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№９５-１平成２１年９月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員等を募集します

【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２名】管財課 TEL（４３）１１１４
台帳整備・基礎資料作成補助等（パソコン入力必須）

【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

９月２５日（金）まで■募集予定期間：

１０月から６ヶ月未満■雇用予定期間：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、各担当■申込方法：

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 ＴＥＬ（４３）■問合せ：各担当課又は商工課

へお問い合わせください。３３５１）

※採用については、書類及び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。

平成２１年度

秋の狂犬病予防注射日程のお知らせ

春に狂犬病予防注射を実施しましたが、都合に
より受けられなかった犬、また、新しく飼われた
犬を対象に予防注射を実施します。生涯１回の
登録と、年１回の予防注射を必ず受けましょう！
なお、 も予防注射を実施しますので、ご利１０月１１日（日）

用ください。

登録料 １頭につき ３，０００円■手数料：
注射料 １頭につき ３，０７０円

■日程・場所

１０月７日（水） 田沢湖地区

８：５０～ ９：００ │ 打野会館前１ １
９：１０～ ９：２０ │ 田沢出張所前１ １
９：３５～ ９：４５ │ 高野バス停前１ １
９：５５～１０：０５ │ 石神会館前１

１０：１５～１０：２５ │ 武蔵野会館前（生中野球場そば）
１０：３５～１０：５５ │ 仙北市役所 田沢湖庁舎駐車場
１１：０５～１１：１５ │ 手倉相内会館前
１１：２５～１１：３５ │ 野村田向会館前
１３：１０～１３：２０ │ 旧神代保育所前
１３：３０～１３：４０ │ 大荒田会館前
１３：５５～１４：０５ │ 岡崎児童館前

仙北市
１４：１５～１４：２５ │ 院内部落会館前
１４：４０～１４：５０ │ 神代出張所前
１５：０５～１５：１５ │ 小松農村広場
１５：２５～１５：３５ │ 内陸線羽後太田駅前

１０月８日（木） 西木地区

８：２０～ ８：３５ │ 戸沢ポンプ置場１ １
８：４５～ ９：００ │ 桁沢バス停付近１ １
９：１０～ ９：３０ │ 紙風船館前１ １
９：４０～ ９：５５ │ 三共児童館前１ １

１０：０５～１０：２０ │ 中里児童館前
１０：３０～１０：４５ │ 吉田体育館前
１０：５５～１１：１０ │ 久保生活改善センター前
１１：２０～１１：３５ │ 山口改善センター前
１１：４５～１２：００ │ 桧木内出張所前
１３：１５～１３：３５ │ かたくり館駐車場
１３：４５～１４：００ │ 堀之内部落会館前
１４：１０～１４：２５ │ 堂村部落会館前
１４：３５～１４：５０ │ 上門屋会館前
１５：００～１５：２０ │ 西木公民館前
１５：３０～１５：４５ │ 山崎部落会館前
１５：５５～１６：１０ │ 西荒井部落会館前

１０月９日（金） 角館地区

９：００～ ９：２０ │ 中川集落センター前１ １
９：３０～ ９：５０ │ 川崎文化振興会館前１ １

１０：００～１０：２０ │ 鬼壁第一貯蓄会館前
１０：３５～１１：０５ │ 下延コミュニティセンター前
１１：２０～１１：４０ │ 雲沢集落センター前
１３：３０～１４：００ │ 桜美町駐車場
１４：１０～１４：５０ │ 旧角高グラウンド
１５：０５～１５：３０ │ 白岩集落センター前
１５：４０～１６：００ │ 下花園集会所前

１０月１１日（日） 田沢湖・西木・角館地区

８：３０～１０：００ │ 仙北市役所 田沢湖庁舎駐車場１
１０：３０～１２：００ │ 仙北市役所 西木庁舎駐車場
１３：３０～１５：００ │ 健康管理センター横駐車場

