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スキルアップセミナー
【期日】①木工用電動工具の治具活用術

を目的に、研修会、テーマ別の実践型マッ

《12月5日 水 ・6日 木 》②多角形屋根

仙北市 SDGs 未来都市宣言
ミニシンポジウム

チングイベント、
個別相談会を実施します。

の製作講習《12月6日 木 ・7日 金 》③

今年６月、仙北市は「SDGs（エス・

初めてのワード / エクセル講習《12月

ディー・ジーズ）未来都市」として、全

18日 火 ・19日 水 》

国 29 自治体のひとつに認定されました。

①がっこの学校 @IoT
（農林業や製造・販売等）

【期日】11月10日 土
② e 湯だね！プロジェクト（観光等）
【期日】11月29日 木

【場所】大曲技術専門校

SDGs をお笑い芸人によるライブでわか

【受講資格】現在お勤めしている方

りやすく解説し、市内の小学校や企業の

【申込・問合せ】大曲技術専門校 民間訓練
支援室 ☎0187-62-6321

相

実践編 13:00 ～17:00

【集合場所】いずれも TAZAWAKO ベース
【申込方法】氏名、住所、メールアドレス、電話

お酒の悩みは保健所に
ご相談ください
11 月 10 日から 16 日はアルコール

【申込・問合せ】一般社団法人 MAKOTO

に皆さまぜひお越しください♪

てきた「佐竹北家日記」の中から、日食・

美郷町内の小中学校
【入場料】無料
【問合せ】神代中学校 深澤 ☎44-2110

☎022-352-8850

関連問題啓発週間です。お酒をやめられ

E-mail local-in@mkto.org
HP www.startup-semboku.jp

ない、飲み過ぎで健康障害がある、暴力
があるなど…あなたやあなたの身近な人

【日時】11月24日 土

13:30 ～ 16:00

【場所】角館交流センター（駐車場は健康
管理センターをご利用ください）
【ゲスト】黒ラブ教授（吉本興業所属お笑

ルネッサンス・角館 第29回

歴史と文化フォーラム講演会
【場所】角館樺細工伝承館
【講師】天野真志氏（国立歴史民俗博物館
研究部 特任准教授）

い芸人）
【発表】西明寺小学校ほか

「幕末的世界のなか
【演題】

【参加料】無料

の秋田藩・角館～戊辰戦

【問合せ】仙北市地方創生・総合戦略室

争を考える～」

☎43-3315

【問合せ】ルネッサンス・角館 代表 石川円

【問合せ】高橋正龍 ☎090-4887-8324
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労働関係のトラブルで
お困りではありませんか
解雇・雇止め、いじめ・嫌がらせ、職
場環境の悪化など、働く人と勤め先との
間でおきた労働関係のトラブル解決を、

約制） 保健師による相談 平日（8:30
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相

講 演：清水小学校 島田智教頭
発 表：西明寺小学校児童 ほか

還付金詐欺などの「特殊詐欺」をはじめ
として、高齢者が狙われる消費トラブル
が後を絶ちません。仙北市地域婦人連絡
協議会では、安心・安全な暮らしを地域
ぐるみで実現していくため、身近に取り
組むことができる消費者問題トラブル防

OSHIRASE NAVI

います。ぜひご参加ください。
【日時】11月7日 水 9:30 ～ 12:00
【場所】角館交流センター【参加料】無料
【講演】 《演題》笑うあなたに福きたる
《講師》石垣政和氏（タレント） 《演題》
全身の入り口、お口から歯ッピー大作

