
- 1 -

№９６平成２１年１０月１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

１０月１日から１０月７日まで■募集予定期間：

■募集業種：

【事務補助員１名】田沢湖図書館 １３０７ＴＥＬ（４３）
蔵書にバーコードラベルを貼る作業等（図書館業務
経験者を優先させていただきます）

１０月２０日から６ヶ月以内雇用予定期間：

【環境整備作業員１名】観光課 ３３５２ＴＥＬ（４３）

観光施設の整備等

１０月１４日から２ヶ月以内雇用予定期間：

【調査員２０名】商工課 ３３５１ＴＥＬ（４３）
中心市街地の交通量調査

１０月１２日から１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、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。

ブ ナ 植 林 ボ ラ ン テ ィ ア 募 集

ＮＰＯ法人田沢湖ふるさとふれあい協議会は「秋田県 水

と緑の森づくり税事業」の助成を得て、今年から田沢湖のスキ
ー場跡地へのブナの植林を行っています。豊かなブナの森を

一緒に育ててください。

春には神奈川県の中学生の方々に植樹を手伝っていただ

きました。夏には会員達で植栽地の下刈りをしました。
秋には市民の皆さんとブナの植樹を計画しています。是非

ご参加ください（家族歓迎）。作業は午前中で終わります。

１０月２５日（日） 午前１０時■期日：
旧乳頭スキー場前駐車場■集合場所：

唐鍬か剣スコ（予備も有ります）■携帯品：
長靴、軍手

１０月２０日（火）■申込期限：

ＴＥＬ（４６）２４４６■申込：やなた
ｄｏｎｇｕｒｉ＠ｈａｎａ.ｏｒ.ｊｐメール

仙北市
秋の味覚を紹介しています

仙北市農産物販売情報データベースでは、市内の直売所

や農業者の方々が販売しているキノコなどの秋の味覚を紹介

しています。ぜひ、一度ホームページをご覧いただき、旬の情
報をお楽しみください。

また、情報掲載内容充実のため、市民の皆さんより販売情

報の提供をいただきたいと思います。「自分の作った農産物を

販売したい！」「漬物などの農産物加工品を販売したい！」と
重点プロジェクト推進いう方は、仙北市役所 田沢湖庁舎

までご連絡願います。室 TEL（４３）１２４１

■ホームページアドレス：

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｈａｎａ.ｏｒ.ｊｐ/~ｎｏｕｓａｎｄｂ/ｉｎｄｅｘ.ｐｈｐ

仙北市ホームページのトップ画面右下の■アクセス：

をクリック。

もしくは、「観光情報」→「物産・味処」→サイドメニュー「農産
物販売情報ＤＢ」をクリックしてください。

環境保全センターよりお知らせ

「肥料（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

(９／１５号再掲)

続けよう・磨こう・広げよう 北浦芸術文化！
仙北市芸術文化振興大会第４回

市民の皆さま大歓迎！多くの参加を期待します。
１０月１８日（日）９：００～■日時：
クリオン（西木町門屋 ）■会場： ＴＥＬ（４７）２０１０

■日程：
９：２０～ 講演【講師】西明寺診療所長 市川晋一先生

【演題】「温泉を利用しての健康づくり」
１０：３０～ 史跡探訪・短詩型文芸の集い
１２：４５～ 芸能発表

仙北市芸術文化協会事務局（角館公民館内）■問合せ：
（５４）１１１０ＴＥＬ
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地上デジタル放送受信支援のお知らせ

総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送がま
だ受信できない方に対して、簡易なチューナーの無償
給付などの支援を行います。

