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№３８平成１９年５月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市立角館総合病院からのお知らせ

【小児科診療体制について】
平成１９年５月より市立角館総合病院の小児科外来

診療体制については、次のとおりとなりますので、お知

らせします。なお、小児科慢性外来は毎週月曜日から水

曜日（午後）のいずれかへ変更となるため、前もって電話

にて予約くださいますようお知らせします。

《小児科受付時間》

毎週月曜日～金曜日 A.M.８：３０～A.M.１１：００

※午後からの診療については、医師が不在となる場

合もありますので、予め電話等にて確認のうえ来

院されますようよろしくお願いいたします。

※毎週火曜日については、午後２時までの診療とな

りますのでお知らせします。

【看護師及び准看護師の募集について】
市立角館総合病院では、看護師及び准看護師の方々

を募集しております。なお、勤務形態等の諸条件につ

いては、下記の連絡先までお問い合わせください。

■問合せ：

〒０１４－０３９４ 仙北市角館町上野１８

市立角館総合病院 総務企画課

TEL（５４）２１１１

平成19年度
第１回健康に関する講演会のご案内

市立角館総合病院では、医療関係者並びに市民の
皆様を対象に、健康に関する講演会を下記の日程で開

催いたしますので皆様どうぞご参加下さい。

５月２４日（木） １８：００～１９：００■日時：

仙北市角館樺細工伝承館 「総合研修室」■場所：
「癌治療の最前線」■演題：

（ＰＥＴによる癌検診と陽子線療法について）

（財）脳神経疾患研究所附属総合南東北病院■演者：

理事長 ＣＥＯ 渡辺一夫 先生
医療関係者、一般市民■対象：

大曲仙北医師会、市立角館総合病院■共催：

※講演会に出席を希望される方は、５月１５日（火）

まで市立角館総合病院総務企画課 担当：冨木

・内線 番まで電話でお申しTEL（５４）２１１１ １６７
込み下さい。

仙北市 西木温泉ふれあいプラザクリオン
からのお知らせ

クリオンではこの度、大浴場及び配管設備改

月 日（水）～ 月 日（金）修工事のため、５ ９ ６ ８
までの１ヶ月間を いたします。全館休館
お客さまには大変ご迷惑をおかけいたします

が、なにとぞご理解の程お願い申し上げます。

西木温泉ふれあいプラザクリオン
TEL（４７）２０１０

行政に対する困りごとは

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、国等の

役所の仕事について困っていることや意見・要望を受

け付け、解決を図るとともに、制度や行政運営の改善

を図る、いわば「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名の方で、自宅で相

談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

◇ 阿 部 幸 司

TEL（５５）２８４５角館町雲然上町屋７９－２

◇ 難 波 輝 子

TEL（４３）０７８２田沢湖生保内字水尻７

◇ 小 西 範 子

TEL（４９）２１５４西木町上桧木内字中泊９７

また、５月２１日（月）から２７日（日）までの１週間は、

「春季行政相談強調週間」です。

この週間にあわせて、次の相談所を開設しますので

お気軽にご利用ください。

５月１６日（水） １３：００～１６：００○日時：

仙北市田沢湖総合開発センター会場：

難波輝子 行政相談委員相談委員：

５月２３日（水） １３：００～１６：００○日時：

仙北市田沢交流センター会場：

難波輝子 行政相談委員相談委員：

５月２４日（木） １３：００～１６：００○日時：

桧木内地区公民館会場：

小西範子 行政相談委員相談委員：

■問合せ：

仙北市総務課 総務係

TEL（４３）１１１１
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ステージに立ってみたい人 大募集！