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

戦《講師》田所大典氏（秋田県口腔保健
支援センター 副センター長・歯科医師）
荒木和子 ☎54-3157

能・知識を習得するための職業訓練を行っ

28日 金（6か月） 9:20 ～ 15:40

法務局では、次のとおり「女性の人権

【場所】ポリテクセンター秋田（潟上市）

主催：仙北市

お問い合せ：市役所地方創生・総合戦略室 ☎ 

ホットライン」強化週間を実施し、皆さ

が担当し、相談内容についての秘密は厳
守します。

相

談

OSHIRASE NAVI

税を考える週間 無料相談会
相続税・贈与税・所得税について税理

【日時】11月12日 月 ～ 18日 日

平日

土・日曜日 10:00 ～

【相談窓口】女性の人権ホットライン
☎0570-070-810

【受講料】無料（テキスト代などは自己負担）
【募集期間】10月26日 金 ～ 11月26日 月

まからのご相談をお受けします。相談は
無料で、人権擁護委員および法務局職員

あきた国民文化祭メモリアルコンサート

第2回大正琴セレナーデ

【訓練科（定員）
】 電気設備技術科（15人）
ビル管理技術科（15人）

士がご相談に応じます。
【日時】11月17日 土 10:00 ～ 15:00
【場所】中仙市民会館ドンパル 2階研修室
【問合せ】東北税理士会大曲支部
☎0187-62-1850

【応募資格】ハローワークに求職申込をさ

OSHIRASE NAVI

イベント

【訓練期間】平成31年1月7日 月 ～ 6月

OSHIRASE NAVI

覧ください。
【会期】11月10日 土 ～平成31年3月
29日 金
【時間】 《11月》9:00 ～ 17:00（入館は
16:30まで） 《12月～ 3月》9:00 ～
16:30（入館は16:00まで）
【場所】新潮社記念文学館
【休館日】月曜日、年末
【入館料】一般（高校生以上）300円、小・
中学生150円
『佐竹北家日記』は秋田県公文
【その他】
書館に所蔵されています。本企画展で
は原本の展示はありません。
【問合せ】新潮社記念文学館（仙北市イベ
ント交流館） ☎ 43-3333