■問合せ：
TEL（４３）３３０８仙北市環境防災課 生活環境係
TEL（４３）１１４７田沢湖地域センター 総合窓口課
TEL（４３）２２００西木地域センター 総合窓口課

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

平成２１年度維持管理事業に伴い、長期断水となり

ます。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

１１月４日（水）まで■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
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仙北市の４０歳から７４歳のみなさんへ
大腸がん検診の研究 比較試験 に参加しましたか？「 （ ）」

仙北市では、今年度から大腸がん検診の研究事業

を行っています。

◇研究に参加いただくと大腸がん検診は無料！

○参加いただくには便潜血検査の容器に便をとり、検診会場

まで必ず お持ちください。『ご自分で』

○大腸がん検診の受診方法については、会場にて詳しくご説

明いたします。

◎本年度、検診会場で参加できるのは、田沢湖地区（９月３０

日まで）が 後ですが、まだ検診を受けていない西木地区、
角館地区の方も、田沢湖地区で研究に参加いただけます。

７月の西木地区からスタートしたこの研究（比較試験）には

現在までに、１，０００名以上の方にご参加いただいています。
大腸がんは、早く見つけて、早く治療することができれば治

せるがんです。まだ大腸がん検診がお済みでない方はこの機

会に、あなたの健康チェックをかねてぜひ「大腸がん検診の研
究（比較試験）」へご参加ください！

仙北市保健課 ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：
月～金曜日の９：００～１７：００（土日祝日・年末年始を除く）

第５回 仙北市産業祭

今年度も多数の出品及びご来場をお願いいたします。

※後日、農業関係協力員の方々を通じて、農林産物等

の出品依頼文書を配布いたします。

農林産物展示・即売、営農等相談コーナー、木■主な催物：

の実の工作会、省エネルギー関係企業展、各団体による

出店コーナー等各種イベント、郷土芸能（安藤兄弟・田沢

湖龍神太鼓・神代小太鼓クラブ・くりっこ太鼓）

１０月１７日（土）～１８日（日）■日時：

９：００～開会式・褒賞授与式【１７日(土)】

９：４０～１６：００一般公開

９：００～１４：３０一般公開【１８日(日)】

１４：３０～１５：３０展示農産物即売

（※予約はできません。）

クリオン隣体育館(仙北市西木林業者等健康増進■場所：

施設）・クリオン駐車場（住所：西木町門屋字屋敷田）

仙北市産業祭実行委員会事務局■問合せ：

TEL（４３）２２０６（仙北市役所農林課）

仙北市産業祭特産品料理コンクール

産業祭（１０／１７～１８）では、地場産物を使ったご自慢の

料理・お菓子を募集します。皆さんふるってご応募ください。

入賞者の方には、素敵な賞品をご用意しています。

仙北市に住所を有する方■応募資格：

応募用紙に記入の上、１０月１３日■応募方法・応募締切：

（火）まで農林課に申し込みください。応募用紙は、市役所

各総合窓口課及びＪＡ各営農センターにあります。

出品物は、１０月１６日（金）８：３０～１０：００■搬入方法：

の間に、クリオン隣の体育館に搬入ください。

ＴＥＬ（４３）２２０６■問合せ：仙北市農林課政策調整係

田沢湖地域 光ブロードバンド
体験コーナー設置のお知らせ

田沢湖地域の皆様につきましては、光ブロードバンド

の賛同書兼仮申込書ご記入に、ご協力をいただき深く

感謝申し上げます。

おかげさまで、地区限定ではありますが１１月上旬よ
り、ＮＴＴ東日本の光ブロードバンドサービス「フレッツ光
ネクスト」が提供開始となる運びとなりました。

そこで、田沢湖地域光ブロードバンド整備推進協議
会では、地域の皆様に光ブロードバンドサービスをご体
感いただくため、田沢湖庁舎と田沢湖図書館の２カ所
に「光ブロードバンド体験コーナー」を設置いたしまし
た。設置期間は、１１月１日までです。

