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№９７-１平成２１年１０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１名】田沢湖地域センター総合窓口課

１１１５台帳整備に係わる資料作成補助等 ＴＥＬ（４３）

【事務補助員１名】商工課 ３３５１ＴＥＬ（４３）

特産物の収集補助、情報データベース化の準備等

１１月上旬から５ヶ月以内雇用予定期間：

１０月１５日から１０月２３日まで募集予定期間：

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。

骨コツ教室開催のお知らせ

～骨粗しょう症予防教室～
「骨粗しょう症」ひと昔前までは、一種の骨の老化現

象としかとらえられていませんでしたが、今はその予防
法や治療法が進歩しています。
「人生７０年や８０年は当たり前」と

いわれる現代、できるだけ骨が弱るの
を食い止め、いつまでも若々しく活動
的でいられるためにはどうしたらよいの
か、一緒に学んでみませんか。

■日程及び場所：
１１月１３日（金） 仙北市健康管理センター（角館）
１１月１８日（水） 仙北市田沢湖健康増進センター

１３：３０～１４：００（終了予定１５：００頃）■受付時間：
講話「検査結果の見方と骨を丈夫にするコツ」■内容：
講師：秋田県総合保健事業団医師

浜出直人 先生
１１月６日（金）まで■申込締切：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

仙北市
仙北市男女共同参画推進委員会からのお知らせ

家族で考えよう、ワーク・ライフ・バランス

＜イベント開催のお知らせ＞

入場無料！お気軽にご参加ください！
１１月８日（日）９：３０～１１：００■日時：
仙北市角館交流センター（ ）■場所： ＴＥＬ（５４）１００３

※文化祭と同じ会場です。
：■内容

○野菜ソムリエ 加藤正哉氏 講話
『やさいで女も男も元気に！』～野菜ソムリエ流「一日
３５０グラム」のとりかた～ と題して、秋冬が旬の野菜・
果物を使った男性でも作れる簡単レシピを紹介！！

○「遊児＆麗花マジックショー」
カードマジックからイリュージョンまで、夫婦で息ピッタ
リの本格マジックショーは必見です！！

○朗読劇
男女共同参画推進委員による「男女共同参画」「ワ
ークライフバランス」をテーマとした朗読劇です。

○男女共同参画トーク
加藤正哉さん、遊児＆麗花さんをゲストにお迎えして、
男女共同参画に関する本音トークをお届けします。

＜写真・イラスト・標語コンテスト＞

「男女共同参画」「ワークライフバランス」をテーマとした
写真・イラスト・標語（１行詩）のコンテストを開催します。

（ ） （ ）ご応募いただいた作品は、１１月７日 土 ～８日 日
の期間中、文化祭会場に 。展示いたします
優秀作品には、仙北市男女共同参画推進委員会より、

賞状と記念品を進呈いたしますので、みなさま奮ってご応
募ください！！

男女共同参画とワーク・ライフ・バランス■応募要項：【テーマ】
※性別に関わらず、すべての人が、ライフスタイルに応じてそ
の個性と能力を十分に発揮し、仕事と家庭生活、地域活
動、ボランティアなどのさまざまな活動との調和を図りなが
ら、だれもが住みよい社会の実現をめざすものです。

※このテーマにそって、写真・イラスト・標語にて表現してください。

（写真・イラスト・標語については、応募期間内に下記の
宛先まで郵送またはご持参ください。また、標語につい
てはＦＡＸ、電子メールでも受付いたします。）

写真・・・・・２Ｌ判以下【サイズ規定】
イラスト・・・・・Ａ４以下

※データ形式での写真の応募は受付いたしませんので、
ご注意願います。

※お１人様何点でも応募可能ですが、展示スペースの都合
上、すべての作品を展示できない場合があります。

年齢・性別を問わずどなたでも応募できます■応募資格：

１１月５日（木）必着■応募期間：

仙北市企画政策課 男女共同参画係■申込・問合せ：
〒０１４－０２０４ 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

TEL（４３）１１１２／ＦＡＸ（４３）１３００

メール ｋｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｓｅｍｂｏｋｕ．ａｋｉｔａ．ｊｐ
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出産育児一時金について