【問合せ】仙北市地域婦人連絡協議会 会長

ています。

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

利用は無料で、秘密を厳守します。
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参加費無料

した貴重な資料を展示とあわせてぜひご

県内では、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・

1月期生の募集

黒ラブ教授です。

（吉本興業）

談

8:30 ～ 19:00

広報せんぼく

して確認されているのは 51 個。里帰り

見て楽しいパネル展示や関連団体の取組もご紹介します♪

17:00

☎018-860-3284

※駐車場は健康管理センターをご利用ください。

国立科学博物館認定
サイエンスコミュニケータ
×理系の大学先生
×よしもと芸人

ゲスト：大学の先生芸人 黒ラブ教授

【問合せ】大仙保健所 ☎0187-63-3403

専門家があっせんによりお手伝いします。
【問合せ】秋田県労働委員会事務局

会場：角館交流センター
（仙北市角館町中菅沢ᵕᵕᵋᵑᵎ）

▼

【履物】運動靴ほか

お知らせ

土 ᵏᵑᵘᵑᵎ～ᵏᵔᵘᵎᵎᴾ（ᵏᵐᵘᵎᵎ開場）

精神科医による相談 月1回・木曜日（予

【対象】初心者、老若男女
【種目】ジルバ、ルンバ、チャチャチャ、ワルツ

消費者問題研修会

平成30年度 公共職業訓練

▼

【場所】雲沢集落センター

セミナー・教室等

【大仙保健所のこころの相談業務】

～ 17:15）
・随時

【時間】20:00 ～（19:30受付）

☎090-2799-9132

ださい。

隕石」を展示します。日本国内で隕石と

止について皆さんと一緒に考えたいと思

【入場料】無料

年に角館町白岩地区で発見された「白岩

仙北市地域婦人連絡協議会

▼

9日（毎回日曜日）

心とした展覧会です。
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イベント

【日時】11月10日 土 15:00 ～

▼

【期日】11月18日・25日・12月2日・

OSHIRASE NAVI

イベント

です。ひとりで悩まず、まずはご相談く

▼

無料社交ダンス講習会
受講者募集

も楽しんでいただけるよう、パネルを中

レイク」 ☎43-2111

また、参考資料として大正 9（1920）

保健所は、お酒に関する悩みの相談窓口

▼

ダンスサークルかたくり

を当てます。古文書に興味のない方々に

【問合せ】田沢湖観光情報センター「フォ

OSHIRASE NAVI

イベント

あきたの企業
元気フェスタ2018
県内中小企業の強みや魅力を PR する
イベントを 2 日間開催します。企業展示

平成 26 年、秋田県で初の国民文化祭

に加え、県内高校等の制作も展示。その

が開催され仙北市で行われた「大正琴の

ほか、A I やロボットなど先進技術に関

祭典」を記念して行う演奏会です。

する講演やデモンストレーション、
“女子

【日時】11月11日 日

13:00開場

13:30開演

れた方で、新たな技術 ･ 技能を身につ

【場所】仙北市民会館

けて再就職を希望される方

【出演】昌弦流 おおたまさんと仲間たち、

【その他】毎週金曜日に施設見学会を行っ

琴名流大正琴秋田支部「輪楽会」
、同「み

ています（雇用保険受給中の方は就職

やび会」
、木村流秋田西支部「峰泉会」
、大

活動として認められます）
。

正琴研修院秋和流「織音会」
、同「雄和会」

高生社長”で有名になった椎木里佳さん
の講演など盛りだくさん。県産品の来場
者プレゼントもあります。
【日時】11月16日 金 ～ 17日 土 両日と
も10:00 ～ 16:00
【場所】エリアなかいち にぎわい交流館ＡＵ
（秋田市中通1丁目4番1号）

【問合せ】秋田職業能力開発促進センター

【入場料】無料（全席自由、一部指定）

【入場料】無料

（ポリテクセンター秋田）訓練課 受講

【問合せ】大正琴セレナーデ実行委員会

【問合せ】秋田県産業政策課

者第一係 ☎018-873-3178

お知らせ

お知らせ

OSHIRASE NAVI

集

月食・ほうき星の出現の記録にスポット

【場所】JR 田沢湖駅前

FAX 44-3794

のことで、そんな悩みはありませんか？
募

【日時】11月4日 日 10:30 ～ 15:00

募集

募集

番号、
参加希望日時などをご連絡ください。

OSHIRASE NAVI

談

は皆さんの力が必要です !!
（12:00開場・パネル展示あり）

体験編 10:00 ～

▼

13:00

角館当主により 220 年間書き続けられ

【出場者】仙北市・大仙市・

ることからコツコツと、SDGs の推進に

【定員】各10人

▼

【時間】①～③いずれも

ル等の販売を行います。ほっこり暖まり

方々が関連する取組を紹介します。でき

【受講料】無料（テキスト代は別途）

【期日】12月8日 日

【場所】大曲市民会館大ホール

相談

相談

（ テレワーク等）
③ノマド2.0

国連が定めた 17 の持続可能な開発目標

から明治 27（1894）年まで佐竹北家

16:00 終演予定

▼

イベント】

【時間】9:00 ～16:00

この展覧会では、延宝 2（1674）年

ぽ鍋などの食べ比べや仙北市内の地ビー

10:00開演

▼

【個別相談会・テーマ別実践型マッチング

企画展「佐竹北家日記に
みる天文現象」

JR 田沢湖駅前で山の芋鍋やきりたん

【日時】11月8日 木

▼

【日時】11月9日 金 13:00 ～18:00

駅前なべっこ遠足

▼

【事業創造研修会】 ※交流会あり

秋といえば「なべっこ遠足」
！

OSHIRASE NAVI

イベント

セミナー・教 室 等

セミナー・教 室 等

市内での起業や、事業拡張のサポート

第56回
大曲仙北小中学校音楽祭

OSHIRASE NAVI

イベント

▼

笑いでつながる持続可能なまちづくり

～みんなの笑顔がまちを元気に ! ～

OSHIRASE NAVI

イベント

▼

平成30 年12月開催予定の

OSHIRASE NAVI

イベント

▼

スタートアップ SEMBOKU

OSHIRASE NAVI

▼

イベント

仙北市事業創造研修会

セミナー・教室等

イベント

OSHIRASE NAVI

セミナー・教室等

髙橋 ☎090-5845-1406

☎018-860-2214

Semboku City Public Relations
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募

