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№８３平成２１年３月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員を募集します

■募集業種：

【事務補助員２名（税務課 ＴＥＬ（４３）１１１７）】

パソコン入力、書類整理、電話及び窓口の対応等
【事務補助員１名（観光課 ＴＥＬ（４３）３３５２）】

書類整理、電話及び窓口の対応等

【事務補助員２名（管財課 ＴＥＬ（４３）１１１４）】

台帳整備・基礎資料作成補助等
【環境整備作業員２名（文化財課 ＴＥＬ（４３）３３８４）】

施設補修・桜枝剪定・環境整備等

【施設管理全般１名（情報センター ＴＥＬ（４３）３３３９）】
施設管理全般

３月２３日（月）～３月２６日（木）■募集予定期間：

４月上旬から６ヶ月以内■雇用予定期間：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、■申込方法：

各担当課へご持参願います。（募集期間が短いた

め、郵送での受付は致しません。）

（緊急雇用対策室■問合せ：各担当課又は商工課

へお問い合わせください。ＴＥＬ（４３）３３５１）

※今回の募集は、議会の議決を前提とした募集ですの

で、変更になる場合もありますのでご了承ください。

※採用については、書類又は面接によって選考します。
※募集業種、採用人数、雇用予定期間が変更になる

場合がありますのでご了承ください。

※今回の募集は、企業の景気悪化等により解雇及び

離職を余儀なくされた方、仙北市民の方を優先させ
ていただきます。

定額給付金・子育て応援特別手当について

「定額給付金」、「子育て応援特別手当」については、

３月下旬に申請書を郵送し、申請受付後、４月下旬か

ら支給開始できるよう準備を進めております。

ＴＥＬ（４３）１１１１■定額給付金担当：仙北市総務課
■子育て応援特別手当担当：

ＴＥＬ（４３）２２８０仙北市長寿子育て課

◇振り込め詐欺に注意！！

全国で、定額給付金の支給を装った振り込め詐欺が

発生しております。申請書を郵送する前に、市役所の

職員等がご自宅にご連絡することは絶対にありませ

ん。ご自宅や職場などに不審な電話や郵便物が届い
たら、迷わず市役所へご連絡ください。

仙北市 内陸線で話そう「おしゃべりツアー」
～会話と文章 移動教室～

急行もりよし号でゆったりと楽しく「おしゃべりツアー」

を開催します。内陸線で春を探しに行きましょう。
３月２７日（金）■期日：

【行き】角館発１１：１０、西明寺発１１：１８、■時間：

松葉発１１：３１

【帰り】角館着１６：０７
阿仁前田駅クウィンス森吉で昼食・休憩■内容：

往復とも急行もりよし号に乗車、車内での教室です。

交通費と昼食代■参加費：
◇交通費は「湯けむりクーポン」利用で

角館駅乗車２，２４０円、西明寺駅乗車２，１８０円、

松葉駅乗車１，６７０円

浅利佳一郎氏（西木町）■講師：
筆記具■持ち物：

１５名■定員：

３月２４日まで■申込み：
ＴＥＬ（４７）３１００西木公民館

就学援助についてのお知らせ

就学援助は、子どもたちが学校で楽しく勉強できるよ
う、学習に必要な費用を援助する制度です。経済的に

お困りになるような理由が発生した場合は、いつでも受

け付けいたします。
■援助を受けることができる方

次の理由により経済的にお困りのご家庭で、援助を

希望し、教育委員会が認めた方。

（１）生活保護の停止または廃止になった方
（２）生活福祉資金による貸付を受けている方

（３）保護者が就業できなかったり、災害、長期療養、その

他特別な事情で経済的に困っている方

■援助の内容
対象は、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学

旅行費、給食費、医療費（学校から治療の指示のあっ

たもの）などです。
仙北市教育委員会学校教育課■申請・問合せ：

TEL（４３）３３８２

奨学資金貸費生徒募集の概要

・仙北市奨学資金市の奨学金
・田沢湖町奨学金貸付基金

貸付限度額（月額）
大学（大学院含む） 国公立 ３５，０００円●

私 立 ４０，０００円
短大・専門学校 ３５，０００円●
高校 １２，０００円●

平成２１年度から卒業の月まで◆貸付期間：

※申込期間：３月３１日まで。申込のための提出書類等

詳しくは「広報せんぼく」２月号をご覧くださるか、

仙北市教育委員会学校教育課へお問合せください。
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<仙北市男女共同参画推進フォーラム>