是非この機会に、光ブロードバンドに触れて頂き、そ
のスピード等をご堪能頂きたいと思います。

田沢湖地域光ブロードバンド整備推進協議会■問合せ先：

事務局：特定非営利活動法人きたうら花ねっと内

ＴＥＬ（４４）３９１２

ＴＥＬ（４３）３３３９仙北市総合情報センター

ストップ・ザ・ブラックバス！
「大沼ブラックバス釣り大会」

大沼のブラックバスを駆除する
ことで、在来生物を守る
ことを目的とした、
釣り大会を開催します。
ぜひご参加ください。

平成２１年９月２７日（日）■日時：
受付 午前８時～
大会 午前８時３０分～１１時３０分

大沼公園入口 駐車場■集合場所：
無料(賞品：大漁・大物・参加賞他)■参加費：

トンギョの会・谷地川地区環境を守る会■主催：
斎藤弘（４４）２５７３・大山実（４４）３２１７■問合せ：
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昔なつかし郷土料理出展者募集

仙北地域の特色を生かした観光ＰＲ、地場産食材をふ

んだんに使用した、昔なつかしい郷土料理を募集します。

１０月２８日（水）午後１時３０分～３時４５分■日時：

仙北市角館交流センター（ ）■場所： ＴＥＬ（５４）１００３

（１）募集資格：大仙市、仙北市、美郷町在住の方■募集内容：

※一人または共同参加によるもの

（２）テーマ：昔なつかしい郷土料理（地場産食材使用のもの）

（３）募集件数：２０件（応募者２０件まで）

（４）料理代金：１件につき２，０００円お支払いします

９月１４日～１０月１４日■募集期間：

応募用紙（氏名、住所、職場名、作品名、使用■募集方法：

材料、つくり方を記入）にて事前に郵送またはＦＡＸください

秋田県調理師会 角館支部 宮田へ■応募先（事務局）：

ＴＥＬ（５４）２１７１／ＦＡＸ（５５）１８１５角館町小勝田間野５４－５

※事務局に応募用紙あります

１０月２８日午後１時まで会場展示場まで持■出展方法：

参ください。午後３時４５分過ぎに食器等回収ください。

調理師等食育推進者研修会

～食育の和を広げましょう！ 昔なつかし郷土料理の再発見～

１０月２８日（水）午後１時３０分～３時４５分■日時：
※受付は午後１時より

仙北市角館交流センター（ ）■会場： ＴＥＬ（５４）１００３

定員８０名（※定員になり次第締切ます）■参集者：
①飲食店・給食施設に勤務している調理師

②平成２１年度調理師試験合格免許申請者

③食育ボランティア会員（個人、団体）

④食育関係者（給食施設関係者、在宅栄養士等）

○情報提供（食育ボランティア活動について、食の■内容：

健康づくり応援店について）

○講演「秋田県内の地域探訪より～食文化と郷土料
理の紹介～」講師：小西一三 氏

○展示料理の紹介・講評

仙北地域振興局 福祉環境部■参加申込：

TEL０１８７（６３）３４０３（大仙保健所）健康・予防課
ＦＡＸ０１８７（６２）５２８８

※申込は氏名、所属（参集者①～④のどれにあては

まるか）を明記の上、郵送またはＦＡＸにて

市 営 住 宅 入 居 者 募 集

９月１５日（水）～１０月６日（火）■募集期間：
■募集住宅：

住宅名 住所 規格 階数 月額家賃 月額駐車料金

田中住宅１５ 角館町雲然田中 ２,１００円から 駐車場なし２Ｋ 平屋建

（築４７年） ３０８－２ （所得額による）

※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金の納付、連帯保証人が必要となります。
※申込は１世帯１戸限りです。
※一度部屋の現況を見てもらいますので、申込前に必ず都市整備課へご連絡ください。

