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№４４平成１９年８月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

クマ！ 出没警報！
熊が宅地や畑に出没！
お年寄りや子供には、十分注意。

！生ゴミ、残飯等の管理を徹底
■問合せ

TEL（４３）２２０７仙北市産業観光部農村整備課

TEL（４３）３３０５角館地域センター 地域振興課
TEL（４３）１１１５田沢湖地域センター地域振興課

平成１９年度 仙北市戦没者追悼式

８月９日（木） １０：００～ （９：５０まで参集）■日時：
仙北市角館交流センター■場所：
※献花する花を１輪ご持参ください。

○当日、次の経路でバスが出ますのでご利用ください。
田沢湖地区

旧田沢ドライブイン→神社前→銅屋（国道）→８：４５
植物園前→ 商工会館前→真崎バス停→９：００

おばこストア前→荒川尻→ 生田倉庫→９：２５
三河商店前→交流センター９：３０

西木地区
紙風船館→ 中中里→ 吉田橋→８：４０ ８：５０ ８：５５

山口→ 診療所前→交流センター９：００ ９：２０

※遺家族個々へのご案内通知はいたしませんので、
ご了承願います。

仙北市福祉事務所 社会福祉課■問合せ：
TEL（４３）２２８８

羽根ヶ台１号線全面通行止めの
解除について

平成１９年４月２０日から全面通行止めとさせていただ
いておりました、羽根ヶ台１号線の通行止めが平成１９年

８月４日より解除となります。皆様方には大変ご迷惑をお
かけいたしました。
なお、８月４日に角館バイパスの開通式が開催予定と

なっており、開通式終了後に通行止めの解除となります。

皆様方には長期にわたりご協力いただいたことを深く感
謝申し上げます。

羽根ヶ台道路舗装工事
東北地方整備局 秋田河川国道事務所
佐藤建設㈱現場代理人 富澤政道

仙北市
仙北市職員（上級・初級）
採用試験受験案内

８月２２日（水）まで受験申し込みは

◆試験区分、採用予定人員及び職務内容
◇上級一般事務・・・１名（一般的な行政事務に従事）
◇初級一般事務・・・１名（一般的な行政事務に従事）

◆受験資格
昭和５３年４月２日から昭和６１年４月１日までに生ま◇上級＝
れた人。または昭和６１年４月２日以降に生まれた人

で大学卒または平成２０年３月卒業見込の人。

昭和５７年４月２日から平成２年４月１日までに生ま◇初級＝
れた人で短期大学卒業者を含みます。ただし、４年

制大学卒業者（見込みを含む）は受験できません。

◆試験方法
第１次試験（教養試験）

筆記試験（大学卒業程度の一般的知識・知能）▽上級＝
筆記試験（高等学校卒業程度の一般的知識・知能）▽初級＝

第２次試験（第１次試験合格者＝上級、初級共通）
個別面接、作文試験、健康診断書による身体検査

◆試験日時と場所（第１次試験）
９月１６日（日） ９：００～受付▽日時：

１０：００～１２：００まで教養試験
秋田大学（秋田市手形学園町１番１号）▽場所：

※第２次試験は、第１次試験の合格者に通知します。

◆受験手続き
▽申し込み用紙の請求
申し込み用紙及び受験案内は、田沢湖庁舎は総務部総務

課職員係、角館庁舎及び西木庁舎は各庁舎の地域センター

総合窓口課で交付します。

郵便請求の場合は、封筒の表に「職員（上級または初級）

採用試験申込用紙請求」と朱書きし、あて先を明記して１４０

円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ）を必ず同封して、総

務部総務課職員係へお送りください。

▽申し込み手続き
申込書と自己紹介書に所要事項を記入。受験票に最近撮

影の縦６㎝×横４５㎝の写真を貼り、総務部総務課職員係あ.
て提出を。郵送の場合は封筒に「職員採用試験申込」と朱書

きし、受験票返送用として送付先明記のうえ、８０円切手を貼った

定型封筒（ハガキが同封できるもの）を同封してください。

（同封されていないと受験票は送付されませんのでご注意を）

※角館庁舎、西木庁舎では申し込みの受付はしません。

◆受付期間
８月１日（水）から８月２２日（水）まで
（土曜日・日曜日を除く平日８：３０～１７：００）

８月２２日必着※郵送の場合は

◆問い合わせ（受験申し込み）
仙北市総務部総務課職員係
〒０１４－１２９８
仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地

