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№９２平成２１年８月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

水道管漏水調査の実施について

西明寺高区配水地区において配水流量の増加が確認

され、その原因として漏水の疑いが生じたため、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。

西明寺簡易水道（西明寺高区）■漏水調査名：

配水管漏水調査

仙北市西木町小山田・荒町・門屋 地内■調査の場所：
平成２１年８月１日（土）～８月３１日（月）■調査の期間：

午前９時～午後４時

※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。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局工務課

農地有効利用支援整備事業のお知らせについて

☆農地や水路などの簡単な整備を進めてみませんか？☆

営農上の阻害要因を除去するためのきめ細やかな基

盤整備を実施し、地域による取り組みを支援します。

施設管理の省力化(農業用排水施設・農■事業内容：

業集落道整備等)に対し支援します。

事業費２００万円上限（国費５５ ）■支援内容： %
（市費検討中）補助します。

土地改良区もしくは、土地改良施設管理■事業実施主体：

団体（土地改良法施行規則７２条）但し、土地改良施設管

理団体については、事前の資格審査があります。

８月２０日■申込締切：

仙北市農林課 農村整備係■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２０７

仙北市
内陸線に乗って戸沢氏祭に行こう！

戸沢氏祭への来場者の増大と内陸線の乗車促進を図

るため、８月１７日（月）戸沢氏祭当日に限り有効な内陸線

いたします。無料乗車券を発行

この乗車券は、西木地区の全駅と羽後太田駅、角館駅

に備え付けてあり、どなたでもご利用出来ます。

乗車券は、会場最寄り駅の西明寺駅乗降専用で、会場

までは徒歩約１５分となっております。

是非、内陸線に乗り、戸沢氏祭にお越しください。

TEL（４３）３３５２■問合せ：戸沢氏祭実行委員会

予防接種もうお済でしょうか？！

麻しん・風しん予防接種（ＭＲワクチン）の
期日（８月３１日）が迫っています！

■対象者：
○平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれ
（第２期：保育園・幼稚園の年長児相当）

○平成８年４月２日～平成９月４月１日生まれ
（第３期：中学１年生相当）

○平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれ
（第４期：高校３年生相当）

将来の免疫獲得のための追加接種するものです。

進学時・就職時などに接種を確認され、未接種の場合は自己
負担（１０，０００円程度）で行うことになる可能性があります。

まだ、接種していない対象児は、医師への予約を取り、８月

中に接種をお願い致します。

接種券を紛失された方は、連絡のうえ保健課まで母子手帳
持参でおいでください。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

さ さ ら 舞角館の送り盆行事

８月１５日（土）■期日：
■場所・時間：
【昼の部】

１４：００～ 白岩雲厳寺（白岩ささら、堂野口ささら）

樺細工伝承館（広久内ささら）

【夜の部】

１８：００～２０：４０ 角館郵便局（立町ポケットパーク）
ささら舞及び踊りパレード

１９：１０～ 駅前藏前（広久内ささら）

１９：４０～ 上新町かつらぎ前（白岩ささら）
２０：２０～ 駅通り 渡部なると餅店隣駐車場

（堂野口ささら）

ＴＥＬ（５４）２７００■問合せ：角館町観光協会
ＴＥＬ（４３）３３５２仙北市観光課
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秋田内陸線 臨時列車増発のお知らせ