出産育児一時金は、平成２１年１０月から、

①原則４２万円となり（４万円引上げ 、）

②病院等から請求される出産費用については、原則

４２万円の範囲内で医療保険者から病院等に出産育
児一時金を直接支払うことになるため、事前に多額

の現金等を準備する必要がなくなりました。

※ただし、２２年３月までは、この制度に対応していない病院

等もありますので、病院等の窓口でご確認ください。

※出産費用が４２万円未満で収まった場合は、ご本人様はそ

の差額を医療保険者に請求することができます。

※直接支払制度の利用を希望されない場合は、従来の支払

方法（出産後の事後払い）の利用も可能です（ただし、出産

費用を病院等にいったんご自身で支払うこととなります）。

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課 国保年金係

ふれあいサポーター
養 成 講 習 会 参 加 者 募 集

～あなたの優しい心を待っています～

こころの健康づくり・自殺予防事業のひとつとして、今

年も「ふれあいサポーター」の養成講習会を行います。

この講習会では、いのちの大切さやこころのリフレッ

シュ方法や、相談を受けた時の接し方などを学びます。

１１月より３回シリーズで実施予定■期間：

１１月１０日（火）まで電話で申し込みください。■申込期限：

※申し込みいただいた方には、後日詳しい日程等を通知
いたします。

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ先：仙北市保健課

＜食品安全地域懇談会＞

～食物アレルギーについて考える～

子どもさんの食物アレルギーにお悩みの方など、ぜ

ひ参加ください。託児もあります（無料）。

１１月１１日（水）１３：３０～１６：００■日時：

（開場・受付は１３：００～）

湯沢文化会館 中ホール■会場：
講演「食物アレルギーについて」■内容：

講師：秋田組合総合病院 小松真紀 先生

パネルディスカッション「食物アレルギーについて考える」
２００名（定員になり次第〆切）■定員：

※託児の申し込みは１０月３１日まで

雄勝地域振興局福祉環境部環境指導課■申込・問合せ：

TEL０１８３（７３）６１５７担当：金沢・小山

子ども・子育て支援推進セミナーＰａｒｔ３

「みんなの子育て応援し隊！！」開催お知らせ

大仙仙北地区の子育て支援に関する情報を集めたイベ

ントを開催します。子育て支援関係者が日頃の活動を紹

介するコーナーや子どもと一緒に楽しめるコーナーなどが
あります。どなたもお気軽にお越しください！！

１１月１日（日）１０：００～１５：３０■日時：
美郷総合体育館 リリオス２階（美郷フェスタ会場内）■会場：

仙北郡美郷町飯詰字糠渕１８－１（ ）TEL０１８７（８６）８３００

無料■参加費：
子育て支援団体やサークルの紹介コーナー、子育て支■内容：

援情報コーナー、親子で参加できる子どもコーナー（折り紙、お

絵かき、バルーンアート、絵本の読み聞かせなど）、育児相談コ

ーナー。
子ども・子育て支援推進仙北地区協議会・秋田県■主催：

仙北地域振興局福祉環境部

仙北地域振興局 福祉環境部■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）３４０３企画福祉課

第５回 仙北市卓球大会

老若男女問わず、卓球を通じて交流を深めませんか！
大勢の皆様からの出場をお待ち

しております。
楽しくプレイしましょう♪

１１月３日（文化の日）■日時：
田沢湖スポーツセンター 体育館■場所：

■種目：
◇個人戦

・一般男子１部（高校生含む）・同２部・同３部
・一般女子１部（高校生含む）・同２部・同３部

・中学生男女学年別
◇団体戦

・１チーム３人編成(シングル２・ダブルス１)
仙北市民、仙北市内勤務者■参加対象：

団体１チーム２０００円・一般個人（高校生含）■参加費：
１人１０００円・中学生個人１人５００円
１１月２日（当日参加可能！）■申込締切：

仙北市卓球連盟■主催：
ＴＥＬ(４３）１１１７■申込・問合せ：仙北市税務課 鈴木
ＴＥＬ(４３）３３５２仙北市観光課 中村

舞 踊 教 室

初心者向けの舞踊教室です。楽しく踊りを練習しましょう。

１１月～３月 第２・４土曜日■開催日：

１３：００～１６：００■時間：

青柳流 青柳喜美佳(中野キワ）さん■講師：
西木公民館■会場：

なし■参加費：

ＴＥＬ（４７）３１００■申込等：１１月１０日まで西木公民館へ
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全国縄綯競技大会参加者募集中！！
な わ な い

