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№９０-1平成２１年７月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

在宅介護を支援します

仙北市家族介護用品支給事業

在宅で寝たきり等の高齢者を介護して仙北市では、

に対し、経済的負担の軽減を図り、在宅生活いる家族

の継続、向上を目的として介護用品支給事業をおこな

っております。

仙北市在住で、介護認定が要介護４又は要■支給対象者：

介護５と判定された方。ただし、市民税非課税世帯に限ります。

施設への長期入所・病院への長期入院の場合は対象となり

ません。

１人月額 ４，０００円の介護用品券■支給券：

指定薬局に介護用品券を提示し、紙おむつ■支給の方法：

・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・ウ

エットテッシュの６品目の中から希望の介護用品と引き換え

てご利用ください。

各地域センター・出張所・包括支援センターへ■申請先：

「申請される方」※次の３枚を揃えて申請してください。

◯家族介護用品支給申請書

◯介護保険被保険者証の写し

市民税非課税証明書（本人・家族）◯平成２１年度の

仙北市包括支援センター■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８３ ＦＡＸ（４７）２１１６

１００キロマラソン ボランティア募集

今年の１００キロマラソンは、９月２７日に開催されます。

ボランティア活動をつうじて、全国から集まる沢山のランナ

ーとふれあおう！

９月２６日（土）・２７日（日）■ボランティア活動期日：

７月１０日（金）■応募締切：

平日９：００～１６：００■受付時間：

仙北市体育協会■申込・問合せ：

ＴＥＬ／ＦＡＸ（５４）３４７４

角館町外ノ山１９

（勤労青少年ホーム内）

仙北市
８０２０いい歯のお年寄り表彰事業について

｢生涯にわたり健康な歯と歯ぐきで、健やかな生■趣旨：

活を過ごそう｣との趣旨で、現在８０歳以上で２０本以上

の自分の歯をもっている方に、認定証を交付するととも

に、優秀者を選出し、中央審査会へ推薦する。

■対象：

①秋田県内に住所があること。

②昭和４年３月３１日以前の

生まれであること。（８０歳以上）

■認定基準：

①現在歯数が２０本以上あること。人工歯根（インプラント）

は現在歯数に含まない。

②喪失歯がないか、あっても補綴処置がなされているなど

良好な状態であること。

③全身の健康状態、歯肉及び口腔内清掃状態が比較的

良好であること。

上記〔対象〕と〔認定基準〕に該当すると思わ■申し込み：

れる方は、最寄りの｢８０２０いい歯のお年寄り表彰｣と提

示のある歯科医療機関までお申し出ください。

８月３１日（月）まで■受付期間：

仙北地域振興局福祉環境部（大仙保健所）■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）３４０４健康・予防班

７月は国民健康保険税の納税月です

納税通知書は、７月中旬ごろに発送予定です。

国保に加入している方の世帯の世帯主宛に送ります。

（世帯主が他の保険に加入している場合でも、世帯主宛に

お送りします。）

○平成２１年度から介護保険分の課税限度額が変わります。

国保の保険税は、『医療保険分』と『後期高齢者支援金

分』と『介護保険分（４０～６４歳の方）』を合わせた額となっ

ていますが、今年度から税制改正により『介護保険分（４０

～６４歳の方）』の課税限度額が下記のように変わり、保険

税の課税限度額は６９０，０００円になります。

平成２０年度 平成２１年度

課税限 度 額 課税限 度 額

４７０，０００円 ４７０，０００円医療保険分

１２０，０００円 １２０，０００円支援金分

９０，０００円 １００，０００円介護保険分

６８０，０００円 ６９０，０００円合 計

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 市民税係
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介護員養成研修（２級課程）開催

