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№７０平成２０年９月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

角館のお祭り」「
秋田内陸線臨時列車運行

角館のお祭りをごゆっくりお楽しみください。

９月８日（月）■運行日：

■臨時列車：

○角館駅２１：１７→松葉駅２１：４３→上桧木内駅２１：５６終着
○角館駅２３：００→松葉駅２３：２３→上桧木内駅２３：３６

→阿仁合駅０：１９終着

※いずれも各駅停車です。

秋田内陸縦貫鉄道㈱■問合せ：

TEL０１８６（８２）３２３１

秋田県仙北平野土地改良区管内

用水路の長期断水について

９月１２日（金）～１１月５日（水）■断水期間：

■断水施設：

１号幹線用水路（１幹から分水される直分すべて）

２号幹線用水路（四ｹ村堰）

用水管理システム機器の点検整備■主な工事内容：

電気機械設備の点検整備

秋田県仙北平野土地改良区 水利整備課■問合せ：

TEL０１８７（６２）０１８０

おやま囃子コンクール開催

９月８日（月）佐竹北家上覧時におやま囃子

コンクールが開催されます。
各町内の山車が一堂に会する数少ない機会で

すので、ぜひ見学にいらしてください。

９月９日（火）正午 仙北市役所角館庁舎前■表彰式：

角館のお祭り保存会■主催：

仙北市教育委員会文化財課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８４

仙北市
水道管漏水調査の実施について

仙北市角館町上水道供給地域において、配水管漏
水調査を実施いたします。

調査員が量水器（止水栓）などの調査のため、各戸

の敷地内に立ち入る場合がありますので、利用者の皆
様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご協力くだ

さいますようお願いいたします。

※漏水調査は音聴棒を使って量水器（止水栓）など

を直接音聴確認するものです。

仙北市角館町地内配水管漏水調査■委託事業名：

桧木内川右岸側（小勝田～小倉通り■調査の場所：

～荒屋敷～町屋～山口）及び

上新町～岩瀬、田町上丁、水ノ目沢～菅沢方面

平成２０年９月１６日火)～１０月３１日金)■調査の期間： （ （

午前９時～午後５時

※ただし、日中の交通車両の往来に伴い、交通事故
防止と騒音を避けるため夜間に公道路面の調査を

実施する場合があります。

フジ地中情報株式会社 東北支店■委託業者：
仙北市企業局工務課■問合せ：

TEL（５４）２３８８／ＦＡＸ（５４）２３８９

消防署からのお知らせ

９月９日は、 （きゅう）と （きゅう）で 、９ ９ 「きゅうきゅうの日」

「救急医すなわち です。この日を含む１週間を「救急の日」

として、消防署・分署主催で行事を行います。療週間」

９月９日（火）
１５：００～１７：００ 仙北市観光情報センター

「駅前蔵」にて

高規格救急車一般公開、

心肺蘇生法（ＡＥＤ含む）の
説明・展示

※荒天時は中止いたします。

９：３０～１２：００ 西木分署庁舎にて
救急車一般公開、心肺蘇生法の実演、講習

９月１３日（土）
１０：００～１３：００ タカヤナギ田沢湖プラザにて

救急車・消防車一般公開、

はしご車体験乗車、写真撮影、
救急講習会（心肺蘇生法・

止血法）、風船の配布

※荒天時は中止いたします。

皆さんお気軽にお立ち寄りください、

お待ちしております。

ＴＥＬ（５４）２３０２■問合せ：角館消防署救急班
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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

(８／１５号再掲)