第６回目を迎える本大会は、今回県の支援を受け全

国大会にスケールアップ。豪華賞品を準備し皆様の参

加をお待ちしています。

１１月８日（日） １０：００競技開始■日時：

角館温泉 花葉館■会場：

一人５００円（温泉入浴可）■参加費：
時間内に綯う縄の長さを競います■競技内容：

■種目：

１．個人競技（１０分間で長さを競う）

２．団体競技（男女組合せ３人１組、１人５分間で長さを競う）
※ワラは事務局で準備します。

参加者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を■参加申込：

１１月５日（木）まで つぎへ
TEL０９０（７７９２）５６２０・平成縄綯塾 菅原誠晃

TEL（５５）５８８８・角館温泉 花葉館

【お知らせ】

縄綯出前講座を実施します。（講師、ワラ等の材料を

準備し、ご希望の地域に出張します）

・正月用しめ飾りづくり（１２月１０日まで）
・神社等のしめ縄づくり（来年３月１０日まで）

平成縄綯塾 菅原誠晃■申込・問合せ：

TEL０９０（７７９２）５６２０

アレルギーもっと知って、上手に付き合う！

日本アレルギー学会秋季学術大会に併せて開催さ

れる市民公開講座です。花粉症などの身近なアレルギ

ーをお悩みのアナタも、聞く価値アリです！鼻汁検査な
ども出来ます。

１１月１日（日）■日時：

１３：００～１６：００
アトリオン ４階■会場：

音楽ホール

講演（愛華みれ、ブラボー中谷）、■内容：
シンポジウム（花粉症〔目・耳〕、ぜんそく）、

アレルギーの検査体験（呼吸機能、鼻汁検査）、など。

秋田大学 感染・免疫アレルギー・病態検査学■事務局：

TEL０１８（８８４）６１５２／ＦＡＸ０１８（８３６）２６２４

エ コ な 子 育 て 応 援 し ま す

子ども服などののみの市を開催します。皆さんお出

でください。出店希望の方はご連絡ください。

１０月２２日（木）１０：００～■日時：

角館総合型地域スポーツクラブハウス■会場：

ＴＥＬ（５３）２３８０■問合せ：谷口

農業研修センター 研修案内

◇情報処理研修「パワーポイント」
１１月２日（月）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
一般２０名 １，５００円■対象： ■受講料：

◇農業経営研修①「経営改善と資金について」
１１月６日（金）１０：００～１５：００■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等３０名 ５００円■対象： ■受講料：

◇農業簿記研修「複式簿記手書き①」
１１月１０日（火）～１１日（水）１０：００～１６：００■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等３０名 ５００円■対象： ■受講料：

◇パソコン農業簿記研修①
１１月１２日（木）～１３日（金）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
農業者等２０名 ２，０００円■対象： ■受講料：

◇農産物ネット直販講座「ホームページの開設」
１１月１９日（木）～２０日（金）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
農業者等２０名 ３，０００円■対象： ■経費：

◇農業経営研修②「販売戦略」
１１月２５日（水）１０：００～１５：００■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等３０名 ５００円■対象： ■経費：

◇農産物ネット直販講座「ホームページの運営」
１１月２６日（木）～２７日（金）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
農業者等２０名 ３，０００円■対象： ■経費：

◇農業手作り体験「手打ちそば」
１１月３０日（月）１０：３０～１４：００■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
一般２０名 １，０００円■対象： ■経費：

農業研修センター（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：
TEL０１８５（４５）３１１３ ＦＡＸ０１８５（４５）３１１６

◇秋田の庭づくり（冬囲い）
１１月７日（土）１３：３０～１５：３０■日時：
生態系公園（南秋田郡大潟村）■会場：
一般２０名 ５００円■対象： ■受講料：

◇クリスマスリースを作ろう！
１１月２１日（土）１３：３０～１５：３０■日時：
一般２０名 １，５００円■対象： ■経費：

◇【企画展】クリスマスファンタジー
１１月１４日（土）～１２月２８日（月）９：００～１７：００■日時：

◇【企画展】洋ラン展
１１月２８日（土）～１２月７日（月）９：００～１７：００■日時：

公園管理事務所（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：

TEL０１８５（４５）３１０６
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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 ８１２９９１②ガソリンスタンドスタッフ◆ -

