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№１０１平成２１年１２月１５日号
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」が追加発売されます！

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」を追加発売いたします。

この商品券は、加盟店で利用できる商品券が更に当た

る、抽せん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１０セットまで購入できます。

１２月１５日（火）■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２月２８日まで■使用期限：

（発売開始から３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：

※店頭等には加盟店章を明示します。

「“ ” 」■商品券が抽せんで当たる 初夢 ドリーム商品券
は商工会並びに加盟店店頭当選者番号発表

当選番号発表日 平成２２年１月５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。

申込は随時行いますが、このナビをご覧の後の申込は■申込：

チラシに事業所名が掲載されませんのでご了承願います。

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
国民健康保険の運営にあなたの意見を

（国民健康保険運営協議会委員募集）

仙北市では条例で定めている仙北市国民健康保険
運営協議会委員の内、被保険者を代表する委員を募
集します。

国民健康保険運営協議会は仙北市の住民構成、経
済力、医療機関の配置状況など地域の特性を勘案し国
民健康保険の運営に関して必要な意見の交換や調
査、審議、さらに市長への意見の提案等を行うために
設置されます。

この運営協議会に広く、かつきめ細やかな市民の意見
を反映して頂くため、次の内容により公募いたします。

＜運営協議会について＞
２年■任期：

年２回（必要に応じて追加開催される場合あり）■開催回数：
運営協議会出席時には報酬が支払われます■報酬：

＜募集要領について＞
３名■募集数：

■応募資格：
次の条件を満たす方（ただし国または地方公共団体の議
員を除く。また仙北市の他の審議会等の委員でない人）
（１）仙北市国民健康保険に加入している方
（２）満２０歳以上の方（平成２２年１月１日現在）
（３）国民健康保険に関心がある方
（４）平日（昼間）開催の会議に参加できる方

１２月２１日（月）～平成２２年１月８日（金）■募集期間：
■応募方法：
所定の用紙（各地域センター総合窓口課に備え付けてい
ます。また市のホームページから取得できます。）に氏名、
住所、生年月日、性別、委任状（承諾書）、電話番号を
記載の上、あなたが日頃思う、考える「国民健康保険に
ついて」の意見書（形式などにこだわることなく、あなたの
思うことの箇条書等でも結構です）を添えて応募してください。
なお、応募された書類は返却いたしません。また、応募さ
れた方の個人情報は選考以外の目的には一切使用いた
しません。

仙北市 市民課■応募先・問合せ：

TEL（４３）３３０７ ＦＡＸ（５４）１７３７.
〒０１４－０３９２ 仙北市角館町東勝楽丁１９

（郵送、持参どちらでも結構です）
なお、応募書類は田沢湖、西木の地域センターで
も受付けます

市政懇談会の開催について

神代地区市民会議が主催し、門脇市長を囲んで市
政に関してのご質問・ご要望を伺う会です。市民はどなた
でも参加できます。多数の参加をお待ちしています。

１２月１９日（土）１４：００～１６：００■日時：
仙北市就業改善センター■会場：
（田沢湖神代字古館野）

市長、副市長ほか■出席予定者：
神代地区市民会議■主催：
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市・県民税の第４期(最終)納期限は
平成２１年１２月２８日（月）です

当初（６月発送）の納税通知書と納付書には、誤った

納期限が記載されています。

関係者には納期限の訂正について通知し、おわびし

ておりますが、納付書での納付・口座振替ともに１２月

２８日（月）となりますので、お間違えのないようお願い

します。

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

秋田内陸線「駅市」開催のご案内

～内陸線に乗って「駅市」においでください！～

仙北市では、国の支援を受けて、秋田内陸線沿線地域

の元気再生を図るため、内陸線や駅舎を積極的に活用
し、地域の人材、食文化、自然などの資源を活かした農山

村の地域再生と内陸線の活性化に取り組んでいます。

第１弾 『杵つき鏡餅づくり体験』
１２月２７日（日）１０：００～１５：００■開催日時：

西木町八津「かたくり館」（八津駅から徒歩１分）■開催場所：
１人５００円■参加費用：

（直径１０ 、２段重の鏡餅で持ち帰り可能）cm
先着１５名程度■参加人員：

１２月２３日（水）■申込締切：
※鏡餅づくり体験以外にも、お雑煮による食事（別料金）
や母さんたち手作りの「お焼き」「ゆべし」「漬け物」など
の物販販売もあります。