母子家庭のお母さんなどが、訪問介護員として就業

するために必要な知識及び技術を習得するための介

護員養成研修を開催します。

■研修期間：

９月５日（土）～１０月３１日（土）（この間の土、日）【講義】

◇会場：秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター

秋田県福祉専門学校

１１月２日（月）～１２月２２日（火）【実習】

（この間の平日で、４、５日間）

母子家庭の母及び寡婦、父子家庭の父■対象者：

※必ず全課程を受講できる方

３０名■定員：

テキスト代６，８００円■受講費用：

（自習前に受けるインフルエンザ予防接種料は自己負担）

８月２４日（月）１５時まで■締切：

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター■申込・問合せ：

TEL０１８（８９６）１５３１ ＦＡＸ０１８（８６６）２１６６

メール ｊｉｒｉｔｕｓｉｅｎ＠ｂｌｕｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ

※申込書は、田沢湖地域センター、角館地域センター、

福祉事務所（西木庁舎）にあります。

こん にちは赤ちゃん訪問

生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、子育て

の不安や悩みを聞き、情報提供等を行なう事業として、

仙北市の主任児童委員さんがお宅に伺う予定です。新

しい家族を迎えられた家庭生活のお手伝いとなるよう

お気軽にご相談ください。

平成２１年４月１日以降生まれのお子さんから対象

になります。

仙北市長寿子育て課 総務企画係■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８０

自宅がキャンパス
｢放送大学｣学生募集（１０月入学）

放送大学はテレビ・ラジオで授業を行う、正規の大学

です。１科目からでも学べ、入学試験はありません。

教養学部生と、大学院生を募集しています。

～８月３１日（月）■募集期間：

インターネットでも受付しています。

放送大学秋田学習センター■資料請求・問合せ：

ＴＥＬ０１８（８３１）１９９７

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｕ－ａｉｒ．ａｃ．ｊｐホームページ

本と遊ぼう 全国訪問お話隊がやってきます

今年も（５回目）「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」

（講談社）をお招きしました。

絵を一面に描いた楽しいキャラバンカーがみなさん

をお待ちしています。
おはなし・絵本・かみしばいなど・・・

親子で一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。

ぜひ おいでください。

７月２０日（月・祝日）午後３時～■日時：

絵本の読み聞かせや紙芝居■内容：
キャラバンカー内の絵本をみよう

学習資料館（西宮家むかい）■会場：

無料■参加費：

ＴＥＬ（４３）３３３３■問合せ：総合情報センター・学習資料館

認知症の方を抱える家族のつどい

認知症の方を自宅で介護されている家族の方々は、大

切な人だからこそ様々な悩みを抱えていることが多いと思
います。 「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続けれ

ばいいのか」など、その思いは深く複雑な思いではないで

しょうか。

一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じような経
験をしている者どうしで、自由に話すと楽になります。

皆様の参加をお待ちしています。

７月１３日（月）■日時:

午前１０時～１１時３０分■時間:

西木総合開発センター■場所:

認知症の介護についての情報交換■内容:

「こころ」と「からだ」のリラックス法

認知症の方を介護している家族■対象:

仙北市包括支援センター（西木庁舎内）■問合せ:

ＴＥＬ（４３）２２８３

(６／１再掲)