次の①～⑤の条件にすべてあてはまること。■入居資格：

①現に同居し、又は同居しようとする親族があること（婚姻の予約者を含む）。

②月額所得が であること。但し、小学校就学前の子供がいる世帯は であること。１５８,０００円以下 ２１４,０００円以下

③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

④市税を滞納していない者であること。

⑤暴力団員でないこと。

※市外在住の方でも入居可能です。

※不明な点がありましたら事前に都市整備課へご連絡ください。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添えて、募集期間内に提出してください。（当日必着）■申込方法：

【提出先及び申込書設置場所】

西木庁舎 都市整備課、田沢湖地域センター 地域振興班、角館地域センター 地域振興班

【添付書類】

①入居希望者の世帯の住民票 １通（省略事項のないもの・婚姻予定者等は各１通）謄本

②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除く）※複数人が入居希望の場合は、市県民税世帯証明書１通

③入居希望者全員の納税証明書各１通（学生は除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開抽選（申込人によるくじ引き）を行います。■選考方法：

【抽選日時】１０月１４日（水）午前１０時 【抽選場所】西木庁舎 開発センター２階 農林研修室

１０月２０日（火）から入居可能です。■入居時期：

TEL（４３）２２９５ FAX（４７）２１６６■問合せ先：仙北市都市整備課 住宅公園係
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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 ６９７２９１②介護員（ヘルパー２級以上）常雇◆ -
（正社員以外）③不問④１３３，０００～１４１，８００⑤仙北市

-⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパー２級 ①０５０４１◆

６９９１９１②フロント業務（常雇）正社員③不問④１６０，０００

～２００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１◆

７００７９１②菓子製造販売（常雇）正社員③不問④１１５，７-
３６～１１９，６００⑤大仙市・仙北市⑥不問 ①０５０４１ ７０◆ -
１８９１②土木施工管理技士（常雇）正社員③６４以下１号

④２２５，０００～４００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 土木施工管理技士１級 土木施工管理技士２級 ①０◆

５０４１ ７０２２９１②ルーム係兼調理補助（臨時４ヶ月未満）-
パート労働者③不問④７５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５◆

０４１ ７０３５９１②重機オペレーター兼作業員（常雇）正社員-
③不問④１６１，０００～１８４，０００⑤仙北市⑥大型自動車

免許一種 大型特種自動車一種 車両系基礎工事用運転

①０５０４１ ７０４１９１②土木施工管理（常雇）正社員③不◆ -
問④１８０，０００～２７０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 土木施工管理技士１級 ①０５０４１ ７０５０９１②商◆ -
品出し、レジ係（常雇）パート労働者③不問④７００～１，００

０⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ７◆ -
０６３９１②商品出し、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

①０５０４１ ７０８９９１②介護職員【急募】常雇（正社員以外）-
③不問④１３７，２８０～１４６，０８０⑤仙北市⑥ホームヘル

パー２級 ①０５０４１ ７０９４９１②営業（生命保険販売）常◆ -
雇（正社員）③不問④１０６，０００～１０６，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０４１ ７１０２９１②保育業務◆ -
（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 ７１１５９１②営業【トライアル】常雇◆ -
（正社員）③不問④１１２，７００～１１２，７００⑤仙北市⑥普

通自動車免許一種 ①０５０４１ ７１２１９１②ミシンオペレー◆ -
ター（常雇）正社員③不問④１１０，０００～１２０，０００⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１ ７１６９９１②惣菜担当（常雇）パー◆ -
ト労働者③不問④６４０～６５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１◆

７１８７９１②警備員【経験者】常雇（正社員）③不問④１３１，-
２００～１４０，０００⑤仙北市・大仙市・横手市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１ ７１９８９１②警備員【未経験者】臨時◆ -
４ヶ月未満（正社員以外）③不問④１１９，６８０～１３２，０００