北浦さなぶり演芸会

～北浦は普通の人こそ芸達者～

今まで会館のステージに上がったことがないけれど

という人を大募集！踊り、ダンス、・・実はすごいんです！

弾き語り、生演奏など一発芸でもかまいません。

「あや～あのひと、さげっこ飲めばおもしれごどするっけ

という方に、どんどん声をかけてください。で～」

あなたの隣に芸達者！（あなたかも？）

６月１０日（日） １２：３０開場・１３：００開演■日時：

仙北市民会館■会場：

一人５００円■入場料：

仙北市近郊在住者（年齢・ジャンル不問）■募集対象者：

※未成年者は一応親の承諾をお願いします。

５月１５日（火）正午■申込期限：
１組５分を原則とします。（応相談）■持時間：

２５組（超過の場合は抽選）■募集枠：

※プログラム調整と準備のため出演者会議とリハー

サルを行いますので必ず出席してください。
北浦さなぶり演芸会実行委員会■申込・問合せ：

TEL（４３）３１４３事務局（仙北市民会館内）

～自分の為に、そして誰かの為に～

手話教室受講生募集

耳の不自由な人たちとのコミュニケーションの手段と

して手話があります。福祉の発展と手話奉仕を目的

に、手話教室を開催しています。興味のある方はぜひ

教室に足を運んでみてください。

毎週木曜日 １９：００～２１：００■開催日時：

田沢湖総合開発センター■場所：

お茶代及び資料代として■参加費：

加入月 ５００円 以降毎月３００円

小松龍子 氏・永井慎吾 氏■講師：

TEL（４３）１０６１■申込・問合せ：田沢湖公民館

舞台から落ちないくらいにホジが付けば
大丈夫・・・。
今生の別れにと毎年言いながら出場され

ても結構！とにかく舞台を楽しく盛り上げ
られる人を募集しています。原則として生
演奏を基本としますが、踊り・雑芸につい
てはテープも可とします。

５月のパソコン講座受講生募集

パソコン操作をマスターして普段の生活に取り入れ
てみませんか！初心者対象ですのでパソコンに触れた

ことのない方も安心してお申し込み下さい。

【パソコン基本操作】
■日時：５月１６日（水）、１７日（木）、

２３日（水）、２４日（木）
１３：００～１６：００（３時間）

【ワード・エクセル基本（予定）】
■日時：５月３０日（水）、３１日（木）

１３：００～１６：００（３時間）

仙北市総合情報センター 研修室■場所：

無料■受講料：

「やさしいパソコン講座 パソコン入門総合版」■テキスト：

毎日コミュニケーションズ １，８９０円

※「荒川書店」「田口本店」「ブックイン１０５」「カネエイ書
店」などで販売しておりますので各自ご購入ください。

各先着３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

TEL（４３）３３３３

仙北市地域サポート委員の募集

今、私たちが暮らす仙北市では少子高齢化と核家族

化が急速に進み、家を継ぐ担い手もままならなくなって

います。そのため、今の福祉制度では解決できない問
題も多く発生してきました。仙北市社会福祉協議会で

はこのような地域課題の検討のため、地域サポート委

員を下記のとおり募集いたします。

平成１９年５月～平成２０年３月３１日■委嘱期間：
■お願いする役割：

地域の共通課題の発見と解決のためのワーキング

■募集人員：

仙北市内三地域（旧３町村）それぞれ若干名
仙北市内に居住する１８歳以上の方■応募資格：

①履歴書■応募方法：

②地域づくりまたは福祉のまちづくりに関

する作文（２００字以上）
①②を社協各支所窓口に提出してください

５月１０日（木）■応募締切：

応募資料と面接（作文に関する口頭試問）■選考方法：

により各地域若干名を選考させていただき
ます。

仙北市社会福祉協議会 総務管理課■問合せ：

ＴＥＬ（５２）１６２４

平成１９年度「自然観察会」会員募集

里山の草花や高山植物・野鳥などの観察会を５回に

わたって行いますので、興味のある方はご参加ください。

６月５日（火）・・・神代「大沼」の自然観察■計画：第１回

（駒ヶ岳の高山植物）・ （紅葉の雑木林）・第２回 第３回

（宮城県「伊豆沼」の水鳥）・ （冬の雑木林）第４回 第５回

６月５日（火） 開発センター９：００出発■第１回目：
神代就業改善センター９：３０出発 ・ 昼食持参
２０人（定員になり次第締切）■定員：
三村治男 氏（仙北市自然調査員）■講師：
千葉惣永 氏（自然観察指導員）
入館料、高速代等の実費負担■参加費：

５月１５（月）～２５日（金）■申込・問合せ：
ＴＥＬ（４３）１０６１田沢湖公民館
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第６２回国民体育大会秋田わか杉国体