～遊びとお手伝いのがっこう～｢風のがっこう｣

７月２４日（金）【ブルーベリー農園のお手伝いと遊び】

８月２１日（金）【内陸線に乗って遠足】

８月２２日（土）【夏野菜収穫・川原でなべっこ】

１０：００～１５：３０（わらび劇場前集合・解散）■時間：

※８月２１日のみ、１１：３０集合／１７：１０解散（角館駅）
５００円（昼食代）■参加費：

※小学生以上は一人でも参加できます。幼児さんは

保護者と一緒に参加ください。
ＮＰＯ法人アート夢ネットあきた■問合せ：

ＴＥＬ（４４）３９７０ ＦＡＸ（４４）３３１８



- 3 -

地上デジタルテレビ放送の説明会

総務省、秋田県テレビ受信者支援センターによる説

明会です。地上デジタルテレビ放送が視聴できるまで

の、改修方法、基礎、リモコンによる操作や取り扱い等

について、詳しい説明を聞くことができます。

説明会場 開催日時

角館交流センター ７月２１日（火） ９時～１０時

角館樺細工伝承館 ７月２１日（火）１１時～１２時

中川集落センター ７月２１日（火）１４時～１５時

雲沢集落センター ７月２２日（水） ９時～１０時

白岩集落センター ７月２２日（水）１１時～１２時

７月２２日（水）１４時～１５時就業改善センター（神代）

７月２３日（木）１０時～１１時田沢湖総合開発センター

田沢交流センター ７月２３日（木）１３時～１４時

西木公民館 ７月２４日（金） ９時～１０時

桧木内地区公民館 ７月２４日（金）１１時～１２時

紙風船館 ７月２４日（金）１４時～１５時

仙北市総合情報センター■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９ ＦＡＸ（５３）２７０１

かくのだて「根っこの会」よりお知らせ

○市の時間変更について

かくのだて「根っこの会」の水曜朝市(水)、地産地消市(土・

日)共に７月１日から終了時間が正午までと変更になります。

お間違いのないようお越しください。

毎週水曜日 ９時～１２時■水曜朝市：

毎週土日 ９時～１２時■地産地消市：

どちらも立町ポケットパークにて■場所：

○試食(飲)会イベントについて

毎月、市の最終日曜日の１０時３０分～１１時まで旬の食材

を味わっていただく試食会を開催いたします。先着３０食を準

備してお待ちしております。ぜひお越しください。

毎週最終日曜日 １０時３０分～１１時まで■試食会開催日：

立町ポケットパークにて■場所：

TEL（５３）２１１５■問合せ：かくのだて「根っこの会」

田

沢

湖

家 屋 調 査 に ご 協 力 く だ さ い

新（増）築した建物につきましては、市役所税務課による「家屋調査」（訪問調査）を実施しております。

これは、固定資産税の課税の基礎となる課税標準額算定のために実施するものですので、平成２１年建築

のものに限らず、まだ調査を受けていない家屋を所有されている方は、ご連絡をお願いいたします。

（土・日・祝日を除く９：００～１６：００）＜家屋調査予定期日＞

予 定 期 日 地 区

７月 １日 ～ ７月１０日 角 雲沢地区１ １ １

７月１３日 ～ ７月２４日 館 中川・白岩地区１ １

７月２７日 ～ ８月 ７日 町 上記以外の地区１ １ １

８月１０日 ～ ８月２１日 西 上桧木内・桧木内地区１ １

８月２４日 ～ ９月 ４日 木 西明寺・小山田・門屋地区１ １ １

９月 ７日 ～ ９月１８日 町 上荒井・小渕野・西荒井地区１ １ １

９月２４日 ～１０月 ９日 田沢・潟・生保内（高野・造道・石神・小先達・中生保内・１ １

田沢湖高原・水沢）地区

１０月１３日 ～１０月２３日 生保内（上記以外）・刺巻地区

１０月２６日 ～１１月 ６日 神代地区１

１１月 ９日以降随時 全 地 区１

※予めご都合の良い日時があればご連絡ください。

◎建物を取り壊された方へ

建物を取り壊されたときには、早めに窓口（税務課・各地域センター・各出張所）に備え付けの「建物

取り壊し申請書」に、必要事項をご記入の上提出してください。

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 固定資産税係家屋担当
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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

①０５０４１－５１５７９１②①旅行業務補助②事務補助◆

（臨時４ヶ月以上）正社員以外③不問④１３５，０００～１３

５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－◆

５１６８９１②事務補助（学習資料館）臨時４ヶ月以上（パー

ト労働者）③不問④７２０～８２０⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１－５１９１９１②介護職員（正社員）◆

常雇（正社員）③不問④１１４，４００～１４９，６００⑤仙北

市⑥ホームヘルパー１級 ホームヘルパー２級 ①０５０◆

４１－５２０６９１②調理員（パート）常雇（パート労働者）③

不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５２１９◆

９１②介護事務（正社員）常雇（正社員）③不問④１２５，２

００～２１３，２００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０◆

５０４１－５２２４９１②フロント係（常雇）正社員③不問④１

４０，０００～２５０，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５◆

２４８９１②接客（常雇）パート労働者③不問④８００～１，１

００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５２５２９１②障がい者◆

支援員（臨時４ヶ月未満）パート労働者③不問④７００～７

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５２６◆

５９１②販売員（北浦本館）臨時４ヶ月未満（パート労働者）

③不問④６５０～８１５⑤仙北市⑥不問

※平成２１年６月１２日～６月１８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

楽しく踊ってリフレッシュ！
角館音頭練習会

夏本番を前に、盆踊りの練習会を開催します。初心

者大歓迎！おどりは全身運動です。おどりを踊ってリフ

レッシュしましょう。

７月６日～８月１０日までの毎週月曜日■開催日時：

１９：３０～２１：００

角館武道館■会場：

角館音頭 他■内容：

ＴＥＬ（５４）３１５７■問合せ：角館音頭を踊ろう会 荒木

仙北市臨時職員を募集します

介護員■募集業種：

【若干名】かくのだて桜苑 TEL（５４）３０５５

不問■資格及び年齢：

７月１日（水）～１０日（金）■募集期間：

８月から３月まで。時給＠８２０円■雇用期間：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、■申込方法：

桜苑にご持参願います。（募集期間が短いため、

郵送での受付は致しません。）

ＴＥＬ（５４）３０５５■問合せ：不明な点はかくのだて桜苑

へお問い合わせください。

※採用については、書類又は面接によって選考します。

※今回の募集は、企業の景気悪化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。

創 業 塾創業をめざすあなたのために！！

企業に向けた問題や課題、創業したい方の課題解決。

みなさんの をサポートします！夢

全５日間■開催期間:

７月２８日（火） １９：００～２１：００第１回

７月３０日（木） １９：００～２１：００第２回

８月 ２日（日） ９：３０～１６：３０第３回

８月 ４日（火） １９：００～２１：００第４回

８月 ６日（木） １９：００～２１：００第５回

グランデールガーデン大安閣■会場:

５，０００円（全５回・１４時間）■受講料:

創業に興味のある方■対象:

１０名様■募集定員:

仙北市商工会■申込・問合せ:

ＴＥＬ（５４）２３０４ ＦＡＸ（５４）２３０５角館本所

ＴＥＬ（４３）０３７２ ＦＡＸ（４３）２７０５田沢湖支所
ＴＥＬ（４７）２１３０ ＦＡＸ（４７）３１９５西木支所

龍馬と高知の
地域おこしフォーラム

テーマ「龍馬がつくった未来！私たちがつくる今！」

幕末の動乱期を駆け抜けたヒーロー「坂本龍馬」の人気は

衰えません。私たちに生きるヒントを与え、勇気づけてくれるの
です。今回、高知商工会議所会頭 西山昌男氏を迎え現代に

生きる龍馬の精神を熱く語っていただき、秋田を元気にするた

めのフォーラムです。皆さんの参加をお待ちしています。

８月１日（土）午後１時～１時５０分■日時：

仙北市たざわこ芸術村・わらび劇場■会場：

※参加費無料
秋田人変身力会議（ ）■主催： ＴＥＬ０１８（８３５）７０９４
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TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

１０％プレミアム付き
「仙北市商品券」が発売されます！

仙北市商工会では、地域消費者の生活支援と地域

経済の底上げのため、仙北市の支援を受け「仙北市商

品券」を発売いたします。

この商品券は、加盟店で利用できる商品券が更に当

たる、抽籤券付きとなっており、とってもお得で、楽しみ

のある商品券となっています。

１，０００円の商品券１１枚綴り（１セット■商品券内容：

１１，０００円分）を１０，０００円で販売します。

お一人様２０セットまで購入できます。

７月１５日（水）■発売開始日：

（発行予定額１１，０００万円 販売到達時終了）

平成２２年１月１０日まで■使用期限：

（発売開始から６ケ月以内）

仙北市商工会（本所・各支所）ほか■発売場所・時間：

商工会開所日 午前１０時～午後６時

仙北市商品券加盟店■使用できるところ：

（店頭等には加盟店シールを明示します）

※「ダブルチャンスハッピー商品券」抽籤及び当選番号発表

は加盟店店頭 第１回：９月１日 第２回：１２月１日

※その他の詳細については、新聞折込チラシをご覧

くださるか、商工会へお問合せください。

加 盟 店 募 集 ！！
「仙北市商品券」取扱加盟店を募集いたします。この

事業に賛同する仙北市商工会員、及び仙北市内で事

業を営む方を募集いたしております。

加盟申込書を商工会事務局へ提出してください。■申込：

１，０００円（加盟申込み時）■加盟店登録料：

■商品券換金手数料：

詳細は商工会窓口でご確認願います。

７月６日（月）■申込期限：

仙北市商工会■申込・問合せ:

ＴＥＬ（５４）２３０４ ＦＡＸ（５４）２３０５角館本所

ＴＥＬ（４３）０３７２ ＦＡＸ（４３）２７０５田沢湖支所

ＴＥＬ（４７）２１３０ ＦＡＸ（４７）３１９５西木支所

仙北市
子どもたちの農村体験

受け入れ農家の募集について

農家のみなさん 子どもたちと農村体験を通じて、

ふれあってみませんか

仙北市農山村体験推進協議会では、受け入れモデル
地域として体制整備、民宿、民泊の拡大のためさまざまな

取り組みを行っております。特に子どもたちの受け入れに

興味のある農家や民泊の許可を取りたいと思っている農
家のみなさんを対象にベテラン講師を迎え、勉強会を開催

しますのでぜひご参加ください。

なお、会場の都合により事前に下記（事務局）あてに

ご連絡くださいますようお願いいたします。

７月１５日（水）午後１時３０分～３時■開催日：

たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ会議室■会場：

仙北市農山村体験推進協議会受入部会■講師：

無料■参加費：

仙北市農山村体験推進協議会■主催：

仙北市農林課内■連絡先：

TEL（４３）２２０６事務局

(６／１５再掲)