（常雇）正社員③不問④１１４，４００～１１４，４００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８１４７◆ -

９１②保育士（臨時４ヶ月以上）パート労働者③不問

④７００～７５０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

保育士 ①０５０４１ ８１５８９１②看護職員（パート）◆ -

常雇（パート労働者③不問④８５０～１，０００⑤仙北

市⑥看護師 准看護師 ①０５０４１ ８１６２９１②◆ -

看護職員（正社員）常雇（正社員③不問④１９６，００

０～２０６，０００⑤仙北市⑥看護師 准看護師 ①◆

０５０４１ ８１７５９１②看護師（常雇）正社員③不問-

◆④１７４，０００～２１９，０００⑤仙北市⑥准看護師

①０５０４１ ８２０９９１②事務全般（常雇）正社員③-

不問④１３０，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１ ８２１４９１②精肉担当◆ -

（常雇）パート労働者③不問④６５０～６５０⑤ 仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８２２７９１◆ -

②接客及び調理補助（常雇）パート労働者③不問④

６４０～６８０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ８２３８９◆ -

１②管理栄養士（臨時４ヶ月以上）正社員以外③不

問④１６０，０００～１６０，０００⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種 管理栄養士 ①０５０４１ ８２４２９１◆ -

②夜警及び夜間事務員（常雇）正社員以外③不問

④９３，０００～９３，０００⑤仙北市⑥普通自動車免

許一種

平成２１年１０月２日～１０月８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

「東北地方民俗学合同研究会」開催お知らせ

一般参加も歓迎します。

１１月７日（土）１３：００～１７：１５■日時：

たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ「紫苑の間」■会場：

「民俗から現代の群舞を考える■テーマ：

─盆踊りからよさこいソーランまで」

■内容：

・ （円満造甚句踊り・ドンパン踊り・ロック歓迎アトラクション

ドンパン）

・ 秋田県民俗学会会長 鎌田幸男 氏問題提起：

・ 「よさこい系踊りの中の花笠踊りの位置（仮）」研究発表：①

（東北芸術工科大学准教授 菊地和博 氏）

「群舞の楽しみ－いわき市のじゃんがらを通して（仮）」②

（福島県民俗学会 太田史人 氏）

「寺崎はねこ踊りにみる群舞化のプロセスと民俗的な③

意味」（宮城県文化財保護課 小谷竜介 氏）

「盛岡さんさ踊りの〈創造〉」（盛岡大学教授 大石泰夫 氏）④

「黒石よされにみる踊り文化の民俗的背景（仮）」（国学院⑤

大学講師 小野寺節子 氏）

「都市民俗学からみたヤートセ秋田祭の祝祭性」（秋田栄⑥

養短期大学准教授 平 辰彦 氏）

１，０００円（資料代）■参加費：

４，５００円（１８：００～２０：００）■懇親会：

１０月３１日（土）■申込締切：

※懇親会参加希望の方は１０月２０日（火）までに

たざわこ芸術村内 （財）民族芸術研究所■申込・問合せ：

ＴＥＬ／ＦＡＸ（４４）３９０３小田島まで

メール ｏｄａｓｈｉｍａ＠ｈａｎａ．ｏｒ．ｊｐ

スポーツ合気道体験講習会

小学生以上の方、男女問わずどなたでも参加できま

す。当日、会場へおいでください。

１１月３日（火・祝日）１３：３０～１５：００■日時：

角館町武道館■会場：

スポーツ合気道は相手を痛めずに制御すること■内容：

を目的とします。当日は、足の運び（体さばき）護身の技

を中心に行います。

無料（体験会ですので、お気軽にどうぞ）■費用：

運動のできる用意をお願いします。■服装：

※更衣室を利用ください。

冨岡浩樹師範・合気道角館協会公認指導員■指導員：

ＮＰＯ法人 日本合気道協会 角館支部■主催：

ＴＥＬ／ＦＡＸ（５５）４０１５■問合せ：藤本政則
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№９７-２平成２１年１０月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ
～住宅手当緊急特別措置事業の創設～

