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№４６平成１９年９月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市有車両（マイクロバス）を公売します

市民バス（スマイルバス）車両の更新に伴い、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。

トヨタコースター（スマイルバス）１台■物件：

３３人乗 平成１２年車

３，０００円■最低売却価格：

■物件の公開日時・場所

９月３日(月)～１０日(月)（土日は除く）

１０：００～１６：００ ㈱西宮家敷地内駐車場

（事前に西宮家にご連絡ください。 （５２）２４３８）TEL
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。
９月３日(月)～１０日(月)（土日は除く）■申込：

８：３０～１７：００に仙北市総務部企画政策課

（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企画政策課へお問い

合わせください。

９月１１日（火）９：００～■入札：
市役所田沢湖庁舎３階 第３会議室

※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企画政策課へお問い合わ
せください。

落札者は、９月１４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)１１１２■問合せ：仙北市企画政策課

お祭り期間中 市民バス（スマイルバス）は
角館町内を通りません

臨時運行経路は次のとおりです。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

７日（１５：００から）全路線

角館駅＝市立病院前＝国道１０５号（岩瀬橋付近）

＝国道４６号（表町）＝中川方面、下延八割方面

８日・９日は運休日です。

なお、起終点の発着時刻に変更はありません。

TEL（５２）２４３８■問合せ：㈱西宮家

仙北市

仙北市職員（保健師・管理栄養士）
採用試験案内

受験申し込みは まで９月２８日（金）

◆試験区分、採用予定人員及び職務内容

・・・・・・１名（専門的な技術・技能業務に従事）◇保健師・

・・・１名（専門的な技術・技能業務に従事）◇管理栄養士

◆受験資格
＝昭和５３年４月２日以降に生まれ、保健師◇保健師

の免許を取得または平成１９年度中に実施する国
家試験で取得する見込みの人。

＝昭和５３年４月２日以降に生まれ、管◇管理栄養士
理栄養士の免許を取得または平成１９年度中に実
施する国家試験で取得する見込みの人。

試験は口述試験、作文、身体検査及び資格◆試験方法：
調査を行います。

◆試験日時と場所

＝１０月１７日（水）８：４０受付開始◇日時

９：３０～１１：４０まで口述試験及び作文

＝仙北市役所田沢湖庁舎◇場所

◆受験手続き

◇申込用紙の請求

申込用紙は総務部総務課職員係、角館地域センター総合窓

口課及び西木地域センター総合窓口課で交付します。郵便で請

求する場合は総務部総務課職員係へ、封筒の表に、「職員（保

健師または管理栄養士）採用試験申込用紙請求」と朱書きし、

宛先を明記して１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ）を

必ず同封してください。

◇申込み手続き

健康診断書（様式については、特に定めないので医療機関で

使用されているものでいいですが、胸部診断は必要です。）と所

要事項を記入した申込書および自己紹介書の提出。受験票に

は最近撮影した上半身、脱帽、正面向き、縦６センチ、横４５セ.
ンチの写真１葉を貼り、総務部総務課職員係あて提出してくださ

い。郵送の場合は封筒に「職員採用試験申込」と朱書きし、受験

票返送用として宛先を明記し８０円切手を貼った定型封筒（ハガ

キが同封できるもの）同封してください。（同封されていない場合

には受験票は送付されません）

角館地域センター、西木地域センターでは申込みの受付はし

ません。

平成１９年９月１０日（月）～９月２８日（金）◆受付期間：

※土曜日、日曜日及び祝日を除く平日午前８時３０分から

午後５時までです）※郵送の場合は９月２８日必着

◆問合せ（受験申込）：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／FAX（４３）１３００

市立田沢湖病院に常勤内科医師の着任決定
懸案となっておりました田沢湖病院の医師確保につ

きましては皆様方に多大なご迷惑をおかけしてきまし
たが、このたび盛岡赤十字病院から瀬川裕医師が
９月１日付で着任することに決定となりました。
瀬川医師は盛岡市出身で、日本循環器学会の専

門医としても登録されており、田沢湖病院では内科全
般の診療を担当します。今後は、夜間等の診療にも対
応できるよう、受入体制の整備を図って参りますので、
ご協力の程よろしくお願いいたします。
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パソコン講座受講生（９月分）募集

（４日間）＜パソコン基本操作＞
マウス・キーボード操作、文字入力、メールの送受信、
インターネットの利用など

■日時：９月１１日（火）、１２日（水）、１３日（木）、１８日（火）
１３：００～１６：００

（２日間）＜ワード基本操作＞
“案内状を作ってみよう”
※対象：文字入力等できる方

■日時：９月１９日（水）、２０日（木） 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

シニアワークプログラム
～高齢者のための技能講習（調理講習）～

１０月１６日（火）～２２日（月） ５日間■期日：
秋田おばこ農業協同組合 角館支店■会場：

（仙北市角館町小勝田下村１５）
秋田県内在住で、就職を希望する６０歳台前半■対象：
層を中心とした高齢者の方

※定員１５名。受講料・テキスト代は無料。交通費、食
費等は受講者負担。

■申込・問合せ
TEL（５４）２４３４ハローワーク角館
TEL（５５）１６４６仙北市シルバー人材センター

※このほか、県内各地でさまざまな技能講習が行われ
ます。詳しくは、仙北市シルバー人材センターまたは
主催の秋田県シルバー人材センター連合会

へお問い合わせください。TEL０１８（８８８）４６８０

秋田県仙北平野土地改良区管内
用水路の長期断水について

平成１９年度維持管理事業に伴い、次のとおり長期断水と
なります。断水期間中は、地域の皆さまに大変ご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