開会式一般観覧者募集

９月２９日（土）■開会式：

開場 午前９時３０分 入場締切 正午

秋田県立中央公園県営陸上競技場■場所：

～ 必着■入場券申込期間：５月７日（月） ６月２９日（金）
一般席約７，２２０席■予定席数：

※申込用紙は、 仙北市役所各庁舎（地域５月７日より

センター）と各出張所に備えてあります。開会式一般

観覧者入場申込ガイドの申込用紙に必要事項を記

入し、秋田県国体・障害者スポーツ大会局へ郵送か
持参してください。または、秋田県のホームページに

ある入力フォームから申込ください。

http://www.pref.akita.jp/kokutai/

※開会式を観覧するためには「一般観覧者入場券」が

必要となります。当日券はございません。

※申込者数が多数となった場合は、抽選により当選者・落

選者を決定します。

詳しくは、入場券申込ガイドをご覧ください。

秋田市山王三丁目１－１■問合せ：

秋田県国体・障害者スポーツ大会局

大会総務課（総務企画班）

０１８－８６０－５００５専用電話

k-ticket@meil2.pref.akita.jp専用Ｅ ｍａｉｌ-

第７回全国障害者スポーツ大会
秋田わか杉大会開会式一般観覧者募集

１０月１３日（土）■開会式：
開場 午前７時３０分 入場締切 午前９時３０分

秋田県立中央公園県営陸上競技場■場所：

～ 必着■入場券申込期間：５月７日（月） ６月２９日（金）
一般席約１，０００席■予定席数：

※申込用紙は、 仙北市役所各庁舎（地域５月７日より

センター）と各出張所に備えてあります。開会式一般

観覧者入場申込ガイドの申込用紙に必要事項を記

入し、秋田県国体・障害者スポーツ大会局へ郵送か
持参してください。または、秋田県のホームページに

ある入力フォームから申込ください。

http://www.pref.akita.jp/kokutai/index2.htm

※開会式を観覧するためには「一般観覧者入場券」が

必要となります。当日券はございません。

※申込者数が多数となった場合は、抽選により当選者・落

選者を決定します。

詳しくは、入場券申込ガイドをご覧ください。

秋田市山王三丁目１－１■問合せ：

秋田県国体・障害者スポーツ大会局

大会総務課（障害者スポーツ開会運営班）

０１８－８６０－５００７専用電話

s-ticket@meil2.pref.akita.jp専用Ｅ ｍａｉｌ-

リサイクルできるガラスびんの分け方

リサイクルできるガラスびん（資源ゴミ袋へ）
基本：飲み物や食べ物の入っていたびん

ビールびん、一升びん、

ウイスキーのびん、ワイン

のびん、焼酎のびん、清涼
飲料水のびん（ドリンク剤含

む）、ハチミツのびん、コーヒ

ーのびん、錠剤びん等

※上記以外の物は不燃ごみへ

※ガラスびんのふたで、金属製のものはもえないゴミ袋

へ、プラスチック製のものは燃えるゴミ袋へ出して下

さい。手で外せない注ぎ口、金属、ラベルなどは付い
たままでかまいません。

リサイクルできないガラスびん（不燃ごみ扱い）
基本：主に食べ物以外の物が入っていたびん

劇薬や農薬のびん、化粧

水のびん、ほ乳びん、離

乳食のびん、ガラスコッ
プ、灰皿、皿ガラス、油分

の入ったびん等

TEL（５４）３３０５■問合せ：仙北市環境保全センター

訂正とお詫び

保存版ごみの分け方出し方の中に誤りがありました

ので、次のとおり訂正してお詫び申し上げます。

一般廃棄物最終処分場（西木）電話番号
→ です。４７ｰ３０９２ ４７ｰ３０９３

第２１回参議院議員通常選挙

啓発標語 大募集！

～あなたが作った標語が

看板やテレビCMなどで使われます！！～

応募要領（一人一点まで）

県内在住の方（年齢は問いません）■応募資格：

官製ハガキかメールで■応募方法：

ご応募ください

※標語のほか、住所・氏名（ふりがな）

・年齢・電話番号を記入してください。

４月２０日（金）～５月１５日（火）■募集期間：

入賞者には賞状のほか副賞（最優秀賞２万円■表彰：

相当、佳作５千円相当）を贈呈いたします。

秋田市山王４－１－１■応募・問合せ：

秋田県選挙管理委員会事務局

TEL０１８（８６０）１１５０

M-mail senkan@pref.akita.lg.jp

URL http://www.pref.akita.jp/senkyo/
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求人情報

