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Ａターンフェア in 秋田

　秋田県では、県外に在住し秋田県内で

の就職を希望する方を対象とした「Ａター

ンフェア in 秋田」を開催します。当日は、

県内企業による企業説明や各相談ブース

での就職・移住相談等を行います。帰省

するご家族、学生、お知り

合いの方にもぜひお知らせ

ください。

【日時】12月30日土 12:00 ～ 15:00

【場所】秋田拠点センターアルヴェ１階

　きらめき広場

【問合せ】秋田県あきた未来創造部 移住・

定住促進課  ☎018-860-1234

OSHIRASE NAVIイベント

平成30年1月開催予定の

スキルアップセミナー
【期日】①ドリル研削作業（基礎編）《1月

16日 火 ・17日 水》 ②スプレー塗装基

礎講習《1月18日 木 ・19日 金》 ③イ

チから学ぶフォトショップ講習《1月

25日木 ・26日金》 

【時間】9:00～16:00

【場所】大曲技術専門校

【受講資格】現在お勤めしている方

【受講料】無料

【定員】各10人

【申込・問合せ】大曲技術専門校 民間訓練

支援室  ☎0187-62-6321

OSHIRASE NAVIセミナー・教室等

平成２９年度 公共職業訓練

２月期生の募集
　ポリテクセンター秋田では、求職者を

対象にものづくり分野に関する専門的技

能・知識を習得するための職業訓練を行っ

ています。

【訓練期間】平成30年2月1日 木 ～ 7月

26日木　9:20 ～ 15:40（6か月）

【場所】ポリテクセンター秋田（潟上市）

【訓練科（定員）】 ▼金属加工技術科（15人）

▼電気・通信施工技術科（15人） ▼住宅

リフォームデザイン科（15人）

【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）

【募集期限】12月25日月 

【応募資格】ハローワークに求職申込をさ

れた方で、新たな技術 ･ 技能を身につ

けて再就職を希望される方

【その他】毎週金曜日に施設見学会を行っ

ています（雇用保険受給中の方は就職

活動として認められます）。

【問合せ】秋田職業能力開発促進センター

（ポリテクセンター秋田）訓練課 受講

者第一係  ☎018-873-3178

OSHIRASE NAVIセミナー・教室等

行政に関する相談ごとは

行政相談委員に
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受

け、国の仕事などについての苦情や意見・

要望を受け付け、皆さんと関係行政機関と

の間に立って、その解決を図る「行政と住

民のパイプ役」です。仙北市の行政相談委

員は次の 3 人の方で、自宅で相談を受け付

けているほか、定例相談所を開設しています。

【行政相談委員】

▼難波輝子 ☎43-0782  田沢湖生保内

字水尻7 　 ▼大楽進 ☎53-2690

　角館町七日町34 　 ▼新山敦晃 

　☎47-2746  西木町西明寺字宮田18

【12月相談所開設日・場所】 ▼ 13日 水・市

役所神代出張所 ▼ 20日水・田沢湖総合

開発センター ▼ 21日 木・角館交流セ

ンター ▼ 22日金・市役所桧木内出張所

【時間】13:00 ～ 16:00

【問合せ】仙北市総務課  ☎43-1111

OSHIRASE NAVI相　談

