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№８１平成２１年２月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「夜間納税窓口」開設のお知らせ

日中、仕事などで税金を納めることができない方のため
に、夜間納税窓口を開設します。
また、諸事情により納期限までに税金を納めることが困

難な方のために、納税相談窓口も併せて開設しますので
お気軽にご来庁ください。

後期高齢者医療平成２１年３月２日納期限の税目は、
です。また、口座振替日も納期保険料(普通徴収)第８期

限日と同日ですので、前日までに残高をご確認くださるよ
うお願いします。

３月２日（月）１７時１５分～１９時■開設日時：
※開設時間内にご都合がつかない場合は、事前にご連絡
ください。

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：仙北市税務課納税係
※多重債務に関する相談も随時行っておりますので、ご遠
慮なく来庁又はご連絡ください。

「放課後児童クラブ」平成２１年度
利用申込のご案内

保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学校１～

３年生の児童を対象に、家庭との連携を図りながら、適切
な遊びや生活の場を提供し活動を行う「放課後児童クラ

ブ」を開設します。

白樺児童会（生保内小学校内）■開設場所：

ポプラ学園（神代小学校内）
マロンクラブ（西明寺小学校内）

かくのだて児童クラブ（角館児童館内）

利用申請書に記入し、必要書類を添付の上、■申込方法：
提出してください。なお、申請書は、田沢湖地域センター

総合窓口課、神代出張所、教育委員会生涯学習課（角館

庁舎）、福祉事務所長寿子育て課（西木庁舎）にあります。

２月２３日（月）■申込期限：
月額３，０００円■利用料：

児童の家庭状況を総合的に考慮し、■利用の決定について：

家庭での保育が困難であると認められた場合、その優先
度の高い児童から順次決定となります。（定員あり）

■問合せ先：

白樺児童会、ポプラ学園、マロンクラブについては

教育委員会 生涯学習課 ＴＥＬ（４３）３３８３
かくのだて児童クラブについては

福祉事務所 長寿子育て課 ＴＥＬ（４３）２２８０

仙北市 仙北市庁舎整備調査検討ワーキンググループ報告書に関する

パブリックコメント募集（意見公募）について

庁舎整備調査検討ワーキンググループでは、平成１９
年度から２０年度にかけ仙北市における庁舎整備につい
て調査・検討を行っております。
これまで、数回にわたる庁内検討会、現地調査、整備

実施自治体の視察、アンケート調査などを行い、報告書を
作成しました。
つきましては、市民の皆様から本報告書へのご意見

を募集いたします

仙北市庁舎整備調査検討ワーキング■意見募集対象：
グループ報告書

２月１６日（月）～３月５日（木）■公開・募集期間：

仙北市ホームページ及び■内容の公開場所：
企画政策課、各地域センター

仙北市企画政策課 企画政策係■募集もと・問合せ：

TEL（４３）１１１２

全国「認知症サポーター１００万人キャラバン」キャンペーン！！

認知症サポーター養成講座のご案内

認知症サポーターになってください明日のわたしのためだから・・・・

認知症は誰もがかかるかもしれない「病気」です。病
気のことをよく理解して、認知症になっても安心して暮
らせるまちをみんなで作っていくため、皆さんのご参加
をお待ちしています。

約９０分の研修を受けていただきますと、サポーターの

意思を示す目印となる「オレンジリング」をお渡します。

■日時：
３月１２日（木）１０：００～ 仙北市西木町 クリオン
３月１７日（火）１０：００～ 美郷町 六郷保健センター

仙北市・美郷町・大仙市の方ならどなたでも■対象：
※お申し込みは、下記のいずれかに３月１１日（水）まで
電話又はＦＡＸでお願いします。
（お名前、ご住所、性別、年齢をお知らせください）

■申込・問合せ先：
仙北市会場：仙北市包括支援センター

TEL（４３）２２８３／ＦＡＸ（４７）２１１６
美郷町会場：美郷町地域包括支援センター

TEL０１８７（８４）４９０７／ＦＡＸ０１８７（８５）２１０７

～生保内財産区管理会委員一般選挙～
立候補予定者説明会のお知らせ

「広報せんぼく」２月号で既報のとおり生保内財産
区管理会委員一般選挙が本年３月８日（日）に執行
予定となっています。
つきましては、立候補予定者説明会を下記日程に

より開催しますので、立候補を予定されている方は、
ご参集ください。

記
平成２１年２月１８日（水） 午前１０時■日時：
仙北市役所田沢湖庁舎３階 第１会議室■場所：

ＴＥＬ（４３）１１５０■問合せ：仙北市選挙管理委員会
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選挙人名簿縦覧のお知らせ農業委員会委員