柳葉敏郎さんが、子育てを語る！
「柳葉さんちのワーク・ライフ・バランス」

大仙市を定住・子育ての地に選び、東京と秋田を行
き来する日々を送る俳優・柳葉敏郎さんを迎えてトーク
ショーを開催します。

３月２１日（土）午後１時３０分～３時■日時：
仙北市角館交流センター 多目的ホール■会場：

３月１日号■申込方法：下記事務局及び申し込み先へ
お知らせナビと一緒に配布した申込書に必要事項を記入

ください。（ＦＡＸ可）の上お申し込み
定員（２５０名）になり次第締め切らせていただきます。
お早めにお申込ください。

※申込書は市企画政策課・各地域センター・各出張所にも
あります。

事務局 仙北市企画政策課■問合せ・申込先：
ＴＥＬ（４３）１１１２／ＦＡＸ（４３）１３００

ＮＴＴからお知らせ

電話設備等の工事（修理）を装った
金銭請求に注意してください

お客様宅に訪問し、「屋外の電話設備が故障している」
と、修理をして工事代金を請求する事件が、平成２１年１
月末、県内において発生しました。同様の事象が東北各
県でも発生しております。ご注意ください。
■注意内容：
①故障修理は、お客様の申告により点検・修理を行ってお
り、お客様の了解なく訪問することはありません。

②現地で、工事（修理）代金をご請求することはありません。
③お客様への訪問の際には、「社員証」等の掲示をしており
ます。万一、不審に思われましたら、会社名および担当者
名の確認をお願いします。

■問合せ：
１１３【一般の電話】局番なしの

０１２０（４４４）１１３携帯電話・ＰＨＳからは
【ひかり電話】 （フレッツ・サポートセンター）０１２０（２４２）７５１

し尿汲み取り料金の値上げのお知らせ

町村合併前の公衆衛生施設組合から８年間値上げ
をしておりませんでしたが、諸般の事情により、４月１日
から１００リットル当り７９円の値上げになりますので、
よろしく周知願います。

（例）
１００ → ５８８円値 上 げ 前 │ ℓ
１００ → ６６７円値 上 げ 後 │ ℓ

３００ →１，７６４円値 上 げ 前 │ ℓ
３００ →２，００１円値 上 げ 後 │ ℓ

■問合せ：
代表 羽後衛生社 ・サニックス・ＴＥＬ（５４）３３１２
にしき美掃社・堀川林業・おばこ環境清掃・中仙衛生社
（※問合せは各業者へお願いします）

福祉医療からのお知らせ

◇４月に小学校入学、又はひとり親家庭で

３月に高校等卒業の方へ◇

現在お持ちの福祉医療費受給者証は３月３１日で終
了となりますが、新たに身体障害者手帳等を所持した
方、母子・父子家庭となられた６歳以上の方については
引き続きマル福に該当する場合もあります。該当すると
思われる方は係までお問い合わせください。

ＴＥＬ（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課国民年金係

学校体育施設の利用にあたって

※学校体育施設を利用する団体は、事前に団体登録
（毎年度）が必要です。

「仙北市立学校学校体育施設の利用については、

（平成１７年９月２０日施設開放等に関する規則」
教育委員会規則第１８号）の規定に沿って、地域住

民のスポーツ・レクリエーション活動の場、及び子

どもの遊びの場を提供するため、学校教育活動に支

障のない範囲において行っています。希望団体は事
前登録をお願いいたします。

団体登録申請書、学校開放利用申込書■申請・申込：

、 、 、は 田沢湖地域センター総合窓口課 西木公民館

（ ） 。教育委員会生涯学習課 角館庁舎２階 にあります
ＦＡＸでも申込みできます。

生涯学習課■問合せ：仙北市教育委員会

〒０１４－０３９２ 仙北市角館町東勝楽丁１９

ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７

太極拳でかっこいいカラダづくり

ゆっくり、無理なく、たのしく体を動かしてみませんか。
４月から新メンバーを募集しています。あなたも、仲間づ

くりと健康な体づくりに一緒に取り組んでみましょう。

角館武道館■場所：

毎週水曜日９：３０～１１：３０■時間：
小山元子先生・高橋悦子先生■講師：

ＴＥＬ（５４）３０５４■問合せ：廣川

「企画展」のご案内平福記念美術館

◇ 歿後八十年 倉田松濤展 ◇

２月１４日（土）～４月５日（日）※会期中は無休■会期：

午前９時～午後５時（入館午後４時半まで）■開館時間：

大人３００円、小人２００円■入館料：

（団体割引有り）

ＴＥＬ（５４）３８８８■会場：角館町平福記念美術館
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～市民課国民年金係からのお知らせ～