参加者募集

仙北市イクボスセミナー を開催します！

参加無料

OSHIRASE NAVI

集

12年に1度の戌年

したが、宣言後の活動について「宣言はしたものの、どのように

募

OSHIRASE NAVI

集

元気なふるさと秋田づくり
顕彰事業

親睦会参加者募集

仙北市では今年の 3 月 23 日に「イクボス共同宣言」を行いま

戌年の皆さん、親睦を深めませんか。

相

OSHIRASE NAVI

談

行政に関する相談ごとは

行政相談委員に

仙北地域振興局では、地域固有の様々

行政相談委員は、総務大臣から委嘱を

【日時】11月24日 土 18:00 ～

な課題の解決に向けて、自立的・主体的

受け、国の仕事などについての苦情や意

がない気がする」など悩む場面もあると思います。

【場所】グランデールガーデン

な活動に取り組み、他の模範となってい

見・要望を受け付け、皆さんと関係行政

【会費】5,000円

る団体・個人を募集しています。応募い

機関との間に立って、その解決を図る「行

ただいた中から選考のうえ受賞者を決定

政と住民のパイプ役」です。仙北市の行

し、表彰します。

政相談委員は次の 3 人の方で、自宅で相

沢商工会議所会頭、男女共同参画あきた F・F 推進員としても

募

集

OSHIRASE NAVI

活躍され、経営者としてワーク・ライフ・バランスに積極的に

参加者募集

きます。

雄物川流域国有林の森林
計画に関する住民懇談会

《仙北市》市長・副市長・管理職
年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は、凶悪事件な
取り組んでいる和賀幸雄氏から自社の取組事例をご紹介いただ平成 30
《事業所》
㈱秋田銀行角館支店・田沢湖支店／㈱北都銀行角館支店・

募集

パン東北 代表理事） NPO 法人ファザーリング・ジャパン東これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、
設工業／㈱花葉館／㈱西宮組／㈱高田組／㈱大切／㈱トースト／
北の代表理事として東北各地のイクボス宣言にも立ち会い、先
㈱瀧神巧業／㈱万景／㈲白岩の郷／㈱西木村総合公社／秋田おば
暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名
進的な事例にも精通し見識の高い横田智史氏から様々な各地の
こ農業協同組合 西木総合支店／㈱相馬組／㈲島川商店／㈲イン
手配されており、再び犯行を行うおそれがあります。
事例についてご紹介いただきます。

『変だな！似ているな！』 と思ったら迷わず通報を！
指名手配被疑者は、日常生活に紛れて逃走を続けています。
OSHIRASE NAVI
OSHIRASE NAVI
お知らせ

指名手配被疑者の検挙にご協力を !
あなたの情報が事件を解決します
平成 30 年８月末現在、全国の警察から指名手配されている
人は、凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配

もしかしたら皆さんも、指名手配被疑者を目撃しているかもしれません。
警察では、情報提供して

警察では、情報提供していただ
いただいた方に、御迷惑が
いた方に、ご迷惑がかからないよ
かからないよう細心の注意
う細心の注意を払っています。積
を払っています。積極的な
極的な情報提供をお願いします。

被疑者を始めとして、約 660 人に上っています。
これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、
傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名手配されており、
再び犯行を行うおそれがあります。
警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定したうえで、11
月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこととし、これ
ら被疑者の早期検挙に取り組んでいるところです。

「変だな ! 似ているな !」と思ったら迷わず通報を !
指名手配被疑者は、日常生活に紛れて逃走を続けています。もしかしたら皆さんも、指名
手配被疑者を目撃しているかもしれません。ぜひ 1 度、最寄りの警察署・交番の掲示板や全