次の日程により仙北市農業委員会委員選挙人名簿
を縦覧に供します。

縦覧に供する名簿は、本年１月３１日までに農業委
員から提出のあった申請書により調製したもので、平
成２１年３月３１日をもって確定し、その後１年間据え置
かれることになります。

２月２３日（月）～３月９日（月）まで（１５日間）■日時：
午前８時３０分から午後５時まで

第１選挙区（田沢湖地域） 仙北市役所田沢湖庁舎■場所：

第２選挙区（角館地域） 仙北市役所角館庁舎

第３選挙区（西木地域） 仙北市役所西木庁舎

※縦覧申請の受付窓口は、各庁舎の地域センターになります。

ＴＥＬ（４３）１１５０■問合せ：仙北市選挙管理委員会
ＴＥＬ（４３）２２０９仙北市農業委員会

仙北市介護保険地域支援事業

「いきいき元気アップ教室」のお知らせ

仙北市では年齢を重ねても、いきいき元気に過ごしてい

ただくために自分でできる健康法「足マッサージ」を計画し

ました。

足は健康のかがみであり、第２の

心臓とも言われ身体に大切な役割を

持っています。

自分や家族の健康のため、この

機会に是非体験ください。

■対象者：

・６５歳以上の方であればどなたでも参加できます
２月２７日（金）、３月６日（金）、１３日（金）■日時：
午前１０：００～１１：３０

仙北市西木総合開発センター（和室）■実施場所：
タオル１枚ずつ・動きやすい服装で■準備するもの：

お出でください。
※健康手帳をお持ちの方はご持参ください。

２月２４日（火）■申込締切：
電話で申し込みください

先着２０名■定員：
渡辺ユミ子氏■講師：

日本フットセラピスト協会マスターインストラクター
仙北市西木町上荒井字古堀田４７■申込先・問合せ：

仙北市包括支援センター
ＴＥＬ（４３）２２８３／ＦＡＸ（４７）２１１６

なかよし教室"から訂正のお知らせ"

２ ２月１８日の対象年齢月１日号お知らせナビに
を３歳のみと記載しましたが、 未就園児満六歳までの
と保護者、保育園児の保護者のみのとし、申し込み締
切日を２月１０日から２月１７日（火）に訂正させていただ
きます。

仙北市保健課 TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：

第 ３ 回

日本一のかまくらイベント開催のお知らせ

今年で３回目となる日本一大きなかまくらが田沢湖高原
に登場します。２月２０日頃の完成予定で３月中旬頃まで
見学が可能です。２月２８日にはイベントを開催いたします
ので是非足をお運びください。

２月２８日（土）■日時：
１２：００～１８：００

田沢湖高原第一駐車場■場所：

１５：００～１８：００■イベント：

和楽器ユニット安藤兄弟・龍神
太鼓の演奏、語り部（辰子伝説）、

火振りかまくら、紙風船あげ、打ち上げ花火

１２：００～１８：００■飲食販売：
田沢湖鍋コンテスト２００８グランプリの あじゃら鍋 、" "
田沢湖水深委員会プロデュース きりたんぽドッグ と" "
" "田沢湖月プリン

その他石焼芋や甘酒等の販売を予定しています。
田沢湖水深委員会■主催：

ＴＥＬ（４６）２３１１■問合せ：田沢高原ホテル

２００９ 田沢湖高原雪まつりイベント

２月２０日（金）～２２日（日）■日時：

たざわ湖スキー場特設会場■会場：

■イベント：
２／２０（金） １８：００～２１：００○
・点灯式 １８：００～
・甘酒サービス １８：１５～
・火振りかまくら １８：１５～
・郷土芸能 １８：４５～
・紙風船上げ １９：１５～
・花火打ち上げ ２０：００～

○２／２１（土） １０：００～２１：００
・雪中灯ろう １７：２０～
（沿道に２００９本のロウソクを灯し皆様をお迎えします。）
・餅つき １１：００～
・点灯式・振る舞い酒 １７：２０～
・甘酒サービス １７：３０～
・田沢湖「龍神太鼓」 １７：３０～
・角館「火振りかまくら」 １８：００～
・中仙「ドンパン踊り」 １８：４５～
・西木「紙風船上げ」 １９：１５～
・幻想たいまつ滑走・火の輪くぐり ２０：００～
・雪まつり花火大会 ２０：３０～

○２／２２（日） １０：００～１５：００
・田沢湖鍋コンテストチケット販売 １０：３０～
（お得なチケットを数量限定で販売します。）
・旅の案内人と歩く「かんじきツアー」 １１：００～
・超神ネイガーショー １３：００～
・田沢湖鍋コンテスト２００９ １４：００～