マイクロドローン組立会参加者募集
　重量わずか 30g ！航空法の規制を受けない小型ドローンの組立会を開催します。

　ドローン初心者はもちろん、空撮用ドローンユーザーの飛行訓練にも活用できま

す。誰でも簡単に組み立てられるので、親子での参加も大歓迎！

【日時】12月9日土 10:00 ～ 17:00

【場所】角館交流センター 第1研修室および多目的ホール

【講師】地域おこし協力隊 播磨靖之氏ほか

【部品代】20,000円（当日ご持参ください）※機体パー

ツ、バッテリー、コントローラー代含む。カメラなし。

【定員】10人（定員になり次第、締め切らせていただきます）

【申込期限】12月8日金 17:00まで

【その他】昼食を持参してください。パーツ選定等につい

てはご相談に応じます。

【申込・問合せ】仙北市地方創生・総合戦略室

　☎43-3315

OSHIRASE NAVI募　集

田沢湖歴史再発見塾研修会
　これまであまり知られていなかった郷

土の偉人について調べ、広く伝え合い、

ふるさとに誇りを持つことができるよう

な市民塾はどうあればよいか。山梨県北

杜市で長年「清里銀河塾」を主宰してき

た河正雄氏の貴重な体験をもとに、市民

塾のあり方について学びます。

【日時】12月12日火 10:00～15:00

【場所】田沢湖図書館２階 会議室

【講師】河正雄（ハ・ジョンウン）氏（仙北

市出身・埼玉県在住、韓国光州市立美

術館名誉館長）

【参加料】無料　　　【定員】35 人

【持ち物】筆記用具、昼食

【申込期間】12月1日 金 ～9日 土 （電話

または氏名、住所、年齢、連絡先を記入

のうえ、ＦＡＸでお申し込みください）

【申込・問合せ】 ▼千葉惣永  ☎43-2161（FAX

兼） ▼安部哲男  ☎43-1513（FAX 兼）

OSHIRASE NAVIセミナー・教室等

第65回世古寸喜展
　すっかり師走の行事として定着した「世

古寸喜展」が今年も開催されます。多数

の仙北市ゆかりの著名人の色紙等が展示

され、希望の方にはお買い上げいただき、

歳末助け合いにご協力いただきます。ま

た、晴陽会「日本画展」、パッチワークキ

ルト展も同時開催します。市外の知人、

友人の方々にも声をかけていただき、皆

さまお誘い合わせのうえ、会場にお越し

ください。

【日時】12月2日土 ～ 4日月

　9:00 ～ 16:00（4日は12:00まで）

【場所】角館交流センター 多目的ホール

【問合せ】世古寸喜展世話人会事務局 角館

公民館  ☎54-1110

OSHIRASE NAVIイベント

秋田県立技術専門校

平成30年度入校生募集
　秋田県立技術専門校 3 校では次のとお

り、平成 30 年度入校生（平成 30 年 4

月入校）の募集を行います。

【大曲技術専門校（募集科名・定員）】

　《高卒コース》 ▼機械システム科 ▼電気

システム科 ▼建築施工科 ▼色彩デザイ

ン科　各科20人

【秋田技術専門校（募集科名・定員）】

　《高卒コース》 ▼自動車整備科 ▼オフィ

スビジネス科 ▼メカトロニクス科 ▼情

報システム科　各科20人

【鷹巣技術専門校（募集科名・定員）】

　《若年者・中卒コース》 ▼建築工芸科（5人）

《高卒コース》 ▼住宅建築科（15人） ▼

自動車整備科（20人）

【その他】試験日程等については、下記に

問い合わせるか、秋田県雇用労働政策

課のホームページ（http://www.pref.