⑤仙北市・大仙市・横手市⑥普通自動車免許一種 ①０５０◆

４１ ７２０１９１②受付歯科助手（常雇）パート労働者③不問-
④７００～１，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５◆

０４１ ７３０３９１②レジ担当（常雇）パート労働者③不問④６５-

０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ７３１６９１②接客・調◆ -
理補助・清掃業務（常雇）パート労働者③不問④６５０～７００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ７３２９９１②◆ -
接客販売（常雇）パート労働者③不問④７００～８５０⑤仙北

市⑥不問 ①０５０４１ ７０７６９１②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

※平成２１年８月２８日～９月３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

環境保全センターよりお知らせ

「リン」の無償配給について

仙北市では､汚泥再生処理センターからリンを１カ月に平均

６００ｋｇの回収をしております。この度肥料登録を申請し、名
前を と銘々し、平成２１年８月２５日に農「せんぼく さくら」

林水産大臣より認可をいただきました。

回収されたリンを市民の皆様に試験的に今年度限り、使用

していただきたいと思い、下記場所で することにい無償で配給

たしましたので、ご利用していただきたいと思います。（※在庫

がなくなり次第打ち切らせていただきます）

仙北市認定農業者協議会 会長 藤村隆清■配給団体：
ＴＥＬ／ＦＡＸ（４７）３００３

仙北市西木町小渕野字曲屋４３番地■配給場所：

毎月１日と１５日 午前８時～１０時■配給日及び時間：

袋詰めになっておりませんので、各自空の肥■搬出方法：
料袋（２０キロ）を持参してください。

（※お一人様２０キロを上限とさせていただきます）

ＴＥＬ（５４）３３０５■問合せ：環境保全センター

〔注意〕使用の際には、リンのみでの使用では生育しません

、 。ので 他の混合肥料と合わせてご使用してください

雲沢地区グランドゴルフ大会開催のお知らせ

雲沢地区に在住の方を対象にグランドゴルフ大会を開

催いたします。みなさんのご参加をお待ちしています。

１０月２５日（日）午前８：００集合■日時：

雲然野球場（田中）※現地集合です■場所：

雲沢地区に在住の方■参加資格：

一人５００円■参加費：

雲沢地区体育振興会■主催：

申込・問合せ：■

ＴＥＬ（５５）２２１１ ＴＥＬ（５５）５４２７川原正春 佐藤菖一

ＴＥＬ（５５）１５１０ ＴＥＬ（５５）４３８６石郷岡秀雄 鈴木輝一
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№９５-２平成２１年９月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

下水道課からのお知らせ

下水道、集落排水および市で設置した浄化槽を使用

されている家庭で、毎月の使用料を使用人数に応じた

金額で支払われている方は、使用人数に変更があった

場合（出生・死亡・婚姻・転出・転入等）使用人数変更の

手続きをする必要があります。

寄の市役所各庁舎・出張所において使用人数変

更の手続きができますので、使用人数に変更があった

場合には、速やかに手続きをしていただきますようお願

いいたします。

※計量器（メーター）が設置してあり、その使用量に

応じて使用料金を支払われている方は該当しません。

TEL（４３）２２９６■問合せ：仙北市下水道課

第１回パソコン講座受講生募集

＜①パソコン基本＞（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

初心者■対象：
１０月７日（水）、８日（木）、１４日（水）、１５日（木）■日時：

午後１時～４時

＜②エクセル基本＞（２日間）

表やグラフの作成

パソコン基本操作をおおよそ習得している方■対象：

１０月２１日（水）、２２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）

テキスト代：基本３００円、エクセル６００円（予定）■費用：

各３０名■定員：

ＴＥＬ（４３）３３３９■申込：仙北市総合情報センター

（土・日・祝日を除く）

仙北市
秋 の 交 通 安 全 運 動

９月２１日から９月３０日■期間：

９月３０日は「交通事故死ゼロを目指す日」となって

おりますので、市民の皆様の御協力をお願いします。

仙北市交通安全対策協議会、仙北警察署、■担当：

仙北地区交通安全協会

「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。

平成２１年９月３０日 固定資産税第３期、納期限の税目は

国民健康保険税第３期、後期高齢者医療保険料(普通徴収)

