

った場合は随時実施します。

国土交通省 秋田河川国道事務所■問合せ：

ＴＥＬ０１８（８６４）２２８３経理課 契約係
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｈｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ/ａｋｉｔａ/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

子育てサポーター養成研修会

就職・就業を希望する６０歳代前半の方を対象とした

講座です。

９月１１日（木）～２６日（金）■日時：

角館交流センター（角館町中菅沢７７－３０）■会場：

２０人■定員：

８月１１日（月）から受付（定員になり次第締切）■申込：

無料（会場までの交通費、昼食代は実費）■受講料：

仙北市シルバー人材センター■問合せ：

ＴＥＬ（５５）１６４６／ＦＡＸ（５５）１６５２

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：～９月１０日（水）まで

・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：～９月１０日（水）まで

・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

(７／１５号再掲)

障害者に勇気を！

「ふるさとをください」映画上映会

障害者を見つめなおすきっかけになる映画です。

大路恵美・ベンガル・鳥丸せつこ・中山仁・■出演者：

石井めぐみ・藤田弓子 他

ジェームス三木■脚本：

■上映日時・会場：

（９／２１、１２／７は日曜日、以外は土曜日の上映）

８／２３ 秋田市 市文化会館小ホール

８／３０ 横手市 横手かまくら館

９／６ 由利本荘市 ボートプラザ アクア・パル

９／１３ 大館市 市民文化会館（中ホール）

９／２１ 男鹿市 市民文化会館（小ホール）

９／２７ にかほ市 勤労青少年ホーム（音楽ホール）

１０／１１ 湯沢市 市民文化会館（中ホール）

１０／１８ 鹿角市 鹿角地域交流センター

１１／８ 仙北市 角館交流センター

１１／１５ 能代市 市文化会館（中ホール）

１１／２２ 潟上市 昭和公民館

１１／２９ 大仙市 市中央公民館（ホール）

１２／７ 北秋田市 北秋田市文化会館

大人１，０００円（当日１，２００円）■入場券：

子供５００円（当日６００円）

※入場券の販売所は、下記に問い合わせください。

社会福祉法人一羊会 杉の木園■問合せ：

TEL０１８（８２７）２３１０／ＦＡＸ０１８（８２７）２３１１

子育てのお手伝い

「子育て緊急サポートネットワーク」では、親の急な残

業などに対応する「泊まり預かり」や、「子どもが病気回

復期」などの「預かり」「送迎」をして頂ける方へ、サポー

ター講習会を開催します。詳しくは、問い合わせくださ

い。

９月１７（水）・１８（木）・２５（木）・２６（金）■期日：

１０：００～１６：００■時間：

仙南交流センター■会場：

美郷町飯詰北中島３７－１

無料■受講料：

■対象：

・子育ての基本的な知識と理解

がある子育て経験者

・研修を受講することが出来る方

・保健師、看護師、保育士のいずれかの資格を有す

る方

９月５日（金）■締切：

あきた子育て緊急サポートセンター（県南支部）■申込：

ＴＥＬ０１８２（３３）３１２６／ＦＡＸ０１８２（３３）３１２７
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「第１０回 田沢湖ツーデーマーチ」

仙北市にお住まいの方は、

９月１０日（水）までに申し込む

と、参加料は無料です！これ

を機会に、ご家族やお友達と

ウォーキングを楽しみません

か。コースは体力にあわせて

お選びください。コースには

飲み物のサービスもあります。

多数のご参加をお待ちしております。

１０月４日（土）～５日（日）■期日：

無料■参加料（仙北市在住の方 ：）

※ただし、９月１０日（水）までに申込の場合。

それ以降は、一般１，０００円

田沢湖観光協会、市役所各地域センター窓口■申込：

（ ）の時刻まで、白浜会場で受付ます。■受付：

４０ (６：３０) ２２ (９：１５) １２．５ (９：４５)１日目： km km km
３０ (７：１５) ２０ (８：１５) １０．５ (９：１５)２日目： km km km