「阿仁花火号」の増発

８月１６日（日）阿仁花火大会お帰り時 増発臨時列車

○角館行「阿仁花火１号」 阿仁合２１時０５分発

（角館着２２時３５分）

大曲全国花火競技会の増発列車

８月２２日（土）大曲全国花火競技会お帰り時 増発臨時列車

○鷹巣行「大曲花火２号」 角館２２時００分発
（戸沢着２２時４３分）

※大曲よりの接続列車（田沢湖線）

田沢湖行普通 大曲２０：４５ 角館２１：０５
ナイアガラ２号 大曲２１：１２ 角館２１：３５

ナイアガラ４号 大曲２１：２９ 角館２１：４８

○鷹巣行「大曲花火４号」 角館２３時１５分発

（戸沢着２３時５８分）
※大曲よりの接続列車（田沢湖線）

ナイアガラ６号 大曲２２：１０ 角館２２：３７

こまち３６８号 大曲２２：２１ 角館２２：４１

ナイアガラ８号 大曲２２：４２ 角館２３：０２

TEL０１８６（８２）３２３１■問合せ：秋田内陸縦貫鉄道㈱

神代小学校のピアノの歴史を調べています

昭和２９年、神代の小松小学校に一台のグランドピ

アノが納められました。以来、長い間神代の子供達と過

ごしてきましたが、半世紀が過ぎ、その役目を終え、現

在は角館交流センターに保管されています。
しかし、その音色はまだ美しく、音楽を愛する市民の

有志が、古くなった外観に樺細工を施し、生まれ変わら

せたいと計画しています。
昭和２９年といえば、この地域では、まだグランドピア

ノは高価で珍しかったものと思います。どなたがグラン

ドピアノの購入を考えたのか、ピアノが入った当時のエ

ピソードなどどんなことでも結構です。情報を寄せてい
ただきますようお願いします。

また、今後、「奇跡のピアノの音色とともに」と題して、

コンサートを企画しています。ぜひ美しい音色をお楽し
みください

ＯｔＯを楽しむ会／■連絡先：

古きピアノに樺のアート・

プロジェクト 代表 安藤満里
ＴＥＬ０９０（２９８９）２９１８／

ＦＡＸ（５４）２６５８

浴衣で急げッ!!
８月８日は絵燈籠夏まつりに行こう!!

恒例の「絵燈籠夏まつり」を次のとおり開催します。

絵燈籠コンクールのほか、出店、イベント内容は盛り沢

山です！ぜひ、お越しください！！

８月８日(土)１８時～２１時■日時：

立町ポケットパーク及び立町十字路から郵便局前路上■場所：

※１７時３０分～２２時まで車両通行止めになります。

■イベント内容：

絵燈籠コンクール 受付１８時～１８時４０分

絵燈籠パレード １９時～１９時３０分

※絵燈籠作成キットは仙北市商工会でお求めに

なれます(１セット５００円)

御山囃子＆手踊り、魅惑のフラダンスショー

コーラ早飲み大会、金魚すくい、その他

立町商店会、ゆざわ屋、商工会青年部、■屋台出店：

あきんど塾（※浴衣の方は、かき氷半額、あきんど塾オリジ

ナルうどん１００円引き）

TEL（５４）２３０４■問合せ先：仙北市商工会

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

ＴＥＬ０９０（８７８４）７１２３伊澤達也

※当日バスを利用される方は、角館庁舎前に１３：３０

まで集合してください。

(７／１号再掲)
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２００９ 茶立ての清水祭り

８月９日（日）午前８時５０分～午後４時頃まで■日時：

午前１１時～サービスイベント開始

茶立ての清水農村公園駐車場■場所：

(田沢字沼田地内…国道３４１号沿線です)
夏野菜、山菜、漬け物、お焼き、手作りパンなど直売します。

!豚汁など格安サービス

地元の皆さん、夏休みの子供たち、水くみさん、旅人さん

茶立ての清水公園に遊びにきてください。

２日、９日、１２日、１６日、２３日、３０日■８月の直売予定：

茶立ての清水直売所 清水会■主催：

お 盆 市 の お 知 ら せ

盆花、枝豆など揃えてお待ちしております。
８月１２日（水）９：００～１６：００■日時：
８月１３日（木）９：００～１４：００

※８月１５日（土）・１６日（日）は休業いたします。８月１９日
（水）の水曜朝市から通常通り営業いたします。

試食会のお知らせ

先着３０食を準備してお待ちしております。

８月３０日（日）１０：３０～■日時：

立町ポケットパーク■場所：

TEL（５３）２１１５■問合せ：かくのだて「根っこの会」

平成２１年度 仙北市ふるさと景観賞の募集

※「仙北市歴史的景観審議会」で、現地調査などの審査を行い、平成２２年１月に広報とインターネットで公表します。

※平成２２年１月に表彰式を行い、建築物等の所有者に木製銘板と賞状、設計者・施工者・活動団体や個人に賞状を贈呈します。

（４３）２２９５／ （４７）２１６６TEL FAX
■問合せ、応募先：仙北市都市整備課 景観担当 E-mai toshi@city.semboku.akita.jp：