です。また、口座振替日も納期限日と同日ですので、前第３期

日までに残高をご確認くださるようお願いします。

９月３０日（水）１７時１５分～１９時■開設日時：

※開設時間内に都合がつかない場合は、事前にご連絡ください。

（どの庁舎も正面玄関よりお入りください）■場所：

【田沢湖庁舎】税務課 【角館・西木庁舎】総合窓口課

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。

なんでも健康相談会のお知らせ

市の保健師、栄養士による「なんでも健康相談会」を

開催します。市の健診やドック等の結果を見たけれどよ

くわからない、気になる所があるけれどもまだ聞いてい
ない、私ってメタボ？という方など、健康に関してどんな

ことでも個別で相談に応じますので、どなたでも気軽に

いらしてください。

■日時・場所：

＜西木地区＞ （※他の地区は後日行います）

実施日 会 場 受付時間

９月３０日（水） 午前１０時～１１時桧木内地区公民館

西木保健ｾﾝﾀｰ 午後１時～２時

血圧測定、体脂肪測定、健康相談■内容：

健診結果、健康手帳、（もっている方）■持ち物：

※予約はありませんので、直接会場にお越しください。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課
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「仙北地域新規高卒者就職面接会」の
参加企業を募集しております！

雇用情勢が厳しい中、地域及び企業の活力維持のため、

人材を求めている企業と県内就職を希望している高校３年生

との面接の場を設け、お互いの理解を深めることにより、企業

の人材確保と生徒の県内就職を支援します。

１０月２３日（金）午後１時～４時■日時：

※受付開始は１２時３０分から

フォーシーズン（大仙市佐野町２－４）■会場：

TEL０１８７（６２）６０００

無料■参加費：

高卒者の採用を予定又は検討しており、採用■参加企業：

後の就業先が秋田県内である企業（５０社程度を目標）

参加企業を募集中です。高卒求人募集■企業の皆さんへ：

中又は求人を検討中の企業の方々は、多くの生徒と面接

するチャンスですので、是非ご参加ください。なお、参加希

望の場合は事前に申し込みが必要ですので、お手数です

が１０月９日まで仙北地域振興局にご連絡ください。

秋田県仙北地域振興局 総務企画部地域企画課■問合せ：

TEL０１８７（６３）５２２６企画振興班

『囲炉裏端教室』参加者募集第２回

秋田藩と盛岡藩の藩境を成す国見峠は、秋田県と岩
手県を行き交う 短の道でした。

秋田・岩手境を越えて探ってみましょう。

１０月９日（金）■日時：

☆就業センター ８：３０出発

☆田沢湖総合開発センター ９：００出発～１５：００頃
国見峠ヒヤ潟～旧秋田街道～雫石あねっこ■探訪場所：

☆旧街道をたどります。

雨天決行（雨天の場合コース変更あり）

※詳細については、申込み者に後日連絡致します。
１５名（先着順）■定員：

９月２８日（月）～１０月１日（木）の４日間■申込期間：

無料■参加費：
昼食、雨具■持ち物：

田沢湖公民館（ ）に■申込み・問合せ： TEL（４３）１０６１

電話でお申込みください。

『自動車点検整備推進運動』強調月間

９月・１０月■期間：

＊＊＊かんたん日常点検としっかり定期点検で

愛車にいたわりを！＊＊＊

安心安全のためにクルマの点検をお願いします。

国土交通省秋田運輸支局整備担当■問合せ：

TEL０１８（８６３）５８１４

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。

９月２７日(日) ８時４５分集合■開催日時：

１１時４５分解散予定
仙北市田沢湖畔第一駐車場■集合場所：

（花心亭しらはま前）

田沢湖畔コース（約７km）■コース：

田沢湖畔第一駐車場～（バス移動）～茶立ての清水駐
車場～見附田～田沢湖発電所～田沢湖畔第一駐車場

水分補給用ドリンク、タオル、着替え、雨具等■携行品：

５００円（保険料含。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。

秋田県ノルディックウォーキングクラブ■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・ＮＨＫ秋田放送・ＡＢＳ