仙北市中川集落センター
屋 根 改 修 工事 に つ い て

屋根の老朽化に伴い雨漏りが発生していた、中川集落セン

ター（旧多目的研修センター）の屋根改修工事を行っています。

工事期間は１０月２２日までとなっていますが、その間は通

常どおり利用できます。

近隣住民及び利用者の方々にはご不便をおかけします

が、安全には十分配慮し工事を行いますので、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

MYSTERY NIGHT TOUR 2008

稲川淳二の怪談ナイト

感動と、恐怖を引き連れて、

今年もあいつがやってくる……

９月１９日（金）１９：００開演■日時：

（１８：００開場）

仙北市市民会館■会場：
自由席４，０００円■入場料：

仙北市市民会館■問合せ：

ＴＥＬ （４３）３１４３
（８／１号再掲）

第２回パソコン講座受講生募集

＜パソコン基本操作＞（４日間）

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

初心者■対象：

９月２４日（水）、２５日（木）、１０月１日（水）、２日（木）■日時：

午後１時～４時

＜エクセル2003で表とグラフをつくる＞（２日間）

基本操作を習得している方■対象：

１０月８日（水）、９日（木）■日時：

午後１時～４時

WindowsXP■使用するパソコン

仙北市総合情報センター研修室■場所：

（角館町田町上丁２３）

無料（※テキスト代として基本操作６００円、■受講料：

エクセル２００円）

各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９

西明寺小学校にあの３人がやって来る！

ＷｅＴｈｒｅｅＴｒｉｏジャズ演奏会

ニューヨークで大活躍中のピアノトリオ～三上クニ（ピ

アノ）、高梨道生（ベース）、吉岡大輔（ドラムス）～の３

氏をお呼びし音楽鑑賞会を行います。本校ジュニアブ

ラス部との共演も予定しています。

プロの演奏に酔いしれるまたとない機会です！地域

の方をはじめとし、多数の方々のご来場をお待ちしてお

ります。

９月１２日(金) 午後２時開演 午後３時半終了■日時：

（１５分前までお入りください。）

西明寺小学校 体育館■場所：

無料■参加費：

TEL（４７）２２３３■連絡先：西明寺小学校 伊藤まで

生涯学習課からのお知らせ
去る８月１５日に仙北市民会館において仙北市成人式を開催しました。当日、出席できなかった方の成人証書を

生涯学習課で保管しておりますので、９月３０日（期限厳守）まで受け取りにきてください。

■受取場所・問合せ
仙北市角館町東勝楽丁１９ 仙北市役所 角館庁舎２階 TEL(４３)３３８３教育委員会 生涯学習課
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◎角館コース ９月２４日（水）

田沢湖庁舎 ～ 西木庁舎 ～ 小野崎家・武道館 ～ 伝承館 ～

環境保全センター～ 総合情報センター・学習資料館・新潮社

記念文学館 ～ 西宮家（昼食） ～ 立町ポケットパーク

～ 平福記念美術館（男鹿和雄展） ～ 花葉館 ～ 西木庁舎

～ 田沢湖庁舎

◎西木コース ９月２６日（金）
角館武道館裏駐車場 ～ 田沢湖庁舎 ～ 潟前山森林

公園 ～ むらっこ物産館 ～ かたくり館 ～ 門屋城址

～ 桧木内川河川公園 ～ クリオン（昼食） ～ 大覚野

牧場 ～ 紙風船館 ～ 尻高峠 ～ 田沢湖庁舎 ～

角館武道館裏駐車場

◎田沢湖コース ９月２５日（木）
角館武道館裏駐車場 ～ 西木庁舎 ～ 神代出張所

～ 蓮池農村公園 ～ 草彅家 ～ 砂防カルチャー

パーク ～ だしのこ園 ～ ハートハーブ（昼食） ～

田沢交流センター ～ アルパこまくさ ～ 思い出の潟分校

～ 西木庁舎 ～ 角館武道館裏駐車場

各先着３０名（定員になり次第、締切とさせていただきます）■募集人数：

田沢湖コース、西木コース１，５００円（昼食他）、角館コース２，１００円（昼食、男鹿和雄展観覧料）■参加費：

９月１２日（金）■申込締切：
ＴＥＬ（４３）１１１２／ＦＡＸ（４３）１３００■申込先・問合せ：仙北市企画政策課
メール ｋｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｓｅｍｂｏｋｕ．ａｋｉｔａ．ｊｐ（※雨天決行です。）

もっと知ろう！ 仙北市

市 民 ツ ア ー 参 加 者 募 集 に つ い て

仙北市が発足して今年の９月２０日で３年目を迎えます。
市としての一体感は広がってきていますが、合併による行政区域の広がりにより各地域の姿があまりわから

ないという声を良く聞きます。
市では各地域の実情を市民の皆さんに知ってもらうため、各地域の施設等を視察する市民ツアーを開催する

こととしましたので、各地域の実情を知る機会として、市民の皆さま多数の参加をお待ちしております。

なお、申込は自らお住まいの地域以外のコースに限ることとさせていただきます。

お祭り期間中
市民バス（ ）は角館町内を通りませんスマイルバス

臨時運行経路は次のとおりです。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、起終点の発着時刻に変更はありません。
TEL（５２）２４３８■問合せ：㈱西宮家

８日・９日（１０：００から）全路線

角館駅 ＝ 市立病院前 ＝ （岩瀬北野線経由）

＝ 中川方面、下延八割方面

７日は運休日です。
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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

①０５０４０ １９４０９８１②倉庫内作業員臨時（４ヶ月未満）◆ -
正社員以外③不問④１７６，８００～１８２，０００⑤大仙市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０４１ ７４０２８１②事務および◆ -
フロント業務(常雇)正社員③不問④１３５，０００～１６５，００

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ７５３６８１◆ -
②横切り結束作業員(常雇)正社員③不問④１２６，５００～１

２６，５００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ７３８５８１②電話予◆ -
約係(常雇)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１ ７３７９８１②フロント補助(常雇)パート労◆ -
働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ７３◆ -
９４８１②看護師・准看護師(常雇)パート労働者③不問④１，

◆２００～１，８００⑤仙北市⑥看護師、准看護師のいずれか

①０５０４１ ７３６６８１②販売員(常雇)正社員③不問④１１５，-
０００～１１７，３００⑤大仙市・仙北市⑥不問 ①０５０４１ ７◆ -
４３３８１②カウンター及びホール係【急募】常雇(正社員)③不