■住宅手当緊急特別措置事業とは：

平成２１年１０月１日より、離職者であって就労能力及び就

労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失する

おそれのある者を対象として、６ヶ月間を限度として住宅手当
を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援

を行います。手当の支給額は、１ヶ月３７，０００円を上限とします。

■住宅手当の支給対象者：
支給申請時に以下の要件すべてに該当する方が対象とな

ります。
①２年以内に離職した方。
②離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯
の生計を維持していた方。

③就労能力及び常用就労の意欲があり、公共職業安定所
へ求職申し込みを行う方。

④住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方。
（喪失するおそれのある方は次の⑤及び⑥の要件に該
当し、賃貸住宅等に入居している方）

⑤原則として収入のない方。一時的な収入がある場合に
は、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金
額以下であること。

８．４万円 １７．２万円単身世帯： 複数世帯：
⑥生活を一とする同居の親族の預貯金等の合計が次の
金額以下であること。

５０万円 １００万円単身世帯： 複数世帯：
⑦国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付
又は給付（就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就
労活動困難者支援事業等）、自治体が実施する類似の
貸付又は給付等を受けていない方。

TEL（４３）２２８８■問合せ：仙北市福祉事務所 社会福祉課

一般国道４６号 交通規制のお知らせ

橋梁塗装工事のため、一般国道４６号において交通規制を

行います。ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

仙北市田沢湖生保内 生保内橋■規制場所：
仙北市角館町小勝田 古城橋
片側交互通行■規制内容：
～１１月３０日（月）■規制期間：
規制時間：８：３０～１７：００

生保内橋他橋梁塗装工事■工事名：
平野塗装工業株式会社■問合せ先：

ＴＥＬ０１８（８６３）８５５５

仙北市
市立角館総合病院職員追加募集案内

※受験申込は、１１月３０日（月）まで
募集する職種及び採用予定人員◆

【新卒者又は経験者】・・・１名◇臨床工学技士
【新卒者又は経験者】・・・１名◇臨床検査技師
【新卒者又は経験者】・・・１名◇作業療法士
【経験者】・・・１名◇臨床放射線技師

受験資格（年齢要件）◆
新卒者：平成２２年３月卒業見込の学生で、◇臨床工学技士＝

免許取得見込みの者
経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の者で、現に臨床
工学技士免許を有し、医療機関等にて臨床工学技士業務の経験
がある者

新卒者：平成２２年３月卒業見込の学生で、◇臨床検査技師＝
免許取得見込みの者
経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の者で、現に臨床
検査技師免許を有し、医療機関等にて臨床検査技師業務の経験
がある者

新卒者：平成２２年３月卒業見込の学生で、◇作業療法士＝
免許取得見込みの者
経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の者で、現に作業
療法士免許を有し、医療機関等にて作業療法士業務の経験があ
る者

経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳◇臨床放射線技師＝
以下の者で、現に臨床放射線技師免許を有し、医療機関等にて-
臨床放射線技師業務の経験がある者

※いずれも欠格事項ありますのでお問合せください

試験方法◆
試験は作文試験、面接試験、身体検査を行います

試験日時と場所◆
１２月７日（月）午後１時受付開始▽日時：
市立角館総合病院 会議室▽場所：

受験手続き◆
申込用紙は、市立角館総合病院総▽申込用紙の請求：

務企画課まで請求してください。
郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申
込用紙請求」と朱書きし、宛名を明記して１４０円切手
を貼った返信用封筒（角２サイズ）を必ず同封してくだ
さい。

申込書に所要事項を全部記載し、受験票に▽申込手続：
.は 近撮影した上半身、脱帽、正面向、縦４㌢×横３

５㌢の写真を貼って、市立角館総合病院総務企画課
宛に提出してください。郵送の場合は「職員採用試験
申込」と朱書し、宛名を明記して８０円切手を貼った長
形３号サイズの受験票返信用封筒を必ず同封してくだ
さい。また、受験票返送用封筒を同封していない場合
は、受験票を返送しませんのでご注意願います。