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（土）午後２時より

仙北市民会館において行います。

該当者は昭和６３年４月２日～平成元年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

角館調停協会 無料調停相談会

家庭内トラブルや消費者金融に関する問題、土地や

建物をめぐる争い、金銭貸借、交通事故などの相談に

応じます。相談内容の秘密は守られ、無料です。

７月１７日（金） １０：００～１５：００■日時：

角館簡易裁判所（仙北市角館町小館７７）■場所：

TEL（５３）２３０５■問合せ：角館簡易裁判所



- 6 -

～なつやすみ紙工作教室～

手づくりうちわで暑中見舞いを作りませんか！

７月２６日（日）午前９時３０分～正午■日時：

田沢湖図書館 ２階会議室■場所：

無料■参加費：

保育園年長・低学年（保護者と一緒）～小学６年■対象：

２０名（定員になり次第締め切ります）■定員：

７月６日（月）～１５日（水）まで■申込受付期間：

（氏名、年齢、住所、電話番号をお知らせください）

ＴＥＬ（４３）１０６１■申込先：田沢湖公民館

（土・日を除く８：３０～１７：００まで）

ノルデックウォーキング教室

専用のポールを使用するウォーキングは、下半身だ

けでなく腕・上半身の筋肉などの全身を使うエクササイ

ズになります。

７月１９日(日) ９時集合■開催日時：

１１時４５分解散予定

仙北市田沢湖庁舎駐車場■集合場所：

癒しの渓流コース（約６キロ）■コース：

田沢湖庁舎～生保内川～癒しの渓流ウォーキング

コース～国道管理事務所～田沢湖庁舎

水分補給用ドリンク、タオル、雨具等■携行品：

５００円（保険料含む。受付時におあずかりいたします）■参加料：

※ポールレンタル別途５００円。

事前にお申し込みください。■その他：

定員２５名になり次第締め切らせていただきます。

ウォーキングで健康づくり田沢湖委員会■主催：

仙北市教育委員会・角館町観光協会・社団法人■後援：

田沢湖観光協会・西木観光協会

田沢湖スポーツセンター内■申込・問合せ：

ウォーキングで健康づくり田沢湖委員会

ＴＥＬ（４６）２００１ ＦＡＸ（４６）２００３

〒０１４－１２０１ 仙北市田沢湖生保内字下高野７３－７５

【今後の予定】

○８月２３日(日) 乳頭・鶴の湯コース(約７km)

○９月２７日(日) 田沢湖畔コース(約７km)

○１１月１日(日) 抱返り渓谷コース(約５km)

｢第４回ザ・手踊り｣夏祭り手踊り発表会

～子供と若い衆と大人の踊り・太鼓の競演～

入場無料。カキ氷・焼きそば・金魚すくいなどの出店

あり。飛び入り歓迎！内陸線利用者大歓迎！！

７月１９日（日）１３：３０～■日時：

かたくり館広場（八津駅から1分）■場所：

①浅利手踊り②千葉手踊り■出演予定団体：

③高橋手 踊り④龍神太鼓⑤ヤートセ

⑥その他

かたくり館■問合せ：

ＴＥＬ（４７）３５３５

角館町丑年生まれの皆様へ

１２年に１度の大威徳夜叉明王御開帳に合わせて、
丑年生まれの皆様を対象に参拝、懇親会を計画しまし

た。多数の参加お待ちしております。

８月１４日（金）集合１４：００ 開始１４：３０■日時：

角館町薗田別当村仮設桟橋（大威徳山東側）■場所：

８月１４日（金）１７：００ 会場：ニュー大切■懇親会：

参拝 ３，０００円、懇親会 ５，０００円■会費：
両方参加の場合 ８，０００円

※申込は８月５日（水）まで■申込（年代別）：

ＴＥＬ（５５）５６０１昭和１２年 菅原鎮明

ＴＥＬ（５３）３５４９〃 村上 弘
ＴＥＬ（５４）４０２２昭和２４年 有坂 一

ＴＥＬ（５４）２２８０昭和３６年 武藤 章

ＴＥＬ０９０（１４９９）５５３０昭和４８年 桜田賢太郎
ＴＥＬ０９０（１０６５）４５８２昭和６０年 坂本純平

大正２年、大正１４年 …… 事務局へ

ＴＥＬ（５４）２２８０■問合せ・事務局：武藤 章

伊澤達也 （職場）ＴＥＬ（４３）２２９５

第４回 仙北市長杯争奪野球
選手権大会の参加チーム募集

仙北市野球連盟では、平成２１年度第４回仙北市長杯争

奪野球大会の一般参加チームを募集しています。

仙北市に在住の野球好きの幅広い年齢層の方を対象とし

ています。“暑い時期に熱い野球”で交流しましょう！！

７月２５日（土）～２６日（日）予定■大会日：

仙北市角館町 落合野球場他■会場：

仙北市野球連盟 事務局 小松誠一■問合せ：

（職場）ＴＥＬ（４３）３３８３