次の世帯でＮＨＫの放送受信料が全額免除■支援対象世帯：
となっている世帯

①生活保護などの公的扶助を受けられている世帯

②障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民

税非課税の措置を受けている世帯
③社会福祉事業施設に入所されていて、自らテレビを

持ち込んでいる世帯

（今回の支援については、既にＮＨＫの放送受信料が全額
免除となっている世帯に対しては、ＮＨＫから９月下旬に受信

料全額免除証明書と申込書が直接送付される予定です。）

※①②③に該当し、今年度のＮＨＫ放送受信料免除申請を
されていない方で無償給付を希望される場合は、福祉事

務所または各地域センターへご相談ください。

仙北市社会福祉課 障害福祉係■問合せ：

TEL（４３）２２８８

～５回連続 講座～

あなたもそば打ち職人になれるかも！

新そばでそばを打ちませんか？そば打ちは初めてという方
も大歓迎！１日２回の連続手打ちで腕前を磨きましょう。

自分で打ったそばで年越しそばが食べられるかな？？

（毎回２時間程度）■日時：

①１０／２２（木）１８：３０～ ②１１／１（日）１０：００～
③１１／１９（木）１８：３０～ ④１２／６（日）１０：００～

⑤１２／１７（木）１８：３０～

西木公民館■会場：
１０名■定員：

１回 ２，０００円■参加料：

１０／５（月）より申込みを受け付けます。■申込：

遊々楽々３トピア会議■申込・問合せ先：
（４３）２２０６（仙北市農林課内） ＴＥＬ

角 館 盆 栽 展第２８回

松柏を中心に３０席展示。戸納瀬社中によるお茶席

を用意しております（無料）。

１０月１６日（金）～１８日（日）■日時：

９時～１７時 最終日は９時～１４時

角館交流センター■会場：

ＴＥＬ ２５０３■連絡先：加藤 （５３）

国土交通省からの

国有財産売却のお知らせ

国土交通省秋田河川国道事務所では、田沢湖生保内
地内の国有財産（土地）を、「普通財産売払申請書」の先
着者を契約の相手方として売却します。

土地１，７６４．０８㎡（生保内字駒ヶ岳■売却資産：
２－１１０外１筆）

１０月７日（水）午後１時３０分～■下見（現場説明 ：）
￥２，１６０，０００．－■売却価格：

下見（現場説明）日時以外にも申し出があ■その他：
った場合は随時実施します。

国土交通省 秋田河川国道事務所■問合せ：
ＴＥＬ０１８（８６４）２２８３経理課 契約係

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｈｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ/ａｋｉｔａ/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

自殺予防シンポジウムの開催について

心の声聞こえますか？一人で悩んでいませんか？
大切な命を守るために、あなたが今できることを一緒に考

えてみませんか？

１０月３０日（金）１３:００受付 １６：００終了■日時：
角館樺細工伝承館■場所：
①基調講演「いのちの大切さを考える」■内容：

秋田大学医学部 佐々木久長先生
②クラリネット･ピアノ生演奏

③シンポジウム「地域に広げる自殺予防」

～あなたが、今できることを一緒に考えてみませんか～
ＮＰＯ蜘蛛の糸理事長 佐藤久男氏

秋田グリーフケア研究代表者 涌井真弓氏
１０月２３日（金）■申込締切：

ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課
※田沢湖、西木方面から送迎バスが出ます。
ご利用の方は、申込の際にお知らせください。

山のフェスティバル２００９ ＆
ｉｎ田沢湖高原モーターフェスティバル

１０月１０日（土）～１１日（日）■日時：
１０：００～１７：３０
田沢湖スキー場 特設会場■会場：

○インポートカー＆スーパーカー展示■イベント：
○ジムニー祭りｉｎ秋田
○ご当地グルメフェア
○ドリフトショー・ドレスアップカー展示
○花火＆ファミリーまつり
○ステージイベント

前売券 １，２００円、当日券 １，５００円■入場チケット：
（お一人様当日限り有効／小学生以下無料）

※チケットはローソンチケット、秋田テレビ事業部、ＪＴＢ東
北県内各支店、仙北市協力自治体・企業・店舗にて（前
売り券）販売。当日券は各イベント会場受付または会場
本部にて販売。

TEL （ ）６１９３■問合せ：ＪＴＢ東北 ０１８８６２
TEL （ ）１３５５（有）アイキプランニング ０１８８８３
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先着５０名