○申込書１部（所定の申込書使用）、▽提出書類等：
○履歴書１部（当病院仕様用紙）、○健康診断書１部
（当病院仕様用紙）※受験料は不要です。

受験申込受付期間◆
平成２１年１０月１５日（木）～１１月３０日（月）必着
（土曜日・日曜日を除く平日午前８時３０分から午後５
時までです）

採用予定年月日◆
平成２２年４月１日以降平成２３年３月３１日まで
なお臨床放射線技師については、平成２２年１月
１日以降平成２３年３月３１日までになります。

問合せ（受験申込）◆
市立角館総合病院 総務企画課
〒０１４－０３９４
仙北市角館町上野１８番地
TEL（５４）２１１１／ＦＡＸ（５４）２７１５
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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：

＜角館地区＞ （※他の地区は後日行います）

実施日 会 場 受付時間
１０月２６日（月） 健康管理ｾﾝﾀｰ 午前１０時～１１時

白岩部落会館 午後１時～２時
１０月２７日（火） 中川集落ｾﾝﾀｰ 午前１０時～１１時

雲沢集落ｾﾝﾀｰ 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

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。

１１月１日(日) ９：００集合■開催日時：

抱返り渓谷駐車場（抱返り神社側）■集合場所：

抱返り渓谷コース（約９．５km）■コース：

抱返り渓谷駐車場～温泉ゆぽぽ～広久内橋～山伏岩～回顧
の滝【みかえりのたき】～抱返り神社～抱返り渓谷駐車場

９：００ 受付■行程：

９：１５ ストレッチ

９：３０ ウォーキング（コース内容）
１１：３０ 駐車場到着・ストレッチ

※ストレッチ終了後、会場で汁物を準備しますので、紅葉

の中で昼食をお楽しみください。（おにぎり等は各自ご準
備ください。）

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

季節性インフルエンザ予防接種について

今年度の季節性インフルエンザ予防接種を開始します。

※新型インフルエンザ予防接種とは違いますのでご注意

願います。

１０月１９日（月）から外来で接種できます。■ ：一般の方
※昨年同様、診察前に問診票を記入し、診察の際提出

していただきます。

１０月２８日(水)より毎週水・木曜日 午後２時～４時■ ：小児科

※小児科の接種は事前に電話での予約が必要になります。

TEL※月～金曜日の８：３０～１７：１５に （総務企画課

）で予約を受付ます。（５４）２１１１

※１２歳までのお子さんについては、２回の接種が必要と

なりますので、１回目接種後、２週間後が２回目の接種

日として予約になります。

一般 ３，０００円、小児 ２，０００円■接種料金：

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院

♪ ピアノコンサート～奇跡の音色～
＜神代小学校みんなの登校日＞

地域の皆様や保護者の方々に学校へ来ていただく「みん

なの登校日」に併せ、旧小松小学校から引き継いだ古いピア

ノのコンサートを開催します。

傷だらけの外観を修理する前の美しい音色をぜひお聞きく

ださい。皆様の多数のご来場をお待ちしています。

１１月８日（日）■日時：

午前１０：４０開演

神代小学校体育館■会場：

わかば、里の秋、エリーゼの為に、小犬のワルツほか■曲目：

丸山ちはる（ｐｆ）、佐々木達哉（ｄｒ）、羽崎勝宣（ｗｂ）■出演：

倉持千恵子（ｐｆ）、安藤満里（ｃｌａ）

※入場無料、申し込み等も不要です。お気軽においでください。

Ｏｔｏを楽しむ会／古きピアノに樺のアート・■問合せ：

ＴＥＬ（５４）２６５８プロジェクト 代表 安藤満里

神代地区チャリティ敬老会

今年も楽しく、心に残る敬老会を準備しています。高
齢者は勿論、若い人も大歓迎です。収穫の秋を一緒に

楽しみましょう。

１０月１８日（日）１１：００～■日時：
神代市民体育館■会場：

お一人１，０００円（弁当付き）■入場チケット：

※当日券：５００円（弁当無し）

民謡日本一 熊谷信子 など■アトラクション：
ＴＥＬ（４４）３１７５■問合せ：藤原
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「いのちの大切さ」出張出前講座

