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№４２平成１９年７月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

公用車を公売します

次の物件について、一般競争入札による公売を執行します。
日産シーマ （旧田沢湖町長車）■物件： V8 s-four
４ ４．１３㍑ 平成８年車WD

４，０００円■最低売却価格：
■物件の公開日時・場所

７月２日（月）～１０日（火）（土日は除く）
９：００～１６：００ 仙北市役所西木庁舎車庫
（西木地域センター総合窓口課をお訪ねください）
最低売却価格以上の金額で、最高の価格を■入札方法：

入札した方と売買契約を締結します。
※２名以上の場合くじ引きで決定。

■参加資格
個人：仙北市に住民基本台帳登録または外国人登

録されている方。
法人：仙北市に事業所を有する法人。
７月２日（月）～１０日（火）（土日は除く）■申込：
８：３０～１７：００に仙北市総務部管財課（田沢

湖庁舎２階）に提出。（郵便不可）
※申込提出書類等詳しくは管財課へお問い合わせく
ださい。
７月１１日（水） １０：００～■入札：
田沢湖総合開発センター大集会室

※入札開始１０分前まで受付してください。遅れた場
合は辞退とみなします。
※入札当日は、内容説明を行いませんので、不明な
点はあらかじめお問い合わせください。
※入札に必要な書類等は管財課へお問い合わせく
ださい。

落札者は、７月１３日までに契■契約締結・代金の納入：
約を締結し、契約締結後７日以内に売却代金の全
額を納入していただきます。

TEL（４３）１１１４■問合せ：仙北市管財課

平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合
消防吏員採用候補者登録試験

第１次試験 ９月２日（日）■試験日：
７月９日（月）～８月７日（火）■受付期間：
大仙市仙北ふれあい文化センター■試験会場：

■試験区分・採用予定数
上級 消防吏員（若干名）
初級 消防吏員（若干名）

■申込書請求・問合せ等
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL０１８７（６３）０１５０

までの１ヶ月間は７月１日～３１日
秋田県シートベルト・チャイルドシート

です着用推進運動強調月間

仙北市
仙北市成人式について

今年度の仙北市成人式は、８月１５日（水）に仙北市民
会館において行います。
該当者は昭和６１年４月２日～６２年４月１日生まれの

方々です。
該当の方々には７月中旬に案内を送付しますが、送付さ

れなかった方は生涯学習課にお問い合わせください。
■問合せ：仙北市教育委員会生涯学習課（担当；栗原）

ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７

在宅介護を支援します
仙北市家族介護用品支給事業

仙北市では、在宅で寝たきり等の高齢者を介護している家族

に対し、経済的負担の軽減を図り、在宅生活の継続、向上を

目的として介護用品支給事業をおこなっております。

仙北市在住で、介護認定が要介護４又は要介■支給対象者：

護５と判定された方。ただし市民税非課税世帯に限ります。

※施設への長期入所・病院への長期入院の場合は
対象となりません。
１人月額 ４，０００円の介護用品券■支給券：

指定薬局に介護用品券を提示し、紙おむつ■支給の方法：
・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・
ウエットテッシュの６品目の中から希望の介護用品と引
き換えてご利用ください。

各地域センター・出張所・包括支援センター■申請の方法：
へ申請してくだい。
※次の３枚を揃えて申請してください。「申請される方」

◯家族介護用品支給申請書

◯介護保険被保険者証の写し

◯平成１９年度の市民税非課税証明書（本人・家族）

仙北市包括支援センター■問合せ：
ＴＥＬ（４３）９０７１／ＦＡＸ（４３）９０７０

パソコン講座受講生（７月分）募集

パソコンって一体何ができるの？とお思いの方！パソ
コンでできることを知って毎日の生活に取り入れてみませ
んか。初心者対象ですのでお気軽にお申し込み下さい。
今月は「エクセル基本操作」で“かんたん家計簿”に挑戦
します！

＜パソコン基本操作＞（４日間）
■日時：７月１０日（火）、１１日（水）、

１７日（火）、１８日（水）
１３：００～１６：００

＜エクセル基本操作＞（２日間）
■日時：７月２４日（火）、２５日（水）

１３：００～１６：００

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
どで各自ご購入下さい。
なお、テキストは来年３月まで同じものを使用します。
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
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学習資料館からのお知らせ
～図書館ボランティア募集～