かたくり館■申込先・問合先：

TEL／ＦＡＸ（４７）３５３５

第２弾 『もちバイキング』
昨年、大好評であった「もちバイキング」。ごま、きな

粉もちなど、３０種類以上のもちをバイキング方式で

楽しめます。あわせて物産販売会も行います。

平成２２年１月３１日（日）■開催日時：
西木町八津「かたくり館」■開催場所：

第３弾 『小正月行事～どんど焼き』
八津・鎌足集落による「どんど焼き」に参加しません

か。また、雪中野菜などの販売会も行います。

平成２２年２月１４日（日）■開催日時：

西木町八津「かたくり館」■開催場所：

※第２弾、第３弾「駅市」開催情報については、随時
「お知らせナビ」等でご案内します。

「冬がっこグランプリ」
自慢の冬がっこ（漬け物）大募集！！

仙北市商工会では、観光客から土産品として人気の

ある「いぶりがっこ」等の漬物の地元産の普及を目指
し、「仙北のうんめぇ～がっこ」を発掘、紹介するコンテ

ストを開催いたしますので、次により出品作品を募集いた

します。

「いぶりがっこ部門」「冬がっこ部門」■募集部門：

※両部門への出品も可

仙北市内に事業所を有する企業・生産農家■応募資格：
・各種団体・グループ及び個人で販売を目的として加工

された商品や将来販売してみたいと考えている商品

商工会で用意している応募用紙に記入し商■募集方法：
工会（本所・各支所）に、お申込ください。

平成２２年１月１２日（火）■募集締切：

出品される方については、審査用■審査用製品代助成：

試食製品代として２千円を支給。
平成２２年１月２１日（木）タカヤナギワンダーモ■審査会：

ール店催事場にて特別審査員及び一般消費者による

審査。

各部門ごとに、 優秀賞・優秀賞・審査員特別賞■表彰：
を賞状と副賞を添え贈呈。

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

田沢湖スキー学校 イベント情報

今年も、盛り沢山のイベントで皆さまをお待ちしております。

◇１／２・３ＪＪキャンプ

◇１／９、 ２／２０こどもまつり

◇１／１６・１７匠キャンプ

◇１／１６・１７テレマークキャンプ

◇１／１６・１７、 ２／６・７潤子キャンプ

◇１／６佐藤久哉ナショナルデモキャンプ

◇１／２３・２４シニア・レディースキャンプ

◇３／２３・２４・２５Ｊｒレーシングキャンプ

◇１／２４、 ２／２１、 ３／１４、２８プライズテスト

◇１／１７、 ２／２１、 ３／１４、２１バッジテスト

◇１／１０、 ３／２１、２８Ｊｒバッジテスト

◇２／２８ボードバッジテスト

田沢湖スキー学校■問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ホームページ
ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ
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肺の生活習慣病
～ＣＯＰＤってなんだろう？～