秋田市で活躍の助産師・鈴木悠子さんによるいのちの芽

生えから誕生までを子どもたちに分かり

やすくお話いただく講座です。

実物大胎児の人形を抱いてその重さを

実感したり、狭い産道を通り抜ける体験を

したり、胎児自身の力がとても重要なこと、

そしてなにより「いのち」の大切さを教えて

くれます。この機会に是非親子でご参加ください。

１１月６日（金）１０：００～１２：００■日時：
仙北市健康管理センター■会場：

大人５００円、学生（小学生以上）２００円■参加費：
※準備の都合上、事前にご予約ください。当日ご連絡

の上参加でもＯＫです。

※赤ちゃんや小さなお子さんもご一緒にどうぞ！

ピッカブー赤ちゃん会事務局 千葉■申込・問合せ：
ＴＥＬ／ＦＡＸ（５３）３５５８ 携帯０９０（６６８６）７３０１

たざわ湖スキー場 お得情報

リフトシーズン券期日限定で割引販売いたします。

１０月１７日（土）１０：３０～１５：００■販売日時：

田沢湖開発センター■販売場所：

■シーズン券料金：

種 別 定 価（円） 販売価格（円）

大人 ６３，０００ ３７，８００

中学・高校生 ３２，５５０ １９，９５０

６０歳以上 ４６，２００ ２７，３００

７０歳以上 １３，６５０ ６，９３０

小学生 １０，５００ ５，２５０

※年齢を確認できるものをご準備ください。

※ご本人でなくても購入は可能です。

※顔のみの写真（縦５ｃｍ×横４ｃｍ）を２枚ご持参ください。

※当日会場へ来ることができない場合は写真等を準備し、

たざわ湖スキー場へ１０月２３日（金）までにお申込ください。

ＴＥＬ（４６）２０１１■問合せ：たざわ湖スキー場

忘れず加入、忘れず更新、自賠責

今、１００人に１人が交通事故にあっています。まさ

かのために、忘れずに自賠責に加入しましよう。

特に、車検制度のない２５０ｃｃ以下のバイクは、有効

期限切れや、かけ忘れにご注意を！

東北運輸局秋田運輸支局■問合せ：

ホームページ゙ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｉｂａｉ．ｊｐTEL０１８（８６３）５８１３

マナー講習付き県内就職のチャンス！
＜平成２１年度 新規高校卒業予定者全県合同就職面接会＞

１１月２５日（水）１３：００～１６：００■日時：

秋田ビューホテル ４階 飛翔の間■会場：

（秋田市中通２－６－１ ）TEL０１８（８３２）１１１１

■対象：

平成２２年３月卒業予定の就職未内定生徒〔生徒〕

新規高卒者の採用を予定している県内事業所〔事業所〕

県内事業所の採用担当者と生徒の個別面接、就職■内容：

準備セミナー、ハローワーク職員による就職相談

※申込用紙の入手方法、申込方法、申込締切等について

は、問い合わせください。

秋田県産業経済労働部雇用労働政策課■申込・問合せ：

Ａターン・若年者支援班

TEL０１８（８６０）２３３６／ＦＡＸ０１８（８６０）３８３３

Ｅメール：ｓｙｏｋｕａｎ＠ｍａｉｌ１２．ｐｒｅｆ．ａｋｉｔａ．ｊｐ

～高齢者のための「家庭介護技術講座」～

１１月１９日（木）～２０日（金） ２日間■期日：

TEL（５４）１００３■会場：角館交流センター（角館町中菅沢７７－３０）

定年退職者、離職者、離職予定の方で、５５歳以■対象：

上の高年齢者の方

無料（昼食や交通費は自己負担）■経費：

一ホームヘルプサービスの基本的態度、介護■内容：

保険制度、高齢者の栄養と食生活など、介護技術の

基本について学びます。

■申込・問合せ：

TEL（５５）１６４６（社）仙北市シルバー人材センター

TEL０１８（８８８）４６８０（社）秋田県シルバー人材センター連合会

※申込用紙はハローワーク角館にもあります

小学生の皆さん桜の木を植えてみませんか？

花葉館では、社団法人秋田県緑化推進委員会の市民グルー

プ森づくり支援事業の承認を受けて桜の植栽を行います。

森林の緑化は災害の防止や二酸化炭素の吸収源にもなり

大事なことです。

是非親子で参加ください。昼食と記念品をご用意しております。

１１月３日（火・文化の日）１０：３０～■日時：

旧角館スキー場■場所：

軍手、雨具■持ち物：

電話かＦＡＸで花葉館へ申込ください■申込：

ＴＥＬ（５５）５８８８／ＦＡＸ（５３）３３３７

※定員になり次第〆切らせていただきます。
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玉川ダムの流木を無料配布します！