本と、図書館を利用して地域に奉仕してみませんか！
あなたを、活かすチャンスです。
お気軽に学習資料館へお問い合わせ

下さい。
主な内容
☆幼児への読み聞かせや紙芝居など
☆図書装備や書架整理 ☆本の宅配
☆その他自由に、あなたのアイディアを活かしてください。

総合情報センター・学習資料館■問合せ：
TEL（４３）３３３３

全国訪問おはなし隊講談社 本と遊ぼう

「本と遊ぼう全国訪問おはなし隊」が仙北市角館町に
やってきます。
絵を一面に描いたキャラバンカーが

楽しいお話を沢山のせてやって来ます。
お子さまと一緒にぜひお越し下さい。

７月１６日（月・祝日） １５：００～■日時：
学習資料館（西宮家むかい）■会場：
絵本の読み聞かせや紙芝居■内容：
キャラバンカー内の絵本をみよう
無料■参加費：
総合情報センター・学習資料館■問合せ：

（担当：髙橋）TEL（４３）３３３３

歴史案内人と内町（武家屋敷通り）を
散策しませんか

７月１５日（日） １０：００～■日時：
※角館樺細工伝承館ホール集合

歴史案内人のガイドで、内町一巡。■内容：
所要時間は１時間３０分。
※予約、費用は不要です。
かくのだて歴史案内人組合■主催：

TEL（５３）３３４０■問合せ：角館町小人町６ 戸沢嗣郎

！！ソフトテニス大会参加者大募集

角館町ソフトテニス連盟では次の大会参加者を募集しま
す。ペアでの参加はもちろんのこと１人での参加も ！OK
多数のご参加をお待ちしております。

◆第６５回角館町全町ソフトテニス大会
７月８日（日） ８：３０受付 ９：００開始日時：
角館南高校テニスコート場所：
一般男女 １人 １，０００円会費：
中学生・高校生は無料

角館町在住の中学生以上の方参加資格：
７月５日（木）申込期限：

◆角館町交流ソフトテニス大会
７月２２日（日） ９：００受付 ９：３０開始日時：
大仙市太田テニスコート場所：
一般男女 １人 １，０００円会費：

健康な大学生以上の方参加資格：
７月１７日（火）申込期限：

■ 仙北市税務課 高橋三千年申込・問合せ：
TEL（４３）１１１７／FAX（４３）２３６５

伝統芸能フェスティバル

北浦地域に伝わる伝統芸能を一堂に集め、特色ある地域
文化の保存育成を図ろうと、「第２回仙北市伝統芸能フェステ
ィバル」が開催されます。ゲストに「土崎港ばやし」「梅内駒
踊」も出演します。皆さまのご来場をお待ちしております。

７月１５日（日） １１：３０開場 １２：００開演■日時：
仙北市民会館■会場：
石神番楽・田沢おばこ物語・神代松竹会・生保内田■出演：

植踊り・田沢湖龍神太鼓・郷土芸能振興会・お山ばやし
清友会・田口民謡会・角館高校お山囃子同好会・北浦
民謡同好会・漆原踊り会・手踊り
ゲスト
土崎港ばやし（秋田市） 梅内駒踊（二ツ井町）

前売り券 ６００円（中学生以上）■チケット代：
当日券 １，０００円
ペア券 １，０００円
田口本店・ブックイン１０５・田沢湖公民館■チケット取扱所：

・神代出張所・たざわこ芸術村・学習資料館・荒川書店・
田沢湖図書館・西木公民館・西木温泉クリオン

■問合せ
仙北市伝統芸能フェスティバル実行委員会事務局

TEL（４３）３１４３（仙北市民会館内）

パソコンのトラブル解消法

～あんなこと、こんなこと、困ったなぁ？が出る前に～
パソコンを使ってこんな悩みありませんか？

・電源を入れてから、パソコンが使えるまでに時間がかかる。
・保存したはずのものが、見つからない。
・保存する場所、保存するもの（フロッピー、CD、DVD等）に
ついて知りたい。
・パソコンを買ってから、１度も中を整理したことがない。
どれが必要？どれがいらない？

７月２８日（土） １０：００～１６：００■日時：
角館樺細工伝承館■場所：
１０名（先着順、定員になり次第締切）■定員：
２，０００円（テキスト代含む）■受講料：

筆記用具、フロッピーディスクまたは■持参するもの：
フラッシュメモリー（保存用）

※おにぎり程度の昼食（弁当注文も可。５００円程度）
７月５日～２５日■申込受付：

TEL０１８（８２９）１１１３■問合せ： NPO法人あい
TEL（５５）１８８５村田一人

第２０回JCF全日本マウンテンバイク
選手権大会開催

第２０回 全日本マウンテンバイク選手権大会が開JCF
催されます。市民の皆さまもぜひご覧ください。
■日程：
７月１９日（木） １３：００～
・ダウンヒル・クロスカントリーコースオープン