秋田放送・ＡＫＴ秋田テレビ・ＡＡＢ秋田朝日放送

田沢湖スポーツセンター内■申込・問合せ：
秋田県ノルディックウォーキングクラブ

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】
○１１月１日(日) 抱返り渓谷コース(約５km)

『たそがれ清兵衛』がイオンシネマ大曲で
再 上 映 決 定 ！

平成１４年に仙北市内でもロケが行われた松竹映画「たそ

がれ清兵衛」が、イオンシネマ大曲の大型スクリーンで再上映

されます。
この映画は武家屋敷「岩橋家」「松本家」等でも撮影が行わ

れました。『藤沢周平作品長期特集上映』の企画で、今後は、

隠し剣鬼の爪、武士の一分、蝉しぐれも上映します。仙北市

の映画代表作の１つですので、是非ご覧ください。
９月２６日（土）～１０月９日（金）■期間：

１，０００円■料金：

《羽後交通：イオン大曲ＳＣ直行バス》
片道７００円、往復１，４００円■料金：

角館営業所発 ９：００→イオン着９：５９■バス時間：

〃 １０：００→ 〃 １０：５９

イオン発１３：１０→角館着１４：０２
〃 １５：５０→ 〃 １６：４２

かくのだてフィルムコミッション（仙北市観光課内）■問合せ：

TEL（４３）３３５２

TEL０１８７（６６）３７８２イオンシネマ
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秋の終日の未体験ゾーン
栗拾いをして、お香を聞いてみませんか

ご当地特産の西明寺栗を拾って、栗ご飯を食べて、

お香を聞いてみませんか。初体験者歓迎！組香２席

（三星香・菊合香）を体験できます。
１０月１１日（日）午前１０時００分から■日時：

かたくり館・栗園■会場：

先着２０名様■定員：

１０月７日（水）■申込期限：
お一人２，０００円■参加費：

（お香１，０００円・栗拾い５００円・栗ご飯５００円）

香道許状講師 舩山智子さんほか■講師：
ＴＥＬ（４７）３５３５■予約・問合せ：かたくり館

開館時間：午前８時３０分～午後５時（休館日無し）

季 節 の 森 を 歩 こ う 会

１０月４日（日）小雨決行■日時：
大蔵山（大蔵山神社跡～田沢湖畔 ３ｋｍ程度）■会場：

※昼食：潟前山森林公園

仙北市役所西木庁舎前・午前９時■集合場所・時間：
雨具、おにぎり等（お汁あり）■持ち物：

５００円（小学生は無料）■参加費：

１０月１日まで（定員２０名）■申込：

ＴＥＬ（４３）２２０７■申込先：仙北市農林課

仙北わくわくウォーキング開催のお知らせ

健康づくり運動の推進と体力維持・増進や生活習慣の改善
のため『ノルデｨックウォーキング体験教室』『ウォーキング体験
教室』『ヘルシーメニュー試食会』を開催いたします。
是非ご参加ください！！！