玉川ダムでは、ダム本体の放流設備等への影響が

あるため、雪解け水や洪水とともに流れ込んできた流

木の引き上げを行っています。今年引き上げたものに

ついて、希望する方（軽トラック等で取りに来られる方）
に無料で配布します。これからの季節に必要となる薪

や、ガーデニング・流木アート等にご活用ください。

①～③に分類しています。■配布する流木：
①幹の直径が４０cm程度以上のもの

→長さ１００cm・直径の半分程度に小割しています。

②幹の直径が４０cm程度未満のもの

→長さ１００cmに小割しています。
③根の部分・形のいびつなもの

１０月２３日（金）、１１月６日（金）を予定■配布期日：

申込書を記入し、申込先にＦＡＸ等で送付■申込方法：
国土交通省 玉川ダム管理所 管理係■申込先・問合せ：

〒０１４－１２０５ 仙北市田沢湖玉川字下水無９２

TEL（４９）２１７０ FAX（４９）２１６６

※詳細は問い合わせいただくか、玉川ダムホームペー
ジの「新着情報」、又はチラシ（仙北市役所各庁舎に置

いてます）をご覧ください。

オレンジリボン＆ハロウィーン 参加者募集

１０月といえばハロウィーン。商店街を思い思いのコスチュ

ームでパレードして、お菓子をおねだりしちゃおう！

さらに１１月は「児童虐待防止推進月間」です。児童虐待の

現状を学び、私たちにできることを一緒に考えてみませんか。
子どもたちの元気な声が響きわたる、虐待のない町を目指し

ましょう！

※オレンジリボンとは・・・子ども虐待防止を呼びかけるシンボ
ルです。

１０月３１日（土）■開催日：
外町交流広場（旧ＮＴＴ跡地）■会場：

１０：３０～ 講演「子ども虐待を考える」

講師：秋田県北児童相談所 所長 柴田静寛氏

参加無料（できるだけ事前にお申込みください）
１２：３０～ ハロウィーンパレード集合・仮装コンテスト審査

１３：００～ ハロウィーンパレードスタート

パレード参加費 ５００円

※定員に達し次第締め切ります。パレードは事前の申込が必
要です。当日参加は出来ません。

かくのだてオレンジリボン実行委員会■申込・問合せ：

（坂本）ＴＥＬ／ＦＡＸ（５２）１７２２ 携帯０９０（４３１１）５７２６

秋 季 農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク の 回 収 に つ い て

ダイオキシンの発生など大きな社会問題となっている農業用廃ビニールを次により一括回収します。

回収日 回収時間 回収場所 連絡先（TEL）

９：００～１１：００ JA角館支店前 （５４）３１５４

１０月２７日（火） ９：００～１１：００ JA西木営農センター前 （４７）３１１５

９：００～１０：３０ JA桧木内支店前 （４８）２２１１

９：００～１１：００ JA秋田おばこ田沢湖町 （４４）３１２１

１０月２８日（水） カントリーエレベーター前

９：００～１０：３０ JA田沢湖駅前支店前 （４３）１５２１

※ 寄りの回収場所にお越しください。

①ビニール類 ②マルチ用等ポリ類 ③肥料袋 ④シート類■回収する廃プラの種類：

１㎏当たり３５円■金額：

上記連絡先、または仙北市農林課 ℡（４３）２２０６■問合せ：

申込用紙を各営農センターに まで届けてください。※ １０月２３日（金）

農業用廃プラスチック処理申込書兼委託契約書

１０月 日JA秋田おばこ各営農センター行き

氏名 ○ 住所印

約 ㎏（ 束） 電話■申込数量：

！！印鑑を忘れずに

キリトリ【届出先・各営農センター】