７月２０日（金） ９：３０～
・ダウンヒル競技試走・クロスカントリーコースオープン

７月２１日（土） １１：００～ ・ダウンヒル競技
７月２２日（日） ９：００～ ・クロスカントリー競技

たざわ湖スキー場■会場：
田沢湖スポーツセンター内■問合せ：
たざわこ フェスティバル実行委員会事務局MTB

TEL（４６）２００１
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わらび劇場 七夕 夫婦の日

「夫婦の日」わらび劇場では、７月７日（土）１４：００公演を

のイベントとして、“ほんの一瞬でもいいので”夫婦で手をつ

シュークリームをプレゼント！ないで入場された方に、

この機会に、夫婦で手をつないで、腕を組んでミュージ

カル「小野小町」を観ませんか！

TEL（４４）３９１５■問合せ：わらび劇場

第３回 ピッカブーまつり

楽しい企画、格安のフリーマーケット、赤ちゃん会のお

母さんたちが考えた手づくりのまつりです。遊びに来てく

ださい。みんなと一緒に楽しみましょう。

７月８日（日） １０：００～１５：００■日時：

総合型地域スポーツクラブハウス■場所： NPO
（オープン薬局裏、旧ホームセンター狐崎向）

催物 １０：００～１１：００■内容：

・エプロンシアター・昔かたり・英語にチャレンジ

・電子オルガン演奏

フリーマーケット開店 １１：００～１５：００

ピッカブー赤ちゃん会■問合せ：

TEL（５２）１１７１事務局 佐藤あゆみ

たざわ湖まつり参加者募集

第３７回たざわ湖まつりが７月２８日（土）・２９日（日）に田
沢湖畔で開催されます。お祭り屋台の出店は２８日のみとな
りますが、下記の内容で出店される方を募集いたします。

◇時 間 １７：００～２１：００
◇負 担 金 ３，０００円（実行委員会へ）
◇申込締切 ７月１７日（火）
◇許 可 等 必要な許可は各自取得のうえ、許可証を

添付して事務局へお申込みください。

※申込用紙は実行委員会事務局にあります。
※希望者多数の場合、抽選になる場合があります。

たざわ湖まつり実行委員会■申込・問合せ：
TEL（５８）００６３（田沢湖観光協会内）

たざわ湖まつり協賛
グラウンドゴルフ大会参加者募集

７月２９日（日） ９：００～■日時：
縄文の森たざわこオートキャンプ場■場所：
２００名（先着順）■募集定員：
５００円■参加料：

仙北市 ・ 協会事務局■申込・問合せ： G G
TEL（４４）２６７２信田幸雄

仙北市の「男女共同参画標語」を募集します！

誰もがひとりの人間としていきいきと暮らせる社会、みんなで喜びも責任も分かち合う男女共
同参画社会を市民の皆さんで進めるため、わかりやすく親しみやすい標語を募集します。

☆最優秀賞 1点 賞状と記念品（図書券５千円）
☆優秀賞 数点 賞状と記念品（図書券３千円）

７月３１日（火）◎応募締切：

◎応募箱設置場所

市内各地域センター、総合情報センター、

田沢湖図書館、角館交流センター、

角館公民館、田沢湖公民館、西木公民館、

FAX（４３）１３００◎ファクシミリ

仙北市総務部企画政策課あて

TEL（４３）１１１２◎問合せ：仙北市総務部企画政策課

き り と り

仙北市「男女共同参画標語」応募用紙
標語 （１枚に１点）

住 所

ふりがな 年齢 性別

氏 名 職業または

電話番号 学校等

※ご記入いただいた個人情報は、今回の応募審査のみに使用します。

たとえば・・・

◎内閣府男女共同参画週間標語

「夢育て 人を育てる 共同参画」’０５

「参画で 職場に活気 家庭にゆとり」’０６

「いい明日は 仕事と暮らしの ハーモニー」’０７

◎平成１８年度北東北男女共同参画標語コンテスト

「認め合う心がつくる明るい未来」

◎’９９厚生労働省少子化対策ポスター

「育児をしない男を父とは呼ばない」
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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

◆①０５０４１－６６０５７１②土木施工管理技士（常雇）
（正社員）③不問④１５０，０００～３００，０００⑤仙北市田
沢湖⑥普通自動車免許一種・土木施工管理技士１級ま
たは土木施工管理技士２級◆①０５０４１－６６３８７１②
雑役（常雇）（パート労働者）③５５～６５④６２０⑤仙北市
角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－６６４２７１
②営業社員（常雇）（正社員）③不問④１５６，５００～２０
９，５００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０
５０４１－６６５９７１②看護師（常雇）（パート労働者）③不
問④８００～１，２００⑤大仙市⑥看護師（准看護師）◆①
０５０４１－６６６１７１②販売員（常雇）（パート労働者）③
１８～４０歳④７００～７３０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１
－６６７０７１②販売員（常雇）（パート労働者）③不問④６
２０～７００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－６６８３
７１②販売促進（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～
７５０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－６６９６７１②農産
（花売場）（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８００
⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－６７０７７１②サービスカ
ウンター（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～８５０⑤
大仙市⑥不問◆①０５０４１－６７１８７１②会計（常雇）
（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤大仙市⑥不問
◆①０５０４１－６７２２７１②接客、販売（常雇）（パート労
働者）③不問④６５０～８５０⑤大仙市⑥不問