田沢湖観光情報センター「フォレイク」■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２１１１
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第６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、
電子メールなどの基本部分

初心者■対象：

３月４日（水）、５日（木）、１１日（水）、１２日（木）■日時：

午後１時～４時

＜エクセルで簡単に表とグラフを作る＞（２日間）

基本操作を習得している方■対象：

３月１８日（水）、１９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：

（土日を除く）ＴＥＬ（４３）３３３９

地上デジタルテレビ放送中継局が開局

地上デジタルテレビ放送中継局、角館・田沢湖・西木

が１月２３日に開局されました。

２０１１年（平成２３年）７月２４日までに地上アナログ

テレビ放送が終了し、地上デジタル放送に移行するま

でに、地上デジタル放送対応のテレビ、またはデジタル

受信機（チューナー）の購入、ＵＨＦアンテナの設置など

の改修工事等が必要となってきます。

また、共聴施設でテレビを見ている方、集合住宅（ア

パート等）でテレビを見ている方が地上デジタル放送も

見られるか、共聴施設がどのような対応状況となってい

るかについては、施設の管理者にご相談ください。

今後、デジタル改修しても映らない地域がありました

ら、下記の問合せ先までご連絡ください。放送事業者

が受信状況調査を行い、対策手法を検討し、総務省・

放送事業者・市が調整の上、デジタル難視聴対策計画

を策定し、難視聴を解消していきます。

地上デジタルテレビ放送を視聴する皆様には、ご理

解とご協力をお願いします。

■地上デジタルテレビ放送全般についての問合せ：

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

ＴＥＬ ０５７０（０７）０１０１（地デジコールセンター）

【平日】９時～２１時 【土日・祝日】９時～１８時受付時間：

仙北市教育委員会 生涯学習課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７

私たちの暮らし方を見つけよう！

国土交通省「新たな公によるコミュニティ創生支援事業」in仙北

フォーラム

『暮らし方を決めるのは、ここに暮らしている私たち』

市川晋一先生（西明寺診療所長）■基調講演：

■パネルデスカッション：

浅利佳一郎氏(作家)・市川晋一氏・浜岡秀勝氏(秋田大

学准教授)・宮地正典氏(ＮＰＯ法人健康保養ネットワー
ク常務理事)
コーディネーター／坂本佐穂氏(秋田県男女共同参画

審議会委員)
※当日は会場までの無料送迎バスを運行します。近日中

に送迎時刻表を明記したご案内チラシを新聞折り込み

しますのでご覧ください。

２月２８日(土)１３：３０～１６：００■開催日時：

わらび劇場■会場：

無料■参加費：

TEL（４４）３９７０■問合せ：ＮＰＯ法人アート夢ネットあきた

TEL（４３）１１１２仙北市企画政策課

下水道課 からお知ら せ

～浄化槽設置を予定の方へ～

現在、仙北市浄化槽整備事業は、地域により市が設

置する「市設置型」、補助金交付する「補助金型」の２事

業で進めておりますが、事業費の関係で申請するご希

望の施工時期に対応できない場合があります。

申請以前でも結構ですので、４月以降、浄化槽の設

置をお考えの方は、質問等も併せて下水道課に早めの

連絡をお願いいたします。

平成２１年度設置予定数等については後日、市広

報、お知らせナビ等に掲載予定です。

仙北市役所下水道課 総務係■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２９６／ＦＡＸ（４７）２１６６

郷土料理教室 参加者募集

』『豆腐カステラ作り

３月７日（土）午前９時３０分■日時：

神代就業改善センター■場所：

２０名（定員になり次第締め切ります）■定員：

５００円（材料代 他）■参加費：

千田ミワさん■講師：

２月２６日（木）・２７日（金）の■申込：

午前８時３０分～午後５時

ＴＥＬ（４３）１０６１電話で申込みください。田沢湖公民館

※電話が繋がりにくい場合もございますのでご了承ください。
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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 ７３４９１②事務員(常雇)正社員③不問④◆ -
１１５，７３６～１１９，６００⑤大仙市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ ７６２９１②接客サービス係「花心亭◆ -
しらはま」【急募】常雇(正社員)③不問④１４５，０００～
２４０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０◆

４１ ７７５９１②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看護師または准
看護師 ①０５０４１ ７８１９１②販売員(常雇)正社員③◆ -
不問④１２１，０００～１５５，０００⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種 ①０５０４１ ７９０９１②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 ①０５０４１ ８０９９１②歯科技工◆ -
士(常雇)正社員③不問④１２４，０００～１９２，０００⑤