TEL（４３）１１１１

※なお、保健師、管理栄養士については後日採用試験を
実施する予定です。

県道日三市角館線「鵜ノ崎バイパス」が 月 日 午後 時から供用開始です。８ ４ （土） ３
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小学校６年生の定期予防接種について

ジフテリア・破傷風予防注射を、先に送付してある協力
医療機関に予約のうえ、接種券（無料券）、母子手帳を持

参し までの有効期間内に接種してください。８月２３日（木）
TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

基本健康診査結果説明会のお知らせ

基本健康診査の結果の見方、運動・栄養などの生活上
の注意点について保健師と栄養士がわかりやすく説明し
ます。そのほかにも、わからないところがありましたら相談
をおうけしますので、お気軽においでください。

基本健康診査結果書・健康手帳（持っている方）■持ち物：
■日程・会場・受付時間・対象地区

２４ ９：３０～１１：３０ 健康増進センター
武蔵野上４・下４、大杉沢団地、柳沢団地、（金）
仙岩団地
１３：３０～１５：３０ 健康増進センター
武蔵野下３、下５、上滝沢、武蔵野上３

２７ ９：３０～１１：３０ 石神会館
春山、石神、造道、田子ノ木、大沢、（月）
上・下中生保内、山居１・２

８ １３：３０～１５：３０ 健康増進センター
武蔵野上１・２、武蔵野下１・２、栄町、月
新町営住宅

２８ ９：３０～１１：３０ 健康増進センター
浮世坂、横町、男坂上１・２、男坂下１・２・３、（火）
駅前、宿北・南、野中団地、沼田、久保、
手倉野、相内端

１３：３０～１５：３０ 健康増進センター
野村、田向、赤石、堂田、四十程、船場、
刺巻、明平

２９ ９：３０～１１：３０ 田沢交流センター
銅屋、先達、高原、水沢、高野、先達野（水）

１３：３０～１５：３０ 田沢交流センター
鎧畑、坂下、打野、谷地村、大山、西村、
見付田、仲村・前通

７ ９：３０～１１：３０ 就業改善センター
城廻、本町、羽根ケ台、熊ノ林、田中、太田（金）
１３：３０～１５：３０ 就業改善センター
中関、六丁野、赤平、下道、七ツ関、
院内上・下、鎌川上・下

９ １１ １３：３０～１５：３０ 就業改善センター
国館上・下、野中清水１・２，生田上・中・下、月 （火）
柏林、神代中央通、生田松原、中野、
上・下荒川尻、戸狩野

１３ ９：３０～１１：３０ 森腰構造改善センター
柴倉、出口、上真崎野、上卒田、真崎、（木）
わらび座、荒町全区、大荒田、黒倉、抱返り、
上・下谷地川、東田、手習石、大船、大石野、
森腰全区

ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

根っこの会 お盆市

「根っこの会」による「お盆市」が開催されます。切り花、
夏野菜などいろいろそろえてお待ちしております。

８月１１日（土）～１３日（月） ９：００～１４：００■日時：
※１３日は９：００～１２：００

立町ポケットパーク■場所：
※８／１５（水）・１８（土）・１９（日）は休ませていただきます。

TEL（５５）２２６２・（５３）２１１５■問合せ：根っこの会

山の楽市 参加業者募集のお知らせ

今年で１３回目を数える仙北市物産展「山の楽市」が１１月
に横浜市で開催されます。この物産展は、東京・横浜方面と
仙北市を直接結ぶ高速長距離バス「レイク＆ポート号」を運

行している相模鉄道㈱の全面協力を得て、仙北市の新鮮な
山・里の恵みや地域特産品を首都圏に紹介・お届けし観光Ｐ
Ｒすることで、未来のお客様との出会いを通じて地域業者の
新たな販路開拓を図ることを目的に実施しているもので、今

年からは仙北市商工会が実施窓口となって開催します。
つきましては、下記の内容にて計画しておりますので、

参加を希望される方は仙北市商工会へご連絡下さい。
１１月８日（木）～１０日（土）■開催日：

横浜市 相模鉄道二俣川駅構内特設会場■開催会場：
会場使用料等として売上の１６％■参加負担金：
１参加業者につき１万円程度の助成を予定■参加助成金：
８月１５日（水）■申込締切日：