【問合せ】仙北警察署 ☎53-2111

広報せんぼく
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民懇談会を開催します。
【日時】11月27日 火 13:30 ～ 16:00
【場所】大仙市仙北ふれあい文化センター
（大仙市堀見内字元田茂木7-1）
【定員】30人（応募者多数の場合は、抽選
となります）

【申込・問合せ】秋田森林管理署 高橋、伊

10 月から 11 月は、
「4

時からライト＆ピカッと反
不審な人物・車や指名手配被疑者によく似た人
射材運動」月間です。日没が早くな
を見かけたといった情報など、どんなわずかなこ
る今の時期は、交通事故の増加が懸
とでも結構ですので、警察に通報していただくよ
念されます。夕暮れ時の危険をしっ
うにお願いします。
かり理解し、
「午後４時」を目安とす
る自転車・自動車の早めのライト点
灯および歩行者、自転車利用者は反
射材用品の利用と明るい服装の着用

職業を明記のうえ、郵便、FAX または
メールで下記までお申し込みください。
【申込期限】11月9日 金 17:00必着
藤 ☎018-882-2311

FAX 018-882-2614
E-mail t_akita@maff.go.jp
OSHIRASE NAVI

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】

▼

役所神代出張所

【応募方法】表彰を受けようとする団体・
個人（自薦・他薦問わず）は、推薦調書

ンター

を仙北地域振興局に提出してください。

ンター

【問合せ】仙北地域振興局地域企画課
☎0187-63-5114
お知らせ

▼

▼

15日 木・角館交流セ

21日 水・田沢湖総合開発セ

22日 木・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

筑波大学から実習への
ご協力のお願い
筑波大学民俗学研究室から学生の実習
への協力依頼がありましたのでお知らせ
します。
筑波大学人文学類・民俗学研究室では、

相

11月の心配ごと相談日
社会福祉協議会では、相談援助活動と
して心配ごと相談を行っています。お気
軽にご利用ください。
【日時・場所】 8日 木 13:00 ～ 16:00・

社会福祉協議会角館支所

歩いて地域の皆さまからお話を聞かせて
いただきますのでよろしくお願いします。
【期間】11月7日 水 ～ 10日 土

14日 水

13:00 ～ 16:00・市役所神代出張所

実習」
の授業を次のとおり計画しています。
実習期間中は、学生たちが雲沢地域内を

OSHIRASE NAVI

談

仙北市社会福祉協議会

角館町の雲沢地域で 11 月上旬に「民俗学

19日 月 10:00 ～ 12:00・西木公民館
21日 水 13:00 ～ 16:00・田沢湖総合
開発センター

【問合せ】仙北市社会福祉協議会 ☎52-1624

【参加者】筑波大学生・大学院生 16人
※参加者は身分を証明する名札を着用
【調査テーマ】雲沢地域の農業（農事暦、
機械化等）
、山菜採り、獣害対策、漬け

お知らせ

【11月相談所開設日・場所】 14日 水・市

お知らせ

OSHIRASE NAVI

税を考える週間

物、保存食、雪対策、神社の祭、本分家、

【期間】11月11日 日 ～ 17日 土

年中行事、葬送・共同墓地など

「税を考え
【テーマ：くらしを支える税】

※学生が希望する訪問先へは予め調査の

る週間」の期間中は、租税の意義や役

協力をお願いしていますが、研究のた

割、税務行政に対する知識と理解を深

9 月受付分、敬称略

めいろいろな方からお話を聞かせてい

めていただくために、集中的に様々な

◆天理教仙北支部

ただきたいと思いますので、学生がお

広報施策を実施します。国税庁ホーム

会（仙北市総合防災課内）

◆伊藤功（生保内字武蔵野）

伺いした際は、ご協力いただきますよ

ページでは、
「くらしを支える税」をテー

☎43-1115

◆伊藤イネ（角館町小勝田）

うよろしくお願いします。

マとした特設ページを設けて、国税庁

仙北警察署 ☎53-2111

◆髙橋広之（大仙市太田町）

仙北地区交通安全協会

◆戸澤幸亮（角館町川原）

☎54-2332

◆村岡広男（生保内字下滝沢）

を心がけ、安全確保に努めましょう。
【問合せ】 仙北市交通安全対策協議

▼ ▼

不審な人物・車や指名手配被疑者によく似た人を見かけたといった情報など、どんなわず

発見したら 110 番または最寄りの警察署・交番に連絡してください !!