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

平成２１年４月から平成２２年３月までの一年間、窓
口負担が１割に据え置かれます。（※現役並所得者＝
すでに３割負担をいただいている方は除きます。）

このため、今お使いの高齢受給者証の負担割合の
記載内容が変わりますので、現役並所得者以外の方
全員に新しい高齢受給者証を郵送いたします。

ＴＥＬ（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課国民年金係

麻しん風しん混合ワクチン予防接種
３月３１日までにすませましょう！！

■対象者：
第２期：保育園・幼稚園の年長児
第３期：中学１年生
第４期：高校３年生

未受診者の方には、再通知を差し上げておりますが、
３月３１日を過ぎますと、自己負担（約１０，０００円がかかり

ます。）での接種となります。
麻しん・風しんは、罹ると脳炎などを引き起こす恐い病

気です。是非、予防接種を受けましょう。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

銃刀法が改正されました

今年の１月５日から施行されております。
◎ダガーナイフ等、刃渡り５．５cm以上の剣が、新たに所
持禁止になりました。

◎不法所持の場合、３年以下の懲役、又は５０万円以下
の罰金の刑に処せられます。

◎現在、所持している方は、今年の７月４日まで、警察署
へ提出してください。
所持している剣が、銃刀法で所持が禁止されている剣

かどうか、疑問の方は、遠慮なく警察にご連絡ください。

TEL（５３）２１１１■問合せ：仙北警察署 生活安全課

『豆腐カステラ作り』郷土料理教室

好評につきもう一度開催します。
※前回(３月７日)受講された方はご遠慮ください。

３月２８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：
３月２６日（木）午前８時３０分～午後５時■申込：

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。

介護予防講演会のお知らせ

住み慣れた地域で、健康にいつまでも楽しく暮らせる

ように、介護予防講演会を開催します。皆さんの参加

お待ちしております。

■日時・場所：
・３月１９日（木） 角館交流センター 会議室

・３月２３日（月） 西木総合開発センター 農林研修室

１３：３０～１５：００■時間：

６５歳以上の市民 各先着２０名■定員：
（ ）■講師：山崎 澄子 先生 前 法務省人権擁護委員

仙北市包括支援センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８３※電話で申込みください。

田沢湖スキー学校メニュー２００９

◇＜こどもまつり＞
色んな遊びをしながら、たくさん友達を作ろう

３月２０日（祝）■日時：
スキーと雪あそびを楽しみたい５歳～小学６年■対象：

３，５００円（講習料・保険料・諸経費）■料金：

３０名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜春のレーシングキャンプ２００９＞
３月２３日（月）～２５（水）■期日：

１万円（リフト券・昼食費は含みません）■料金：

※１日のみの参加の場合は、１日につき５千円です。
※ジュニアレーシング会員は無料

◇＜級別テスト対策！強化キャンプ＞

３月２８日（土）～２９日（日）９：３０～■日時：
８千円（講習料・保険料）■料金：

※１日のみの場合は５千円です。

１０名■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

マーチングしましょう！！

ＺＩＰは大仙市神岡を拠点として活動するマーチング
バンドの一般団体です。２００９年度のメンバーを募集し

ます。初心者歓迎、一緒に楽しくマーチングしましょう。

練習の見学も大歓迎です。練習日程はＨＰをご参考に。
ＴＥＬ０１８７（７２）３４６２■問合せ：Ｓensational ＺＩＰ

ホームページ http://sensational-zip.org/
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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 １５６２９１②一般事務および雑務(臨時４ヶ◆ -
月未満)正社員以外③不問④１３４，４００～１３４，４００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ １８２５９１②◆ -
営業社員【急募】常雇(正社員)③不問④１５６，５００～２０

９，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ １◆ -
５７５９１②フロント係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問