TEL（５４）２３０４■問合せ：仙北市商工会角館本所
TEL（４３）０３７２田沢湖支所
TEL（４７）２１３０西木支所

※後日、参加申込希望者を対象に実施内容等の説明会

を開催します。

パソコン講座受講生（８月分）募集

パソコンの電源の入れ方と切り方、マウス操作、キーボード

操作、文字入力、インターネットの利用、メールの送受信
といった基本的な操作についての講習を行います。
ちょっとはできるけど基礎から習ってみたい！とういう

方も是非お申し込み下さい。

＜パソコン基本操作＞（４日間）
■日時：８月２２日（水）、２３日（木）、

２８日（火）、２９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。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

夏祭り手踊り発表会 第２回「ザ・手踊り」

かたくりの里「にぎやか委員会」が主催する夏祭り手踊

り発表会第２回「ザ・手踊り」が開催されます。
ぜひご覧ください。

８月１２日（日） １６：００～２０：３０■日時：
かたくり館広場■会場：

■出演（おはやし・おどり・うた・昔っこ）
千葉キヨ教室（西明寺）・高橋キヌ子教室（神代）
渡部幸子教室（角館）・藤原まり・龍神太鼓・いぶき・

飛び入り大歓迎！八津お楽しみバンド

TEL（４７）２５５７■問合せ：にぎやか委員会事務局 赤倉
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仙北市スポ小陸上競技大会の参加募集

仙北市体育協会では、仙北市スポーツ少年団陸上競
技大会を開催します。スポーツ少年団に加入していない
児童も参加できますので奮ってお申込みください。

８月１９日（日） ９：００～■期日：
生保内中学校陸上競技場■場所：

市内在住の小学３～６年生 男女■参加資格：
１人 ２００円■参加料：

TEL（５４）３４７４■申込・問合せ：仙北市体育協会

第６２回 国民体育大会（秋田わか杉国体）
仙北市売店出店募集

秋田わか杉国体に参加する選手・監督・役員等及び一

般観覧者の便宜を図るために売店の募集を行います。
①原則仙北市内に店舗を有し、１年以上営業を■出店資格：

継続している。②法令等により許可、登録を必要とする営業
の当該許可、登録を受けている。③法令等に違反し、過去

１年間処分を受けていない。④過去２年間食中毒発生の事
故歴がない。⑤申請者が予定数を超えた場合、取扱品目
に係る業種別協議会・連合会・組合等を優先します。なお、
馬術競技、軟式野球競技の出店申請者は、業種別協議
会、連合会、協同組合等とする。（観光土産品は除く）⑥そ

の他実行委員会が認めるもの。
１店舗あたり２０㎡（２間×３間のテント）■出店規模：
テント１張り、机２台、イス４脚は実行委員会■出店準備：
で準備します。

１店舗あたり、市内業者 ５，０００円■出店協力金：
国体関連グッズ、スポーツ用品、観光土産品、■販売品目：
飲食物、宅配便、その他実行委員会が特に必要
と認めたもの。

各競技ごとに異なります。実■設置場所・期間・時間等：
行委員会事務局にお問い合わせください。

８月２０日（月） １７：００必着■募集期限：
秋田わか杉国体仙北市実行委員会事務局■問合せ：

TEL（４３）１２４８／FAX（４３）３５７７

巡回教育相談実施のお知らせ

秋田県教育委員会が主催して、子どもの発達や気にな
る行動への対応、就学に関する相談活動を行いますので
ご活用下さい。

（前期） ８月２３日（木）～２４日（金）■日時：
（後期） １０月２４日（水）
いずれも時間は ９：３０～１６：３０
仙北市角館交流センター■会場：

■相談担当者
医療関係者、大学教授、特別支援教育アドバイザー、
特別支援教育担当教員、児童福祉司、家庭相談員など

各相談日の１０日前までに次のいずれかにご■申込み：

相談下さい。
（１）各小･中学校、幼稚園、保育園に開催要項等がありま
すので希望される方は各校・園にお問い合わせ下さい。
（２）仙北市教育委員会教育研究室でも受付を行ってお