キ リ ト リ

「仙北市ふるさと景観賞」応募用紙

名 称

所 在 地 仙北市

選 ん だ

※写真を貼付していただけるとありがたいです。（写真はお返しできません）理 由

氏 名 年齢（ 歳）

〒
住 所

ＴＥＬ － －

●仙北市の景観についてご意見をお願いします。

■住民による景観づくりを表彰：
仙北市らしい歴史的景観を「まもり」「そだて」「つくる」こ

とをもって、一層愛着と親しみと誇りの持てる美しい市を創
出するために、良好な景観を形成している建築物や優れ

た景観づくりに貢献している個人・団体等を表彰します。
応募案件は「仙北市歴史的景観審議会」において現

地調査などの審査を行い、良好な景観形成に貢献して
いると評価されたものを表彰します。

仙北市において良好な景観づくりに貢献している■対象：
建築物、工作物、活動など

（例）①個人住宅、集合住宅、店舗、社屋、工場などの建物
②看板などの工作物 ③花壇造成、樹木植栽、美化清

掃などの活動 ④総合的な観点から景観づくりに貢献
しているもの

※対象外：◇国、県、市の所有する建築物など（伝承館、美
術館など） ◇表彰の対象が不明瞭なもの（桜堤の

風景、古城山からの眺望など）
８月３日～１０月３０日■募集期間：

応募用紙に必要事項を記入のうえ、お届けい■応募方法：
ただくか、郵送、ファクシミリ、Ｅメールでも受付します。
自薦、他薦どちらでも結構です。

■選考基準：
◇歴史的な雰囲気を醸し出しているもの、また維持して
いるもの。

◇歴史的な雰囲気をよみがえらせ、その景観的価値を
高めているもの。

◇歴史的ないわれのあるもので、その形態を良好に維
持しているもの。

◇周辺の景観に調和し美しいまちづくりに寄与している
もの。

◇自然の要素をうまく利用しているもの。
◇デザイン、機能的に優れており、将来の景観をリード
するもの。

◇美しい景観の創造、維持、向上等についての活動を
おこなっているもの。

◇優れた景観の創出に貢献しているもの。
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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

①０５０４１－６０４８９１②フロント業務及び事務補助(常◆

雇)パート労働者③不問④６３０～７００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１－６０５２９１②弁当盛付販売◆

【急募】常雇(パート労働者)③不問④６５０～６５０⑤仙北

市⑥不問 ①０５０４１－６０６５９１②営業社員【急募】常◆

雇(正社員)③不問④１５６，５００～２０９，５００⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６０７１９１②介護◆

職員【急募】常雇（正社員以外）③不問④１３２，０００～１

４６，０８０⑤仙北市⑥ホームヘルパー２級 ①０５０４１－◆

６０８０９１②遊覧船の案内事務（臨時４ヶ月以上）パート

労働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４◆

１－６０９３９１②介護員（臨時４ヶ月以上）パート労働者③

不問④８２０～８２０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

介護福祉士 ホームヘルパー２級 ①０５０４１－６１４１◆

９１②フロント業務及び事務（常雇）正社員③不問④１３

８，０００～１６５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－６１５０９１②電子部品、機械設計技術者◆

（常雇）正社員③不問④１４６，０００～１８６，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６１６３９１②販◆

売及び案内（臨時４ヶ月未満）パート労働者③不問④７０

０～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－６１３５９１②接◆

客サービス係 常雇（正社員）③不問④１４５，０００～２４

０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０６６－◆

６７４０９１②販売員（常雇）パート労働者③不問④７００～

７００⑤仙北市⑥不問 ①０３０１０－８６５６７９１②（請）◆

写真撮影・販売（臨時４ヶ月未満）パート労働者③不問④

７００～１，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５◆

０８０－９５０７９１②ルーム係（臨時４ヶ月以上）正社員以

◆外③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不問

①０２０３０－４７３３２９１②販売員（常雇）正社員以外③３

５以下３号のイ④１２０，０００～１２０，０００⑤仙北市⑥不

問普通自動車免許（ＡＴ限定可）

※平成２１年７月１７日～７月２３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

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。

８月１０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お互い話し合う■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

一人勉強がどんどん進むよう助言する
学びぃの夏

夏休み期間中の２日間、総合情報センターに集
まってみませんか？

「角館キッズ学びぃ教室」に参加してみ

たい人は、自分だけに必要な道具を準備

して集まってください。

■お手伝いできる教科：
国語（作文・感想文含）、社会、算数（数学）、理科、英語

８月４日（火）、５日（水）■勉強できる期日：

午前９：００～１１：００（８時３０分まで集合）■勉強時間：
仙北市総合情報センター（ ）■場所： ＴＥＬ４３－３３３３

無料■費用：

退職した先生、現職の先生、■お手伝いしてくださる人たち：

市民の方々、高校生のお兄さん・お姉さん、ボランティア
活動をされている方々

各家庭でお願いします■子どもの送迎：

■問合せ先：

TEL（５３）２６８４楽しい学習オタスケマンの会 草彅
TEL（４３）３３８７仙北市教育委員会 教育研究室

仙北市スポーツ少年団陸上競技大会

今年度より、 （今年は１０月１２日）に、生保体育の日

内中学校陸上競技場で開催することになりました。

詳細については、後日、改めてお知らせいたします。

ＴＥＬ／ＦＡＸ（５４）３４７４■問合せ：仙北市体育協会

連絡は、平日の９：００～１６：００にお願いします。

 