TEL（５８）００６３■問合せ：田沢湖観光協会

ＴＶ-ＣＭ出演者 大募集!!
ダイドードリンコ 日本の祭り2008 ひとことパフォーマンスｉｎ角館

ダイドードリンコの飲料を片手に、５秒前後、祭りのメ

ッセージやご当地自慢など、ひとことパフォーマンスをし

てください。ＣＭをＴＶ番組内で放送します。

参加者にはおみげもあります。友だちを誘って、会場

へ遊びに行ってみよう！！

９月８日（月）午前１０時～午後４時■収録日時：

伝承館前 武家屋敷ポケットパーク■集合場所：

（雨天時は、伝承館）

９月２７日（土）１３：３０～１４：２５■放送日時：

ＡKＴ秋田テレビ

TEL（４３）３３５２■問合せ：仙北市観光課

多重債務 心の問題 向き合うと に

～借金で死ぬ必要なんかない！～

多重債務問題のスペシャリストである宇都宮弁護士

をお招きして、多重債務からの脱出や、生活苦からの

自殺予防を考えます。参加は無料です。

８月３１日（日）１３：３０～１７：００■日時：

秋田県正庁（秋田県議会棟１階）■場所：

①講演（講師：弁護士 宇都宮健児 氏）■内容：

②パネルディスカッション

TEL０１８（８３６）７８０６■問合せ：秋田県生活センター

元気になる健康づくり情報

＜足裏マッサージ自主勉強会＞

平成１９年度の「いきいき元気アップ教室」に参加し

た人で、自分たちの勉強会を行っています。興味ある

方はどなたでも参加できます。どうぞ、気軽にお出でく
ださい。

毎月第３木曜日（変更なる場合もあります）■期日：

１０：００～１１：３０■時間：

田沢湖健康増進センター（地域交流プラザ）■場所：
バスタオル■持ち物：

TEL（４３）０２３１■申込先・問合せ：滝口朝子

＜リラックス法教室＞（呼吸法と動きのレッスン）

寝ころんで、ゆっくり体を動かしながら、「こころ」と「か
らだ」が楽になっていく体験ができます。昼寝をする気

分でおいでください。

毎週火曜日（変更なる場合もあります）■期日：
１３：３０～１５：３０■時間：

田沢湖健康増進センター（地域交流プラザ）■場所：

バスタオル■持ち物：

TEL（４３）１５７６■申込先・問合せ：進藤ミツホ

いっしょに遊ぼう「ぽかぽか広場」

田沢幼稚園では、市内の未就園のお子さんの来園

を歓迎します。

時間がゆっくり流れる田沢の里で、幼稚園児といっ

しょに遊んでみませんか？

毎週木曜日の午前中（９時半頃から）■受入：

市内在住の未就園児とその家族■対象：

TEL（４２）２２５０■問合せ：田沢幼稚園

公 開 学 習 会

「ボランティア活動で幸せを感じる町づくり」

８月３１日（日）１０：００～１２：００■日時：

角館交流センター 第１研修室■会場：

講演（講師 佐々木久長）・意見交換■内容：

※参加費無料・申込不要。直接会場へおいでください。

大石貴志子■問合せ：ＴＥＬ・ＦＡＸ（４４）２１７０

クリオンの日帰り入浴時間が変わります

午前９時～９月１日（月）より、日帰り入浴時間は

になります。午後８時

西木温泉ふれあいプラザクリオン

TEL（４７）２０１０
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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

①０５０４１－７１０６８１②総務事務員(常雇)正社員③◆

不問④１７０，０００～２５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１－７１１９８１②販売員(常雇)パート◆