ります。
TEL（４３）３３８７■問合せ：仙北市教育研究室

（担当：田口和典、安部哲男、入江清一郎）

キャンパス「あきた学」講座開催

秋田の歴史や文化、自然及びそれと深く関わる人間生
活について体系的に学びながら「ふるさと秋田」を再発見
しませんか。

南キャンパス 後期 （全９回）
９／１５（土）開講式・オリエンテーション・記念講演

１０／１３（土）①千屋断層と六郷扇状地
②現地学習・千屋断層と坂本東嶽邸

１０／２７（土）③現地学習・六郷まちづくり株式会社
④現地学習・六郷町内散策

１１／１０（土）⑤県南のかまくら行事と菅江真澄
⑥戦国時代の仙北地方

１１／２４（土）⑦後藤宙外と払田の柵跡
⑧環境にやさしいまちづくり

美郷町 六郷公民館■会場：
５０名程度■定員：

３，２００円（全８回分）■受講料：
※一部を受講する「スポット受講」は１回あたり４００円
※現地学習の施設入場料、保険料等は別途自己負担

９月４日（火）■申込期限：

■申込・問合せ
秋田県生涯学習センター内「あきた県民カレッジ事務局」

TEL０１８（８６５）１１７１／FAX０１８（８２４）１７９９

第２回 大仙・仙北・美郷畜産共進会、まつり

共進会
８月４日（土） ７：００～１４：００■日時：

大曲家畜市場構内■場所：
■ 肉用牛、乳用牛、肥育牛家禽、家兎 ２００頭羽出品頭数： ,
まつり

８月５日（日） ９：００～１４：００■日時：

大曲家畜市場駐車場■場所：

◇仙北和牛バーベキューまつり１０：００～１４：００［先着■内容

３００名 １パック１，０００円（牛肉、野菜、たれ）］◇歌謡・舞

踊ショー１２：００～１３：００◇地域特産物販売◇家畜ふれあ

い広場◇風船プレゼント（先着子供３００名）
大仙・仙北・美郷畜産共進会運営協議会■問合せ：

TEL０１８７（６２）０２０７／FAX０１８７（６６）２４４１

NTT東日本発行の電話帳の配布・回収

東日本秋田支店では、８月中に順次、新しい電話NTT
帳（平成１９年９月発行）を各家庭・事業所にお届けしま
す。その際、現在お使いの電話帳とお取り替えいたします
ので、配達員へお渡しください。

TEL０１２０（５０６）３０９■問合せ：タウンページセンター

８月は「電気使用安全月間」です
例年７月から９月までの３ヶ月間は、暑さによる疲労で注
意力が散漫になりがちなところへ、肌の露出が多くなり、さら
に、発汗により電気が流れやすくなるなどの悪条件が重なる
ため、感電事故が多くなります。
経済産業省では、毎年８月を「電気使用安全月間」と定
め、電気使用安全運動が全国一斉に行われています。
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納涼囲碁・将棋大会

第２回仙北市納涼囲碁・将棋大会の参加者を募集しま

すので、奮ってご参加ください。
８月２６日（日） ９：００～ （囲碁、将棋共に）■日時：
田沢湖総合開発センター 大集会室■場所：
１人 １，０００円（昼食代込み）■参加費：

８月２２日（水）■締切：
最寄りの公民館へ（電話にて申込ください）■申込・問合せ：

TEL（４３）１０６１田沢湖公民館
TEL（５４）１１１０角館公民館
TEL（４７）３１００西木公民館

※棋力は自己申告とし、参加人数により 、 ２クラスにA B
分けます。

※当日申込みは、人数の関係で参加できない場合もあり
ますのでご了承ください。

介護員養成研修２級課程
（ホームヘルパー２級）講習会受講者募集

秋田県に居住する母子家庭の母および寡婦、父子家
庭の父で、必ず全課程受講できる方。
■会場・期日・定員・申込締切

（秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター５階研修室）秋田会場
※この間の土・日◇講義： ９／２２（土）～１１／１８（日）
※この間の平日４～５日◇実習：１１／１９（月）～１２／２１（金）

【 定員：２５名 ・ 締切：９月１０日（月） 】
横手会場

※この間の土・日◇講義： ９／１（土）～１０／２７（土）
※この間の平日４～５日◇実習：１０／２９（月）～１２／２１（金）

【 定員：２０名 ・ 締切：８月２０日（月） 】
※テキスト代６，８００円、実習前に受けるインフルエン
ザ予防接種料は自己負担となります。
※各申込書は田沢湖地域センター、角館地域センター、
福祉事務所にあります。