らのご意見・ご要望をお伺いするため住

さい。

国警察のインターネットホームページをご覧ください。
かなことでも結構ですので、警察に通報していただくようにお願いします。

行うとともに、流域住民の皆さまなどか

「4時からライト &
ピカッと反射材運動」
是非一度、最寄りの警察署・交番の掲示板や全
実施中です
国警察のインターネットホームページを御覧くだ

情報提供をお願いします。

に、他の模範となっていること

新山敦晃

☎47-2746 西木町西明寺字宮田18

地域で広がることが見込まれるととも

て、国有林の森林計画に関しての説明を

【応募方法】住所、氏名、年齢、電話番号、

▼

お知らせ

住民参加の森林づくりを進める一環とし

2690 角館町七日町34

その活動が、今後も

お知らせ

お知らせ

フォテック （順不同）
警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、
《イクボス共同宣言》趣旨に賛同し、協力いただける企業や団体
11 月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこと
等の経営者や管理職による「イクボス共同宣言」を実施します。
「イクボス共同宣言」に賛同いただける企業
とし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでいるとこ
※当日は宣言書へご署名いただきます。
ろです。 や団体等を随時募集しています！
【申込・問合せ】仙北市企画政策課 ☎43-1112 FAX 43-1300

秋田森林管理署および湯沢支署では、

組んでいること

大楽進 ☎53-

募集

▼

▼

どで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者を始めとして、約
田沢湖支店／東日本旅客鉄道㈱秋田支社 角館駅／東日本旅客鉄 660 人に
《第2部》 講師…横田智史氏（NPO 法人ファザーリング・ジャ
上っています。
道㈱秋田支社 田沢湖駅／㈲西木ホワイトエンジェル／㈱畠山建

田沢湖生保内字水尻7

地域のための活動に継続的に取り

▼

▼

相談

平成 30 年 3 月 23 日「仙北市イクボス共同宣言」

の

【行政相談委員】 難波輝子 ☎43-0782

相談

《第1部》 講師…和賀幸雄氏（㈱和賀組 代表取締役） 湯
【内容】

ける団体・個人で次の要件を満たすも

▼

☎090-7794-5944

【場所】角館交流センター 第１研修室

【表彰対象】大仙市、仙北市、美郷町にお

▼

【問合せ】昭和45年会 林崎智美

【日時】11月20日 火 13:30 ～ 15:30

談を受け付けているほか、定例相談所を
開設しています。

▼ ▼

年 草彅拓也

の経営者や管理職もあわせて募集します。

【募集期間】11月1日 木 ～ 12月14日 金

▼

昭和57年、平成6

▼ ▼

▼

昭和

▼

45年 村上貴義

また、新たに「イクボス共同宣言」を実施する企業や団体など

▼

昭和33年 中村和彦
▼

能美忠堯

▼

▼

【各年代事務局】 昭和9年、昭和21年

のか考える契機としていただきたいと思います。

▼

に社会で活躍できる環境をつくるためにどのようなことができる

セミナー・教 室 等

セミナー・教 室 等

取り組めばいいのかわからない」
「なんとなく進めてみたが効果
今回のセミナーでは様々な取組事例の紹介を通し、男女がとも

21

募

イベント

イベント

OSHIRASE NAVI

集

【担当教員】徳丸亞木・中野泰・武井基晃
（筑波大学民俗学研究室）
【問合せ】仙北市文化財課 ☎43-3384

の各種取り組みについて紹介します。
【詳しくは】国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

Semboku City Public Relations
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