労働者③不問④７４０～７４０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４◆

１－７１２５８１②介護支援専門員(常雇)パート労働者③

不問④８５０～１，０００⑤仙北市⑥介護支援専門員 ①◆

０５０４０－１８０２５８１②検査工(常雇)パート労働者③不

問④６３０～６５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種(通勤

用） ①０５０４０－１９１２０８１②(派）設備管理「大仙市」◆

(常雇)常用型派遣③不問④１２６，２００～２４１，０００⑤

大仙市⑥不問 ①０５０４０－１８５６８８１②(派）検査「大◆

仙市」常雇(常用型派遣)③不問④１２３，２００～１３２，０

００⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０－１８３５９８１②販売◆

(常雇)パート労働者③不問④６５０～６５０⑤大仙市⑥不

問 ①０５０４０－１９０６６８１②(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④１２

３，３２３～１２６，６１１⑤大仙市⑥普通自動車免許一種

(通勤用） ①０５０４０－１９０５３８１②(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④１２

６，６１１～１２６，６１１⑤大仙市⑥普通自動車免許一種

(通勤用） ①０５０４０－１８０８０８１②看護業務(常雇)パ◆

ート労働者③不問④１，０００～１，６５０⑤大仙市⑥助産

師、看護師、准看護師のいずれか ①０５０４０－１９１９◆

８８１②運転手臨時４ヶ月以上(パート労働者)③不問④９

１０～９１０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１◆

－７２５１８１②店舗集配係(常雇)パート労働者③不問④

６５０～６５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４◆

０－１８９５４８１②チェッカー担当(常雇)パート労働者③

不問④７００～７００⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－７２７◆

３８１②調理補助(常雇)パート労働者③不問④６８０～６８

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－７２８６◆

８１②青果担当(常雇)パート労働者③不問④６２０～８５０

⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－７２９９８◆

１②レジ担当(常雇)パート労働者③不問④６２０～８５０⑤

大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４０－１８７７６８◆

１②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） ①０５０１６－１８７８９８１②（派）銀行窓口業務(臨◆

時４ヶ月以上)登録型派遣パート③不問④９５０～９５０⑤

大仙市⑥不問 ①４００６０－１０５３３１８１②介護職員◆

（秋田県仙北市）常雇(正社員)③不問④１２５，０００～１５

◆５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（ＡＴ限定可）

①４００６０－１０５３４０８１②看護師、准看護師（秋田県

仙北市）常雇(正社員)③不問④１７０，０００～２１３，０００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（ＡＴ限定可） 正・准看

護師免許 ①０５０８０－１０５４９８１②調理係（玉川温◆

泉）臨時４ヶ月未満(正社員以外)③不問④１５０，０００～

２２０，０００⑤仙北市⑥調理師免許 ①０５０８０－１０５◆

６４８１②配膳係（玉川温泉）臨時４ヶ月未満(正社員以外)

③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不問 ①◆

０５０８０－１０５７７８１②社員食堂係（玉川温泉）臨時４ヶ

月未満(正社員以外)③不問④１３２，０００～１９８，０００

⑤仙北市⑥不問 ①０３０１０－１０７５５０８１②（請）調◆

理員（仙北市）臨時４ヶ月以上(正社員以外)③不問④１０

９，１２０～１２６，７２０⑤仙北市⑥不問 ①０３０４０－２◆

７７４９８１②販売員〔Ｈ＆Ｇ田沢湖店〕１３時～１７時(臨時

４ヶ月以上)パート労働者③不問④７００～７００⑤仙北市

⑥不問

※平成２０年８月１日～８月７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

水辺での世代間交流「癒しde交流」開催

ＮＰＯ癒しの渓流・里・まちネットが子供からおじいち

ゃん、おばあちゃんまで楽しめる交流イベントをふるさと

の川、生保内川で開催します。イワナのつかみ取りと放

流、民謡、民話、ビンゴゲームなど、大人から子供まで
楽しめます。

８月３１日(日) 午前１０時～■日時：
生保内川大暗渠えん堤周辺■場所：

５００円（豚汁代等）■参加費：

田沢の郷（担当 田口初美）■申込・問合せ：

ＴＥＬ（５８）０１１２／ＦＡＸ（５８）００２２
※申込期日は８月２５日（月）。先着１００名で締切に

なります。

※豚汁、イワナの塩焼き等は用意しますので、お弁当

とお飲み物は各自でご持参ください。

＜会場案内図＞

生保内川大暗渠砂防えん堤