④１５０，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ １５８１９１②サービス係(臨時４ヶ月以◆ -
上)パート労働者③不問④６８０～８００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１ １５９０９１②調理（調理補助）◆ -
常雇(パート労働者)③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１ １６１４９１②介護支援専門員(常雇)正社◆ -
員③不問④１７５，０００～２１４，０００⑤大仙市⑥普通自

動車免許一種 ケアマネージャー ①０５０４１ １７１７９１◆ -
②ソーイングオペレーター(常雇)パート労働者③不問④７

００～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １８１２９１②ホー◆ -
ムヘルパー(常雇)パート労働者③不問④８００～８００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパー２級 ①◆

０５０４１ １８８４９１②事務員(常雇)正社員③不問④１２０，-
０００～１２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４１ １８９７９１②幼稚園教諭(臨時４ヶ月以上)正社員-
以外③不問④１４４，３２０～１４４，３２０⑤仙北市⑥幼稚

園教諭免許 ①０５０４１ １９０５９１②武家屋敷管理人(臨◆ -
時４ヶ月以上)正社員以外③不問④９３，６００～９３，６００

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ２２２９９１②接客・販売(臨◆ -
時４ヶ月以上)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ２２１６９１②接客◆ -
(臨時４ヶ月未満)パート労働者③不問④８００～１，０００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ２２０３９１②◆ -
販売(常雇)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ２２４７９１②保育補◆ -
助及び看護師(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④８２

０～８２０⑤仙北市⑥看護師 ①０５０４１ ２２８１９１②保◆ -
育士【７月３日～】臨時４ヶ月未満(パート労働者)③不問④

８２０～８２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０４１ ２２７５９１②◆ -
保育士【４月２８日～】臨時４ヶ月未満(パート労働者)③不

問④８２０～８２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０４１ ２２６２◆ -
９１②保育士【４月 日～】臨時４ヶ月未満(パート労働者)1
③不問④８２０～８２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０４１ ２◆ -
２９０９１②保育士【６月２日～】臨時４ヶ月未満(パート労働

-者)③不問④８２０～８２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０１６◆

４０９３９１②夜間受付・案内・施設管理(臨時４ヶ月以上)

パート労働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①◆

０５０１６ ４１０７９１②受付(臨時４ヶ月以上)パート労働者-
③不問④６７０～６７０⑤仙北市⑥不問 ①０５０１６ ４１１◆ -
８９１②管内清掃(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④

６７０～６７０⑤仙北市⑥不問 ①０５０６６ ２１６７９１②販◆ -
売員（角館町）常雇(パート労働者)③不問④６７０～７５０

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １６０９９１②商品品出し、レ◆ -
ジ係(常雇)パート労働者③不問④８００～１，０００⑤仙北

市・大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ １６２７９◆ -
１②商品品出し、清掃係(常雇)パート労働者③不問 ④７

００～１，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許一種

※平成２１年２月２７日～３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

社会福祉法人 水交会

後三年鴻声の里 職員募集

看護師 １名■職種・募集人員：

利用者の生活支援及び健康管理■業務内容：

※詳しくはハローワークに問い合わせください。

後三年鴻声の里（担当：菅尾）■施設所在地・連絡先：

TEL０１８７（８３）２０３５美郷町飯詰字東西法寺１４８

角間川更生園 職員募集

若干名■募集人員：

男子利用者の生活・作業支援■業務内容：

※詳しくはハローワークに問い合わせください。

■施設所在地・連絡先：

大曲仙北広域 角間川更生園 （担当：久米）

TEL０１８７（６５）３６７６大仙市角間川町字町頭９８

サークル「３Ｂ体操」の参加者募集！！

ボール､ベル、ベルターという用具を使いながら、楽し

く音楽に合わせて行う体操です。誰でも楽しく続けられ
るように、レクリエーション的要素を多く取り入れ 心と"
からだを動かす ことに工夫をこらしています。運動不"
足の方、運動をする仲間がほしいなという方は是非ご

参加ください。
４～９月（月１回、第２金曜日）１０：００ １１：３０■日時： ~

初回 ４月１０日（金）

健康管理センター(角館)■会場：

３B体操 鈴木悦子先生■講師：
１回６００円■料金：

(初回に３カ月分集めさせていただきます)

ＴＥＬ（５３）２６８４■申込・問合せ先：草彅良子