akita.lg.jp/koyorodo/）をご覧ください。

【問合せ】

▼大曲技術専門校  ☎0187-62-2457 

▼秋田技術専門校  ☎018-895-7166 

▼鷹巣技術専門校  ☎0186-62-1626

OSHIRASE NAVI募　集

生保内中学校 PTA 親子講演会

「ようこそ先輩 !
　　生き方講演会」開催
　生保内中学校創立 70 周年の記念行事

の一環として、生保内中学校卒業生を講

師に迎え、教育講演会を開催します。地

域の方も参加できますので、皆さまのご

来場をお待ちしています。

【日時】12月11日月 13:45 ～ 15:00

【場所】生保内中学校 体育館

【講師】河正雄（ハ・ジョンウン）氏（仙北

市出身・埼玉県在住、韓国光州市立美

術館名誉館長）

【演題】母校の70年と私

【対象】 ▼生保内中学校生徒および保護者

▼希望する地域の皆さま

【問合せ】生保内中学校  ☎43-1181

OSHIRASE NAVIイベント

年越しそば打ち講座
　地そば振

興のために

活 動 す る

「遊楽３ト

ピアそば会

議」が毎年

恒例の「年越しそば打ち講座」を開催し

ます。「年越しそばが打てる !」を目標に、

参加してみませんか。初めての方でも大

歓迎です。

【期日】12月16日土

【時間】 ▼午前コース・10:00 ～（2時間

程度） ▼ 午後コース・13:00 ～（2時

間程度）　※両コース受講可

【場所】神代就業改善センター

【申込期限】12月13日水 

【定員】10人（コース別に定員になり次

第締切）

【参加料】 ▼各コース 2,500円（講座は1

回打ちで5人前お持ち帰り、そば汁付

き）  ▼両コース 3,500円（10人前お

持ち帰り、そば汁付き）

【持ち物】エプロン・三角巾・そばを入れ

る容器

【その他】本講座修了者に、年越しそば打

ち用具一式の貸し出し（有料、500円

～ 1,000円程度）を行います。講座期

間中の受付、貸し出しは年末年始の期

間に限ります。

【申込・問合せ】遊楽3トピアそば会議

　（仙北市農山村体験デザイン室内） 

　☎43-3353

OSHIRASE NAVIセミナー・教室等

新収蔵品展「高井有一展」

　この展覧会では平成 29 年にご遺族から寄贈された高井有一先生旧蔵資料から、秋田を舞

台とした作品である「真実の学校」原稿など約 100 点を展示します。資料は書籍を中心に、

原稿、雑誌、愛用品と多岐にわたります。祖父田口掬汀の故郷であり、高井先生自身も戦時

中疎開した仙北市との深い交流が今回の寄贈につながりました。展示室内に新たに設けられ

たスペースでは旧蔵書を展示し、愛用品とともに書斎を再現します。

【会期】12 月 2 日土 ～平成 30 年 3 月 30 日金

【休館日】毎週月曜日（祝日は開館）・年末（12月29日～ 31日）　※平成30年1月1日月 ～

3日水まで、特別開館します。

【開館時間】9:00 ～ 16:30（入館は 16:00 まで）

【場所】新潮社記念文学館（仙北市総合情報センター内）

【観覧料】一般（高校生以上）300円、小中学生150円　※仙北市民は無料。窓口でお声か

けください。

【問合せ】新潮社記念文学館  ☎43-3333（学習資料館と共通）

OSHIRASE NAVIイベント

OSHIRASE NAVIお知らせ

～北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう～

12月10日から16日までは
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

　我が国の緊急の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権

侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題について

の関心と認識を深めていくことが大切です。

　日本人拉致容疑事案について情報をお持ちの方は、秋田県警察本部（☎ 018-863-

1111）または各警察署までお知らせください。

おしらせナビ
OSHIRASE NAVIおしらせナビ

OSHIRASE NAVI
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介護保険事務所からのお知らせ

介護保険に関するよくある質問にお答えします

OSHIRASE NAVIお知らせ

　介護保険事務所の窓口や電話でよく受ける質問について、回答をまとめました。

【質問】介護保険のサービスを利用しなければ、介護保険料を返してもらえるのですか？

▼回答／介護保険料は介護保険のサービスを必要とする方にかかる費用をまかなう

ため使われますので、医療保険と同様お返しすることはありません。介護保険は

助け合いの精神に基づく制度であることをご理解願います。

【質問】介護保険サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用したい時はどう

すればいいですか？

▼回答／どのようなサービスを利用したいのかなどを、包括支援センターや市の介護

保険担当課の窓口に相談します。要介護（要支援）認定申請後または基本チェック

リスト実施後に被保険者証が送られてきたら、包括支援センターまたは居宅介護

支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。

【質問】『要介護認定調査』とはどのような内容ですか？また、何をするのですか？

▼回答／認定調査員が調査対象の方の自宅か病院、施設のいずれかを訪問し直接お会い

して心身の状況や日常生活について調査します。調査内容は動作確認も含め、次の

ようなことです。①寝返り、起き上がり、歩行、片足での立位、洗身などの身体機

能 ②食事、排泄、更衣などの生活機能 ③その他ひどい物忘れや徘徊、感情不安定など、

全74項目についてお聞きします。調査に要する時間は1時間前後になります。

※介護保険事務所のホームページ ｢OS 介護ネット ｣（http://www.oskaigonet.