脳卒中予防月間脳ドック

稲穂も垂れ寒さも増してきた今日この頃……

『ちゅうぶ…あだるんでねぇがぁ～…』と脳卒中が心配な

必見 １０月・１１月 １０，０００方や心房細動のある方 のみ

で実施します。是非この機会をご利用ください。円

脳ドック検査内容

血液検査・心電図・脳画像診断

水・金曜日になります。■検査日：

当日は午後２時まで当院フロントにお越しください。

※中風（脳出欠血によって起こる半身不随や手足の麻痺）
市立角館総合病院 医事課■申込・問合せ：

TEL（５４）２１１１

防災ポスターコンクール作品募集

地震などの自然災害について、家庭・地域などにおける日
頃の備え、防災訓練・防災ボランティアの重要性を訴えるな
ど、「防災」をテーマにした皆様の作品を募集します。

■募集作品：

（１）「防災」をテーマにした個人の未発表図案で標語を入れ
たもの。

（２）用紙はＡ３版以上Ａ２版以下の画用紙、ケント紙、印画

紙で、画材、色数は自由です。

（３）パソコン等を使用した作品も可。（データの提供をお願
いすることがあります。）

どなたでも応募できます。■募集対象：

①幼児・小学１～４年生の部 ②小学５・６年生の部■応募区分：
③中学生・高校生の部 ④一般の部

応募用紙をご利用いただくか、作品の裏面に■応募方法：

下記の項目を付記してお送りください。

※応募用紙は市役所各庁舎窓口にあります。

◆学校単位で応募いただく場合

①応募区分②氏名（ふりがな）③性別④学校名⑤学年

⑥学校が所属する都道府県⑦学校の連絡先（郵便番号・

住所・電話番号⑧担当の先生のお名前

◆個人で応募いただく場合

①応募区分②氏名（ふりがな）③性別④年齢⑤お住まい

の都道府県⑥住所連絡先（郵便番号・住所・電話番号）

１０月３０日（金）（当日消印有効）■応募締切：

〒１５０－００４３■作品の送り先・問合せ：

東京都渋谷区道玄坂１－２２－１０ 若葉ビル６階
「防災ポスターコンクール事務局」宛

ＴＥＬ０３（３７８０）１８３０

消防設備点検資格者講習会平成２１年度

■講習実施日：

第１種 １０月２０日（火）～２２日（木）

第２種 １０月２７日（火）～２９日（木）
秋田市山王４－２－１２■講習会場：

ルポールみずほ

～１０月８日（木）まで■講習受付期間：
（受講申込は持参または郵送）

３３，０８０円■受講料：

■受講申請書提出・問合せ先：

〒０１０－０００１ 秋田市中通６丁目７－９
社団法人 秋田県消防設備保守協会

TEL０１８（８３５）５８８０

(９／１号再掲)

「鉱山と栄えた里山を歩く」散策ツアー
観光モニター募集

仙北市商工会では、観光客誘致対策の一つとして、

歩いてその地の歴史や文化に触れることのできる観光

コースづくりを進めています。

本年は「鉱山と栄えた里山を歩く」と題して、日三市
鉱山（角館）の遺産を訪ねるコースです。

市民の皆さまもお誘い合わせのうえご参加ください。

１０月２２日（木）雨天決行■期日：

角館武道館駐車場 ８：１０集合■集合場所、時間：

（羽後交通バス貸切りにて）

先着４０名■募集定員：

※お子様同伴はご遠慮下さい

一人５，０００円（昼食、バス代含）■参加費：

※当日持参ください。キャンセルの場合キャンセル料あり

荒川鉱山の資料館大盛館→■行程（主なコース ：）

日三市鉱山入口「雫田集落」「野田集落」散策→昼食

（花葉館）→平福記念美術館→安藤家煉瓦蔵

※詳しい内容、日程については、申込時にお知らせします。

※定員になり次第終了■申込締切：１０月９日（金）

仙北市商工会 角館本所■申込、問合せ：

〒０１４－０３２７ 仙北市角館町上新町４３－１

TEL（５４）２３０４／FAX（５４）２３０５

※仙北市商工会備付の申込用紙に氏名・住所・生年月日・

連絡先ＴＥＬを記入のうえ持参かＦＡＸで申込ください。
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まちづくり出前講座をご利用ください