仙北市⑥歯科技工士 ①０５０４１ ８１４９１②看護職◆ -
員【急募】常雇(正社員)③不問④１７０，０００～１８０，０
００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 准看護師以上

①０５０４１ ８２７９１②介護員(常雇)パート労働者③◆ -
不問④７００～１，２００⑤仙北市⑥普通自動車免許一
種 ヘルパー２級以上 ①０５０４１ ８３８９１②調理員◆ -
(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 ８４２９１②介護職◆ -
員【急募】常雇(正社員)③不問④１３０，０００～１７０，０
００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパ

ー２級以上または准看護師以上 ①０５０４１ ８５５９１◆ -
②お客様係(常雇)パート労働者③不問④６３０～１，０
００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８６◆ -
１９１②フロント業務及び事務(常雇)正社員③不問④１

３６，０００～１６５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１ ８７０９１②事務員(常雇)正社員③不問◆ -
④１１０，７０４～１１０，７０４⑤大仙市⑥普通自動車免

許一種 ①０５０１０ １２０４７９１②販売（就業時間相◆ -
談可）「角館」常雇(パート労働者)③不問④１，０００～

１，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４０ ２４３７９１②薬◆ -
剤師（仙北市）常雇(パート労働者)③不問④２，０００～

２，３００⑤仙北市⑥薬剤師（含受験予定者） ①０５０◆

４０ ２４４８９１②薬剤師（仙北市）常雇(正社員)③不問-
④２３５，０００～４２０，０００⑤仙北市⑥薬剤師（含受

験予定者） ①４００６０ １４３７６９１②看護師、准看護◆ -
師（秋田県仙北市）常雇(正社員)③不問④１７０，０００

～２１３，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 准看
護師以上 ①４００６０ １４３６３９１②介護職員（秋田◆ -
県仙北市）常雇(正社員)③不問④１２５，０００～１５５，

◆０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種( 限定可）AT
①０５０４０ ２０４５９１②事務他(臨時４ヶ月以上)正社-
員以外③不問④１１０，８２５～１１０，８２５⑤大仙市⑥

不問 ①０５０４１ ７４７９１②求人開拓推進員(臨時４◆ -
ヶ月未満)正社員以外③不問④１５０，０００～１５０，０

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

※平成２１年１月３０日～２月５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」 にお問い合わせください。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

元気してらがフェスティバル

太鼓や踊りなど、地域で活躍しているグループの発

表が盛りだくさん！入場無料、予約は不要です。

地産地消の売店では、とん汁やおにぎり、ケーキや

コーヒーなどが販売されます。ご来場お待ちしております。

２月２２日（日）１１：３０ロビー開場 １３：００開演■日時：

たざわこ芸術村 わらび劇場■会場：

角館手おどり会、角館子ども手踊り会、東今泉■出演団体：

八幡太鼓、ＮＥＯ ＢＥＡＴ協和、どやぐ会 ほか多数

元気にしてらがフェスティバル開催事務局■問合せ：

TEL（４４）３９７０

田沢湖スキー学校メニュー２００９

◇＜藤田潤子のコブ・小回り集中キャンプ＞
昨シーズン好評だった『みんなでコブをやっつけろ 』!!

の２００９バージョンです。今シーズンは、
コブに的を絞らずに、整地小回りも
レベルアップしちゃいましょう！
小回りが得意な藤田潤子の
“イチオシ”のキャンプです！

（※第１、２回は終了しました）■期日・会場：
３回 ５／１６（土）～１７（土）・月山
４回 ６／１３（土）～１４（日）・月山

藤田潤子（ＳＡＪナショナルデモンストレーター）■講師：
ＳＡＪ２級レベル以上で、小回り・コブを克服し■対象：

たい方、小回り・コブの更なる上達を目指す方。
第３回・４回 ２２，０００円（宿泊料含む）■料金：

※１日のみの参加の場合は問い合わせください。
各回１２名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜こどもまつり＞
スキーや雪で遊びながら、

たくさんの友達を作って、
楽しい１日にしましょう！

お昼には餅つきも、準備してあります。
【第１回】２月２１日（土）■日時：
【第２回】３月２０日（祝）
スキーと雪あそびを楽しみたい５歳～小学６年■対象：
各回３，５００円（講習料・保険料・諸経費）■料金：
各回３０名（定員になり次第締切）■定員：

ホームページ申込フォームに必要事項を■申込方法：
入力し、送信ください。電話での申し込みも可能です。
ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/
ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ

田沢湖スキー学校■問合せ：
TEL（４６）２６５３／ＦＡＸ（４６）２６６１

（２／１再掲）