問④１６０，０００～２２５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ ７３３１８１②販売店員(常雇)パート労働者◆ -
③不問④６６０～６６０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４１ ７４６５８１②販売店員(常雇)パート労働者③不問④-
６４０～６４０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種尚可 ①０５０◆

４１ ７４５９８１②販売店員(常雇)パート労働者③不問④６４０-
-～６４０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種尚可 ①０５０４０◆

１９２６４８１②カジュアル衣料販売(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 ①０５０◆

４０ １９２４９８１②警備員(常雇)正社員以外③不問④１１９，-
７００～１２８，１００⑤大仙市・仙北市・横手平鹿・湯沢市・秋

田市・由利本荘市⑥普通自動車免許一種（マイカー所有、任

意保険加入必要） ①０５０４０ １９２５５８１②警備員(臨時４◆ -
ヶ月以上)正社員以外③不問④６０，０００～９０，０００⑤大

仙市・仙北市・横手平鹿・湯沢市・秋田市・由利本荘市⑥普

通自動車免許一種（マイカー所有、任意保険加入必要） ①◆

０５０４１ ７４９８８１②クリーニング工(常雇)パート労働者③-
不問④６４０～６４０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１ ７５０１８１◆ -
②調理(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④６６３～６６３

⑤仙北市⑥調理師 ①０５０４１ ７５１０８１②作業員及び運◆ -
転手【急募】臨時４ヶ月未満(正社員以外)③不問④１７６，００

０～１８７，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４◆

１ ７５２３８１②介護員(常雇)正社員③不問④１２０，０００～１-
４０，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許一種 介護福

祉士 以上 ①０５０４１ ７５４９８１②調理員(常雇)正社員i -◆

③不問④１１７，５００～１１７，５００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４０ １９３６８８１②介護員(常雇)パート労◆ -
働者③不問④６５０～８００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種

ヘルパー２級以上 ①０５０４０ １９３３５８１②介護員臨時◆ -
４ヶ月以上(正社員以外)③不問④１３６，９００～１９７，５００

-⑤大仙市⑥准看護師またはヘルパー２級以上 ①０５０１０◆

９１３２３８１②警備員(常雇)正社員以外③１８才以上（省令２

号）④１１９，３５０～１５１，９００⑤大仙市・横手市⑥普通自

動車免許一種（通勤車両保有の方） ①０５０４１ ７５７７８１◆ -
②作業員（鳶見習い）常雇(正社員以外)③不問④１８０，００

０～２１６，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４◆

１ ７５６４８１②足場組立補助業務(常雇)正社員以外③不問-
④１６８，０００～１９２，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１ ７５５５８１②ダスキン業務全般及びその他◆ -
事業の業務(常雇)パート労働者③不問④６３０～１，０００⑤

仙北市 大仙市⑥普通自動車免許一種( 限定不可）AT
※平成２０年８月８日～８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、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

多重債務者無料合同相談会

県では、弁護士会、司法書士会、警察等と協力して、

多重債務問題に取り組んでいますが、このたび、「多重
債務者相談強化キャンペーン」に併せて、合同相談会

を実施します。多額の借金でお困りの方、一日も早い

問題解決のために弁護士・司法書士など専門家のアド
バイスに耳を傾けてみませんか。

（相談時間いずれも１０：００～１６：００）■日時・場所：

・ 秋田県生活センター９月１１日（木）、１２日（金）

TEL０１８（８３５）０９９９秋田市中通二丁目３番８号

・ 平鹿地域振興局９月２１日（日）
TEL０１８２（３２）０５９４横手市旭川一丁目３番４１号

・ 大仙市女性センター１０月１２日（日）

TEL０１８７（６３）１１１１大仙市大曲大町７番６号

・ 平鹿地域振興局１０月１９日（日）
TEL０１８２（３５）２１１１横手市旭川一丁目３番４１号

弁護士、司法書士が面談対応■相談方法：

当日は、契約書など借入関係がわかる
書類等を持参してください。

■予約受付：

原則予約制とし、県生活センターは当日まで、各地

域振興局(担当地域企画課)、各市(消費者行政担当
課)は実施日前週の金曜日まで申込みいただき相談

時間を決定します。（祝日を除く月曜日から金曜日の

午前９時から午後５時まで）

おらが秋田の劇団

角館のお祭りに懐かしい芝居がやってくる！！

仙北市で生まれた本格的大衆劇団“桜龍”が、角館

の祭り期間中に公演を行います。

９月７日(日)・８日（月）・９日（火）■日時：

昼の部：午後１時～ ／ 夜の部：午後６時～

※７日は夜の部のみです

仙北市角館交流センター■会場：

前売大人２，０００円（当日２，５００円）■入場料：

前売ペア３，０００円（当日３，６００円）

ロハスな仲間たち（角館東小前）■チケット・問合せ：

ＴＥＬ・ＦＡＸ（４９）７３５５