▽まちづくり出前講座とは？

地域の集会や団体の集まる機会を利用して、市の職員が

講師として出向き、市の事業や施策などについて説明や意見
交換を行い、市民の皆さんと一緒にまちづくりについて考える

ものです。

▽受講できる人は？

仙北市に在住、勤務、在学する自治会、サークル、ＮＰＯ等
の団体で、原則として５人以上が集まることが条件です。

▽開催時間は？

原則として平日の午前９時から午後８時までの間で、１回
当たり１～２時間が目安です。

▽費用は？

講師は市の職員ですので講師料は無料です。

■まちづくり出前講座メニュー

タ イ ト ル 担当課・所番号

１ よくわかる長寿医療制度・ 市民課
国民健康保険制度

２ よくわかる介護保険制度 長寿子育て課

３ 火災から大切な財産やいの 環境防災課・
ちを守る（防火講座） 広域消防

４ 大災害は必ずやって来る 環境防災課・
（災害講座） 広域消防

５ 応急手当で命を守る 環境防災課・
（救急講座） 広域消防

６ 交通事故にあわないために 環境防災課

７ 重点プロジェクトについて 重点プロジェクト推
進室

８ 監査委員制度はどうして必要 監査委員事務局
なの？

９ 行政改革大綱をご存知です 行政改革推進室
か？

仙北市総合計画とは 企画政策課１０

みんなで考える地域公共交通 企画政策課１１

男女共同参画ってなに？ 企画政策課１２

知っておきたい議会のしくみ 議会事務局１３

一票の行方 選挙管理委員会事務局１４

水道料金はどうやって決めら 企業局業務課１５
れているの？

簡易水道事業を統合します 企業局工務課１６

仙北市の景観形成について 都市整備課１７

知って得する介護予防 包括支援センター１８

障害福祉制度について 社会福祉課１９

市民健康づくりプラン 保健課２０

お母さんと子どもたちのために 保健課２１
（ ）母子保健事業・子育て支援

食育ってなぁに？ 保健課２２

農業について（担い手、認定 農林課農務係２３
農業者など）

地産地消を進めよう 農林課政策調整係２４

農山村の暮らしを体験してもらおう 農林課政策調整係２５

農業農村整備事業の仕組み 農林課農村整備係２６

森林と暮らし 農林課林務係２７

企業立地促進法について 商工課２８

タ イ ト ル 担当課・所番号

商工業を応援します（事業資金 商工課２９
金利負担軽減措置）

伝統工芸について 樺細工 商工課３０ （ ）

ご存知ですか地元の観光 観光課３１

桜のおはなし 文化財課３２

仙北市の学校教育のすべて 学校教育課３３

今聞いてみたいこと（市政に 企画政策課３４
関して）

仙北市企画政策課へ郵送またはＦＡＸで■申込・問合せ：
TEL（４３）１１１２／FAX（４３）１３００

※「仙北市まちづくり出前講座メニュー」から講座を選び、「ま

ちづくり出前講座申請書」を開催希望日の２週間前までに

提出してください。
※申込書は、市ホームページ、各地域センター窓口、出張

所、企画政策課に備え付けています。

会場の確保や参加者への連絡、当日の進行【お願い】

などは申請者（主催者）側でお願いします。
政治、宗教、営利を目的とした催しへの派遣はできません。

古文書解読研究会のお知らせ平成２１年度

参加は無料です。お気軽にご参加ください。

１０月２１日（水）午後１時３０分～■日時：

仙北市総合情報センター・２階学習室■会場：

（仙北市角館町田町上丁２３番地）

嵯峨稔雄氏（秋田県公文書館嘱託）■講師：

未定■解読資料：

電話にて申し込み可（先着３０名）■参加申込：

TEL（５４）１１１０■問合せ：仙北市角館公民館

TEL（４３）３３３３仙北市総合情報センター

「行政書士無料相談会」開設について

行政書士制度推進の一環として、次の通り行政書士

無料相談会を開催いたします。秘密は厳守しますの

で、どなたでもお気軽にご相談ください。

１０月１１日（日）午前１０時～午後３時まで■日時：

イオン大曲ショッピングセンター・１階 稲穂の広場■会場：

◇行政書士は官公署に提出する許認可等の申請書類

作成並びに提出手続き代理、契約書等の権利業務

に関する書類作成並びに作成代理、事実証明に関

する書類の作成等を行います。身近な困り事があり

ましたら行政書士にご相談ください。