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター■申込先：
TEL０１８（８９６）１５３１／FAX０１８（８６６）２１６６

元気なふるさと秋田づくり活動支援事業

内館牧子×高橋克彦 記念対談◇
「内館小町は歴史を変える？！」
８月１１日（土） １０：００～■日時：
わらび劇場■場所：
記念対談参加費 １，５００円■参加費：
昼食セットの参加費 ３，０００円

※内館牧子さん書きおろしのミュージカル「小野小町」観劇
希望の方は一緒にお申込みください。

（特別割引料金） ３，０００円
法人アート夢ネットあきた■申込・問合せ：NPO

TEL（４４）３９７０ （４４）３９３９または

こころに耳を傾けて
『現場における被害者支援の基本と実践』

ＰＴＳＤ、トラウマ・ケアのエキスパート
講師 小 西 聖 子 氏

８月２１日（火）１３：００～１６：００横手会場
平鹿地域振興局会議室

８月２２日（水）１０：３０～１５：００秋田会場
秋田中央男女共同参画センター研修室（アトリオン７Ｆ）

※託児あり
秋田県中央男女共同参画センター■申込・問合せ：

TEL０１８（８３６）７８４６ハーモニープラザ相談室

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

◆①０５０４１－７６５０７１②フロント係（常雇）（パート労働者）③４０以

下④６５０～８５０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４

１－７６６３７１②接客サービス係（常雇）（パート労働者）③不問④６５０

～８５０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－７６７６

７１②裁断工（常雇）（正社員）③不問④１２３，０００～１３０，０００⑤仙

北市角館町⑥不問◆①０５０４１－７６８５７１②靴の販売（常雇）（正社

員以外）③２５～４５④１１０，８２５～１１９，３５０⑤大仙市⑥不問◆①０

５０４１－７６９４７１②靴の販売（常雇）（パート労働者）③２５～４５④６５

０～７００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－７７０２７１②営業（急募）（臨

時４ヶ月以上）（正社員以外）③２０～３５④１３０，０００～１６０，０００⑤

大仙市⑥普通自動車免許一種（ＡＴ限定不可）◆①０５０４１－７７２１７

１②営業、販売（常雇）（正社員以外）③不問④２００，０００～２００，００

０⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－７７３０７１②

ホームヘルパー及び介助補助（常雇）（正社員）③不問④１１０，０００

～１４０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－７７４３

７１②配膳、食器洗浄など（常雇）（パート労働者）③不問④８００～８０

０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－７７５６７１②接客係（臨時４ヶ

月未満）（正社員以外）③１８～５０④１３２，０００～１３２，０００⑤仙北

市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－７７６５７１②宿直、夜警員（臨時４ヶ月

以上）（正社員以外）③不問④１３２，０００～１３２，０００⑤仙北市田沢

湖⑥不問◆①０５０１６－２２５３０７１②（派）ソフト開発（常雇）（常用型

派遣）③不問④２０５，０００～４４５，０００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１

－７７８７７１②レジ担当（常雇）（パート労働者）③１８～４９④６７０～７０

０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－７７７４７１②惣菜担当（常雇）

（パート労働者）③不問④６７０～７００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０３

０１０－１０４５４０７１②（派）電気設計（仙北市）（常雇）（常用型派遣）③

不問④１７０，０００～３２９，５００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１－７８２

３７１②受付、梱包（日雇）（パート労働者）③不問④７００～７００⑤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）

◆①０５０４１－７５１４７１②保育業務（臨時４ヶ月以上）（パート労

働者）③不問④８００～８００⑤仙北市西木町⑥保育士◆①０５０４

１－７３７２７１②パタンナー（見本作成要員）（常雇）（正社員）③不

問④１１７，０００～１４０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免

許一種◆①０５０４１－７３８９７１②ソーイングオペレーター（常雇）

（正社員）③４５以下④１１７，０００～１２５，０００⑤仙北市角館町

⑥不問◆①０５０４１－６８８７７１②ホールスタッフ【１６：００～】（常

雇）（パート労働者）③不問④７５０～１，１００⑤仙北市角館町⑥

不問◆①０５０４１－７１４０７１②接客・販売係（常雇）（パート労働

者）③不問④７００～９００⑤大仙市⑥不問

※平成１９年７月１３日～７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。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１