「 近、息切れが強くなった、咳や痰がひどくなった」
などの症状はありませんか？現代の生活習慣病のひ

とつ「ＣＯＰＤ」について知ってみませんか。

平成２２年１月１１日（月）１０：１５～（３０分程度）■日時：

市立田沢湖病院内 地域交流プラザ■会場：

どなたでも参加できます■対象：
先着３０名■定員：

市立田沢湖病院 小松■申込・問合せ：

TEL（４３）１１３１／ＦＡＸ（４３）１４６６

新春囲碁・将棋大会出場者募集

第５回仙北市新春囲碁・将棋大会の参加者を募集し

ます。奮ってご参加ください。
１月１７日（日）午前９：３０～（囲碁・将棋共に）■日時：

西木公民館■場所：

１人１，０００円（昼食代込み）■参加費：

１月８日（金）■締切：
※厳守お願いします。

■申込・問合せ：

寄りの公民館へ電話で申し込みください。
田沢湖公民館 角館公民館 西木公民館

TEL（４３）１０６１ TEL（５４）１１１０ TEL（４７）３１００

申込時にお知らせください。参加人■碁力・棋力について：

数が多い場合、クラス分けをします。
※当日の申し込みは、用具・昼食・賞品等の都合上、お断

りさせて頂きますので、あらかじめご了承ください。

樹木についてのお願い

今年の２月に天然記念物に追加指定されましたシダレザクラ１

本が除草剤と思われる薬品の影響により、大変残念なことに瀕死

の状態となっております。今後このようなことが起こらないために、

来春以降に樹木の周辺で除草剤を使用する際は下記の点にご

注意くださいますようご協力お願いいたします。

ご注意ください!! 除草剤は樹木も枯らします

○根は広範囲に広がっており、土壌散布された薬剤は根から吸
収されます。

○除草剤の薬害があると、急速に枯れてしまい手に負えなくなり

ます。

○除草剤による薬害は治療する有効な解毒方法がありません。

○除草剤の使用説明書はよく読んで使用してください。

ＴＥＬ（４３）３３８４■教育委員会文化財課

こまちの郷モニターツアー参加者募集

湯沢雄勝地域の魅力を五感で楽しむ１泊２日のバスツ
アーへ参加しませんか？３月まで毎月１回テーマを変えて
実施します。
行程などの詳しいお問合せは下記まで。

■日程：
１月８日（金）～９日（土）◎
～川連漆器「沈金体験」と「まなぐ凧づくり」

伝統文化に触れる旅～
２月１２日（金）～１３日（土）◎
～かどかやきの「ひろっこ」収穫体験と「犬っこまつり」の旅～

３月１２日（金）～１３日（土）◎
～「コケ丸くん」づくりと盆踊り衣装「藍と端縫い」に出会う旅～

※全コース秋田駅東口発着ですが、道の駅十文字
からも乗車できます。

１５，０００円（１名）■料金：
先着４０名限定■定員：

TEL０１８２（３２）４１５５■受付：羽後交通（株）
県雄勝地域振興局地域企画課■問合せ：

TEL０１８３（７３）８１９１／ＦＡＸ０１８３（７２）５０５７

ス キ ル ア ッ プ セ ミ ナ ー
棒隅・谷木墨付け講習

１月２１日（木）・２２日（金）の２日間
フリーソフトによる写真入りポストカードデザイン講習

１月２１日（木）・２２日（金）の２日間
技能検定（建築大工１級）学科試験準備講習

１月２５日（月）・２６日（火）の２日間
Ｅｘｃｅｌによる青色申告講習

１月２６日（火）・２７日（水）の２日間
多角形屋根の製作講習

１月２７日（水）・２８日（木）の２日間
木工製図とＪＷ－ＣＡＤ講習

１月２７日（水）・２８日（木）の２日間

午前９時～午後５時■時間：
各１０名■定員：

現在お勤めしている方■受講資格：
無料（テキスト代は別途）■受講料：

秋田県立大曲技術専門校■会場・申込・問合せ：
TEL０１８７（６２）６３２１ ＦＡＸ０１８７（６２）３６８０
大仙市大曲川原町２－３０

編み物教室受講生募集

機械編みと棒針編みの教室です。初心者の方もお気
軽に。楽しくいっしょに編みましょう。

１月１８日～２９日（土・日除く）■開催日：
９時半～３時頃■時間：
小松永子さん（西木町）■講師：
山鳩館（西木町上桧木内）■会場：
実費（毛糸代など）■参加費：
機械編みの場合、機械を持参ください。■その他：

１月１３日（水）まで西木公民館へ■申込み等：
TEL（４７）３１００
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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 ９５６５９１②歯科衛生士常雇正社員③不問④◆ -
１６０，０００～１６０，０００⑤仙北市⑥歯科衛生士 ①０５０◆

４１ ９９２９９１②看護師常雇正社員③不問④２０４，１６０～-
２２１，１６０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種正看護師免許

もしくは准看護師免許 ①０５０４１ ９５７１９１②化粧販売店◆ -
員常雇パート労働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種（通勤用） ①０５０４１ ９６０７９１②焼きとり◆ -
担当（兼事務補助）常雇パート労働者③不問④６４０～１，０