or.jp/）にも介護保険に関する様々な情報を掲載していますので、そちらもぜひご

覧ください。

【問合せ】介護保険事務所 企画管理班  ☎0187-86-3910

仙北平野土地改良区からの
お知らせ
　当改良区では冬期間も通水し、消雪・流

雪等の地域用水として利用されている水路

もありますが、今後の降雪に伴い水路幅

がわかりにくくなり、また、積雪・凍結

等により道路が滑りやすくなりますので、

水路近くを通行する際は十分注意し、危

険箇所には近づかないようにしましょう。

【問合せ】秋田県仙北平野土地改良区 管理課

　☎0187-62-0180

OSHIRASE NAVIお知らせ

OSHIRASE NAVIお知らせ

善意ありがとうございます
【仙北市社会福祉協議会へ寄付】

10月受付分、敬称略

◆小杉英夫（梅沢字森腰）

◆佐々木清子（桧木内字吉田）

◆若島弘明（角館町岩瀬）

◆秋田県大衆音楽協会 代表 程塚敏明

33歳・42歳厄祓いと
懇親会のお知らせ
　角館中学校卒業生と一緒にお祓いを行

いませんか？

【期日】平成30年2月1日木 

【参加料】 ▼お祓い《33歳・42歳》8,000

円（角館總鎭守神明社）  ▼懇親会《33

歳》15,000円（グランデールガーデ

ン）、《42歳》12,000円（花葉館）

【申込期限】12月25日月

【問合せ】 ▼ 33歳厄祓い実行委員会 

　代表 佐藤尭迪 ☎090-7660-2886

▼ 42歳厄祓い実行委員会 代表 米澤麻美

　E-mail ４２yakubarai1993@gmail.com

OSHIRASE NAVIお知らせ

インフルエンザから
身を守ろう！
　インフルエンザに感染しな

いよう予防をしっかりと行い、

バランスのよい食事をとって、インフル

エンザに負けない体をつくりましょう。

【インフルエンザの予防接種を忘れずに】

予防接種は、発症を抑えるとともに万

が一インフルエンザにかかった場合で

も重症化を防ぐ効果があります。予防

接種後、約2週間後から効果が現れ、

その後5か月間ほど効果が続くとされ

ています。流行に合わせ忘れずに早め

の予防接種を行いましょう。

【手洗い・うがい、マスクの着用を】

　インフルエンザの感染の原因は、飛沫

感染（くしゃみや咳などでウィルスが

飛沫となって、周囲の人がそれを吸い

込んで感染する）と言われています。

外出の際にはマスクを着用し、帰宅後

は手洗い・うがいを習慣づけ、インフ

ルエンザだけでなく風邪の予防のため

にも行いましょう。

【乾燥に注意しましょう】

　空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御

機能が低下し、インフルエンザに感染

しやすくなります。適度な換気や加湿

器等を使用し乾燥を防ぎましょう。

【問合せ】角館消防署 救急班

　☎54-2302

OSHIRASE NAVIお知らせ

つけもの加工・真空パック
承ります
　神代ゆきつばき加工クラブでは自家用

製品の真空パック、殺菌等を承ります。

お気軽にご利用ください。加工料金につ

いては、お問い合わせください。

【加工日】平成30年1月11日木 ～ 3月ま

での毎週木・金曜日

【受付時間】9:00 ～ 11:30

【問合せ】神代地域運営体 神代ゆきつばき

　藤川清子  ☎080-1823-7323

OSHIRASE NAVIお知らせ

JR東日本 秋田支社

冬期における踏切事故防止
のご協力と踏切通行止めの
お知らせ
　冬期は雪や路面凍

結によりスリップ

し、踏切上で停止ま

たは脱輪してしまう

ことが考えられま

す。踏切前では一旦停止し、左右の安全

を確認してから横断してください。

【通行止め予定】三之丞踏切（田沢湖卒田

字街道南15-3）

【通行止期間】12月15日金 ～平成30年

3月31日土 

【問合せ】JR 東日本 秋田支社 大曲保線技

術センター ☎0187-63-3324

OSHIRASE NAVIお知らせ

除雪等、雪に関するご相談がありましたら、
下記の担当にご連絡ください。
　　　　※ご相談内容により、担当部署に電話を転送することがあります。
　　　　　また、土・日曜日、祝日等の休日は、日直が電話をお取り次ぎしますが、
　　　　　すぐに対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

に関する
相談窓口

高齢者世帯等
除排雪支援

雪害、その他雪害
に関する緊急時

道路除雪・流雪溝

雪

平日
8:30 ～17:15

長寿支援課 ☎43-2281

道 路除雪・流雪溝に関すること

高 齢者世帯等除排雪支援に関すること

雪 害、その他雪害に関する緊急時

平日
8:30 ～17:15

建設課（角館流雪溝を除く） ☎43-2294

角館流雪溝については
角館地域センターへ

☎43-3309

休日
8:30 ～17:15

田沢湖（日直取次） ☎43-1111

角館（日直取次） ☎43-3309

西木（日直取次） ☎43-2200

夜間
17:15 ～翌8:30

田沢湖（当直取次） ☎43-1111

角館（当直取次） ☎43-3309

西木（西木地域センター） ☎080-1679-8248

平日
8:30 ～17:15

総合防災課 ☎43-1115

夜間・休日
田沢湖（当直取次） ☎43-1111

角館（当直取次） ☎43-3309

西木（西木地域センター） ☎080-1679-8248

ゆき
おしらせナビ
OSHIRASE NAVI
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