１０月９日(金)■期日：
秋田県立田沢湖スポーツセンター周り■場所：

（雨天時）田沢湖スポーツセンター体育館
田沢湖スキー場 スキーセンター『レラ』前■受付：

（雨天時）田沢湖スポーツセンター玄関
無料（昼食を希望される方は、当日６００円）■参加費：
一般男女 先着５０名■参加対象：

スポーツが出来る服装・帽子・内ズック（雨■服装・持ち物：
天時）等。（個人でノルデｨックウォーキング用ポールをお
持ちの方は持参してください。）

【受付】９：１５～９：３０■日程：
【開校式】９：３０～９：４０
【体験教室】９：４５～１２：１５
【ヘルシーメニュー試食会】１２：２０～１２：５０

１０月５日（月）■申込締切：

仙北市教育委員会生涯学習課まで ・■申込･問合せ： TEL

３３８３ １７２７FAXで申し込みください。ＴＥＬ（４３） ＦＡＸ（５４）

担当：草彅・柴田

※送迎を希望される方は申込時にお知らせください。
保健課･健康管理センター駐車場発 午前８時４０分
仙北市田沢湖庁舎駐車場発 午前９時００分

高齢者世帯に火災警報器を取り付けます

今年度、仙北市と市社会福祉協議会では、高齢者の見守りや地域福祉活動の一環として、火災警報

器の取り付けを進める事業を協働で行っています。

次の３つ全てに該当する家に で火災警報器を取り付けます。費用負担なし

１．今年７月１日以前から仙北市内に住んでいる。（集合住宅除く。）

２．昭和２０年４月１日以前に生まれた方だけが、暮らしている。

３．まだ、寝床に警報器が付いていない。（２階が寝床の場合、階段踊り場含む。）

寝室の火災警報器取付けが義務付けられます。この機会に火災警報器を取付けましょう。

対象世帯は、早めに申請手続きをお願いします。

※消防署・仙北市・市社協では、訪問販売などのあっせんは、一切行っていませんので、

悪質な訪問販売（不適正な価格、無理強い販売など）に注意してください。

仙北市役所庁舎・出張所、社会福祉協議会 各窓口■申請窓口：

ＴＥＬ（４３）２２８１■問合せ：仙北市福祉事務所 長寿子育て課

ＴＥＬ（５２）１６２４仙北市社会福祉協議会 総務管理課
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新型インフルエンザに対する医療体制が変更になりました

９月１日より新型インフルエンザの医療体制が大きく変更になり、登録医療機関での診療が

可能となりました。

■受診方法：

①かかりつけ医に電話で相談

（特に基礎疾患のある方はかかりつけ医にご相談ください。）

②下記の登録医療機関に直接電話して受診

③発熱相談センターに電話して紹介受診

■仙北市内の登録医療機関：

医療機関名 ＴＥＬ 住 所

（５３）２５１０ 角館町田町上丁３今村内科循環器科医院

（５２）１１３３ 角館町中菅沢９２－２０おおさわ胃腸科内科クリニック

（５３）２０６６ 角館町東勝楽町１７大野医院

（５４）２０５５ 角館町下新町１３佐藤医院

（５４）２３３７ 角館町田町上丁５２－１野々部外科内科医院

（５４）２１１１ 角館町上野１８市立角館総合病院

（４３）２１２３ 田沢湖生保内字浮世坂７４－１かとうファミリークリニック

（４３）１５１５ 田沢湖生保内字街道ノ上６５高橋医院

（５４）１２５５ 田沢湖小松字城廻９１－２橋本整形外科医院

（４４）２１１８ 田沢湖神代字野中清水２１６－４仙北市国民健康保険神代診療所

（４３）１１３１ 田沢湖生保内字浮世坂１７－１市立田沢湖病院

（４７）２１２３ 西木町門屋字屋敷田８７－１仙北市西明寺診療所

■相談窓口：

仙北市発熱相談センター ＴＥＬ０１８７（５５）１１１２

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜、祝日は除く）

大仙保健所発熱相談センター ＴＥＬ０１８７（６３）３４０３

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（日曜、祝日は除く）

秋田県健康推進課 ＴＥＬ０１８（８６０）１４２５

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜、祝日も実施）