◆①０５０４１－４３６７７１②携帯配線技術員（見習可）

（急募）（常雇）（正社員）③不問④１００，０００～２００，

０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５

０４１－４３７８７１②携帯配線技術員（見習可）（急募）

（常雇）（正社員）③不問④１００，０００～２００，０００⑤

宮城県仙台市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－

４３９９７１②販売員（常雇）（正社員）③１８～４０④１１

５，０００～１１７，３００⑤大仙市・仙北市⑥不問◆①０

５０４１－４４０３７１②配達員（常雇）（正社員）③不問

④１１５，０００～１１７，３００⑤仙北市角館町⑥普通自

動車免許一種◆①０５０４１－４４１６７１②菓子製造工

（常雇）（正社員）③１８～４５④１１５，０００～１１７，３０

０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－４４２５７１②

販売管理（幹部候補社員）（常雇）（正社員）③２５～３

５④２５０，０００～３５０，０００⑤大仙市⑥普通自動車

免許一種◆①０５０４１－４４３４７１②客室係（臨時）

（４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１３２，０００～１５

８，４００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①

０５０４１－４４４７７１②販売補助（臨時）（４ヶ月以上）

（パート労働者）③不問④８００⑤仙北市田沢湖⑥不

問◆①０５０４１－４４５８７１②レストラン接客サービス

係（臨時）（４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④８５０

～１，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－４４

６２７１②清掃係（常雇）（パート労働者）③５０以下④６

５０～７００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－４４

７９７１②ルーム係（臨時）（４ヶ月未満）（正社員以外）

③不問④１３０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５

０４１－４４８１７１②設備管理（臨時）（４ヶ月以上）（正

社員以外）③不問④１３２，０００～１５８，４００⑤仙北

市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－４４９

０７１②接客係（常雇）（パート労働者）③不問④８００

⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－４５０４７１②洗

い場担当（臨時）（４ヶ月未満）（パート労働者）③不問

④６５０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－４５１７

７１②運転（常雇）（パート労働者）③２６以上④６２０～

９００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許二種◆①０５

０４１－４５３２７１②訪問介護員【急募】（常雇）（正社

員）③不問④１１６，０００～１３５，０００⑤大仙市⑥普

通自動車免許一種・ホームヘルパー１級・ホームヘル

パー２級◆①０５０４１－４５４９７１②土木作業員【急

募】（臨時）（４ヶ月以上）（正社員以外）③２０～５５④１

９６，０００～２４０，０００⑤奥州市⑥普通自動車免許

一種◆①０５０４０－１０５３２７１②クリーンスタッフ（常

雇）（パート労働者）③不問④７００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種（通勤用）

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

※見逃していませんか？この求人（以下に先週以前受

理の一部を掲載しております。）

◆①０５０４１－４３１０７１②接客【急募】（臨時）（４ヶ月未

満）（パート労働者）③不問④７５０～８００⑤仙北市角館

町⑥不問◆①０５０４１－４３２３７１②酒類販売店員（常

雇）（パート労働者）③不問④６５０～７００⑤仙北市角館

町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－４３４５７１②歯

科衛生士（常雇）（正社員）③不問④１２５，０００～１３０，

０００⑤仙北市田沢湖⑥歯科衛生士◆①０５０１６－１２９

５４７１②販売（臨時）（４ヶ月以上）（パート労働者）③不問

④７００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０８０－６２５１７１

②売店係（臨時）（４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１３

２，０００～１７６，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０８

０－６３３１７１②フロントサービス係（臨時）（４ヶ月以上）

（正社員以外）③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北

市田沢湖⑥不問

※平成１９年４月１３日～４月１９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、ホームページ上で

は、企業名等を掲載できませんので、削除しております。ご

了承ください。また、掲載している求人情報 は、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」にお問い合わせ下さい。

ＴＥＬ（５４）２４３４■問合せ：ハローワーク角館

※求人への応募には、ハローワークが発行する紹介

状が必要です。

ＴＥＬ（４３）３３５１《担当》 仙北市商工課

地上デジタルテレビ放送への

全面移行に関する周知広報

平成２３年（２０１１年）７月２４日までにアナログテレビ放
送は終了し、地上デジタル放送に全面移行されます。
総務省では、地上デジタル放送の具体的な視聴方法の

周知等のため、ポスター、チラシを作成しました。これに合
わせてＱ＆Ａ集や関係機関の連絡先リストなど下記の窓
口に備え付けをしておりますのでご利用ください。
◇仙北市役所田沢湖庁舎地域センター 総合窓口課

TEL（４３）１１４７
◇仙北市役所角館庁舎地域センター 総合窓口課

TEL（４３）３３０９
◇仙北市役所西木庁舎地域センター 総合窓口課

TEL（４３）２２００
TEL（４３）３３３３◇仙北市総合情報センター
TEL（４３）３３８３◇仙北市教育委員会 生涯学習課

角館音頭 練習会

５月より、第３日曜日の午後７時～８時３０分まで、角

館武道館において「角館音頭」の踊りの練習をおこない
ます。体を動かす絶好のチャンスです。軽快なメロディ

にあわせて楽しく踊ってみませんか。参加希望する方

は練習時間に合わせて直接会場へおいでください。皆

様の参加をお待ちしております。
TEL（５４）１１１０■参加・問合せ：角館公民館