※見逃していませんか？この求人（以下に先週以前受理
分の一部を掲載しております）

◆①０５０４１－６５３７７１②重機オペレーター（臨時４ヶ
月以上）（正社員以外）③３０～４０④１８４，０００～１９
５，５００⑤仙北市田沢湖⑥大型自動車免許一種・大型

特殊自動車一種・２級建設機械施工技士又は２級土木
施工管理技士・車両系◆①０５０４１－６５４８７１②看護
師（常雇）（正社員）③不問④１３０，０００～１５０，０００⑤
仙北市角館町⑥正看護師または准看護師◆①０５０４１
－６５５２７１②調理係（常雇）（正社員）③５７以下④１７
４，５００～３５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥調理師免許◆
①５０４１－６５６９７１②看護師（常雇）（正社員）③不問
④１５０，０００～２５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥看護師免
許◆①０５０４１－６５７１７１②食堂、ホール係（臨時４ヶ
月以上）（正社員以外）③不問④１１９，６００～１４９，５０
０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－６５２４７１②フ
ロント係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１５０，
０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０
４１－６４９１７１②理容師（常雇）（正社員）③不問④１５
０，０００～２２０，８００⑤仙北市角館町⑥理容師◆①０５
０４１－６３１１７１②経理事務及び客販売（常雇）（パート
労働者）③不問④６１０～７００⑤大仙市⑥普通自動車免
許一種◆①０５０４１－６４２６７１②建築塗装（見習い）
（常雇）（正社員）③２２歳以下④１４４，０００⑤仙北市田
沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－６０３４７１②
フロント予約係（常雇）（正社員）③５０以下④１４５，０００
～２５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－５９
４１７１②機械設計（正社員）（常雇）③２５～３５④２００，
０００～４５０，０００⑤仙北市角館町⑥大型自動車免許
一種◆①０５０４１－５４５３７１②営業（常雇）（正社員）③
不問④１５０，０００～２５０，０００⑤仙北市角館町⑥普通
自動車免許一種◆①０５０４１－ ５８３８７１②会場係（常
雇）（パート労働者）③２０～３０④６５０～８００⑤仙北市角館
町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－５８０５７１②会場
係（常雇）（パート労働者）（アルバイト）③２０～３０④６５０～
８００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種

※平成１９年６月１５日～６月２１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。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

市立角館総合病院経営改善に関するアイディア募集のお知らせ

市立角館総合病院では、皆様から次の要領で経営改善に関する実際的なご提案やアイディアを募集しますので、多数ご応

募下さいますようお知らせいたします。なお、採用させていただく優れたアイディアには、薄謝を進呈いたします。

採用の決定は、平成１９年１０月の広報・市立角館総合病院のホームページ等にて発表させていただきます。

市立角館総合病院の経営改善に関する具体的な提案、アイディアを提案書としてまとめたもの■募集内容：

※病院で○○をやったら収入増につながるのではないかとか、○○を行えば患者様の増加になる、医

師・看護師等人材確保の方法といった経営改善につながる具体的な内容のご提案をお願い致します。

※病院への苦情や要望は、該当しませんのでご了承ください。

個人又は２～３人程度の小グループ（住所、年齢、職業は問いません）■応募資格：

持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅ いずれも可（提出様式は特に問いません）■提出方法： -mail
応募者の住所、氏名、連絡先を明記して下さい。（グループの場合は全員の氏名と代表者の連絡先を明記）

※このアイディア募集でご提出いただきました個人情報は、審査の参考資料・採用された方への連絡手段

として使用させていただきます。

経営改善戦略委員会で内容を審査のうえ決定します。■採用方法：

８月３１日まで （持参、郵送、ＦＡＸ、 いずれも８月３１日１７：００必着のこと）■募集期間： E-mail
市立角館総合病院 総務企画課内 経営改善戦略委員会（担当：冨木）■問合せ・提出先：

ＴＥＬ（５４）２１１１（ １６７) ＦＡＸ（５４）２７１５〒０１４ ０３９７ 秋田県仙北市角館町上野１８ 内線-
E-mail：kakuhp@hana.or.jp