００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種調理師免許あれば尚

可 ①０５０４１ ９５９３９１②寿司製造担当（兼配達業務）常◆ -
雇パート労働者③不問④６４０～１，０００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種調理師免許あれば尚可 ①０５０４１ ９６１８９◆ -
１②盛り皿担当常雇パート労働者③不問④６４０～１，０００

◆⑤仙北市⑥普通自動車免許一種調理師免許あれば尚可

①０５０４１ ９５８０９１②経理・総務事務員常雇パート労働者-
③不問④６４０～６４０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４１ ９６３５９１②受付カウンター【週 日勤務】常雇パー- 3
ト労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ ９８５４９１②受付カウンター【週５日勤務】◆ -
常雇パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１ ９８７８９１②軌道工常雇正社員◆ -
③不問④２００，１００～２００，１００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種軌道工経験者（１年以上必須） ①０５０４１ ９８６７◆ -
９１②土木技術者又は見習い常雇正社員③不問④１８４，０

００～１８４，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種土木施工

管理１級又は２級あれば尚可（土木経験１年以上） ①０５０◆

４１ ９９５８９１②土木作業員臨時(４ヶ月未満）正社員以外③-
不問④１５０，０００～１９２，０００⑤仙北市⑥普通自動車免

許一種車輌系有資格者尚可 ①０５０４１ ９８１０９１②ホー◆ -
ムヘルパー常雇パート労働者③不問④８００～８００⑤仙北

-市⑥普通自動車免許一種ホームヘルパー２級 ①０５０４１◆

９８８２９１②調理補助・配膳係常雇パート労働者③不問④７

５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９７２１９１②保育◆ -
士臨時（４ヶ月未満）パート労働者③不問④８２０～８２０⑤仙

北市⑥保育士 ①０５０４１ ９７１５９１②臨床検査技師常雇◆ -
パート労働者③不問④９００～１，２００⑤仙北市⑥臨床検査

技師 ①０５０４１ ９９６２９１②受付事務員常雇パート労働◆ -
者③不問④８００～１，２００⑤仙北市⑥管理栄養士・栄養士

・臨床検査技師のいずれか ①０５０４１ ９７０２９１②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 ①０５０４１ ９６８９９１②調理及び◆ -
雑務常雇パート労働者③不問④１，０００～１，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９６９４９１②接客係◆ -
常雇パート労働者③不問④８７５～８７５⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種

※平成２１年１１月２７日～１２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

労働相談等年末対応お知らせ

仙北市では、離職された方や企業経営者を対象とし
て年末においても、商工課で相談窓口を開設いたしま
す。お気軽にご利用ください。

＜離職者等雇用相談関係＞
１２月２９日、３０日 ８：３０～１６：００■開設期間：

離職者■対象者：
雇用相談等■相談内容：

仙北市役所商工課（中町庁舎：角館町中町）■場所：

＜企業支援関係＞
１２月２９日、３０日 ８：３０～１６：００■開設期間：

企業経営者■対象者：
制度資金貸付に係るセーフティネット認定■相談内容：

仙北市役所商工課（中町庁舎：角館町中町）■場所：

TEL（４３）３３５１■問合せ：仙北市商工課

角館『冬がたり』スケジュール

かくのだて歴史案内人組合では毎年冬季観光推進
事業として、武家屋敷「岩橋家」において『冬がたり』を
実施しております。 の１２月１日～翌年３月３１日まで

を予定金・土・日、及び祝日・振替休日等の６０日間
しております。

午前１１時３０分から ３０分間■時間：

午後１時３０分から ３０分間
武家屋敷「岩橋家」■場所：

１席２５名（予定日以外の団体予約は７日前までに）■定員：

※予定日以外は有料１席５，０００円となります

かくのだて歴史案内人組合（伝建群管理事務所内）■問合せ：
TEL（５５）１６７０

仙北市環境保全センター
年末年始のごみの受け入れ

仙北市環境保全センターでは、
まで１２月２９日（火） ８：３０～１２：００

を受け付けます。し尿及びごみの搬入
（ 、 。）※ただし 終処分場は１２月２９日はお休みです
新年は、 から平常通り受け付けます。１月４日（月）

■問合せ
仙北市環境保全センター

TEL（５４）３３０５