９月１２日～１０月３１日■断水期間：

１号線用水路（１幹から分水される直分すべて）■断水施設：

２号館専用水路（四ヶ村堰）

用水管理システム機器の点検整備■主な工事内容：
電気機械設備の点検整備

秋田県仙北平野土地改良区 水利整備課■問合せ：
TEL０１８７（６２）０１８０

地域住民の皆さんへ
地域社会から児童虐待をなくしましょう！

地域住民の皆さんへ民生児童委員からお願いします。
子どもたちを児童虐待から守りましょう。多くの子どもた

ちが児童虐待によって傷つき、成長・発達が妨げられ、著
しい場合は尊い命さえ奪われています。
虐待はきわめて重大な人権侵害です。
あなたの近くに虐待を受けていると思われる子どもは

いませんか。
「おかしい」「何か変だ」と気づかれたら、どんな些細な

ことでも私たちにお知らせください。プライバシーは必ず守
ります。
私たち民生児童委員は市区町村、児童相談所などに

協力して、児童虐待の予防や対応を行っています。
子どもたちのＳＯＳ（状況や様子の変化）に気づいてくだ

さい。児童虐待をなくすために、地域の方々のご協力をお
願いします。

仙北市民生児童委員協議会 事務局■問合せ・連絡先：
TEL（４３）２２８８仙北市福祉事務所 担当：雲雀

田沢湖地域センター 総合窓口課 生活福祉班
TEL（４３）１１４７担当：千葉

角館地域センター 総合窓口課 生活福祉班
TEL（４３）３３０９担当：芳賀

あきた女性チャレンジ事例発表会
～あなたとわたしのできること～

さまざまな分野で活躍されている方々が活動を紹介し
ます。始めたきっかけは？苦労したことは？などフロアで
自由に語り合いながら、あなたのチャレンジのきっかけに
してみませんか？
参加費無料。途中からも参加できます。

９月１４日（金） １３：００～１５：３０■日時：
秋田県生涯学習センター■場所：

秋田県男女共同参画課■申込・問合せ：
TEL０１８（８６０）１５５６／FAX０１８（８６０）３８９５

北東北三県 男女共同参画
コンテスト 作品募集写真・標語

男女共同参画社会の実現に向けて、多くの方々の関

心と理解を深めることを目的として、北東北三県が連携し

て写真・標語を募集します。

■写真・標語の共通テーマ

◇「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）」について

◇さまざまな分野で活躍する男女について

◇男女の家事・育児参加について

青森県・秋田県・岩手県に居住している方■応募対象：
制限なし。※入選は１人１点とします。■応募点数：
９月２８日（金）必着■応募締切：
秋田県男女共同参画課■応募・問合せ：

TEL０１８（８６０）１５５５／FAX０１８（８６０）３８９５

生涯学習課からのお知らせ
去る８月１５日に仙北市民会館において仙北市成人式を開催しました。当日、出席できなかった方の成人証書を

生涯学習課で保管しておりますので、９月２８日（期限厳守）まで受け取りにきてください。

■受取場所・問合せ
仙北市角館町東勝楽丁１９ 仙北市役所 角館庁舎２階 TEL(４３)３３８３教育委員会 生涯学習課
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消防署からのお知らせ

皆さんは９月９日が何の日かご存じですか？
９（きゅう）と９（きゅう）で「きゅうきゅうの日」、すなわち

です。「救急の日」
「救急」に対して市民の皆さまの理解と認識を深め、関

係者の意識の高揚を図るために設けられ、この日を含む

１週間を としています。「救急医療週間」
仙北市の各消防署主催で次の行事を行います。

９月９日（日）
１０：００～１１：３０ 仙北市観光情報センター「駅前蔵」にて

高規格救急車、
救急資器材一般公開、

（自動体外式除細動器）のAED
実演、講習
※荒天時は中止いたします。

９：３０～１２：００ 西木分署庁舎にて

救急車一般公開、心肺蘇生法の実演、講習

９月１５日（土）
１０：００～１３：００ タカヤナギ田沢湖プラザにて

はしご車、消防車、

救急車一般公開、写真撮影

心肺蘇生法の実演、講習

※はしご車への高所体験

搭乗は行っておりません。

荒天時は中止いたします。

皆さんお気軽にお立ち寄りください、

お待ちしております。

TEL（５４）２３０２■問合せ：角館消防署

お祭り市 開催

９月５日（水） ９：００～１３：００■日時：

６日（木） ９：００～１４：００

立町ポケットパーク■場所：

※９月８日（土）・９日（日）の市は休みとなります。

かくのだて「根っこの会」■問合せ：

TEL（５５）２２６２ ・ （５３）２１１５

「安全な携帯電話の使い方」講習会に
あなたも参加してみませんか？

「子どもが携帯電話を持ちたがりますが、使い過ぎや、トラ

ブルに巻き込まれないかが心配で・・・」「メールは料金も通話

より安いと聞きました。利用したいのですが難しそうで・・・」

急速に普及している携帯電話をあなたは上手く、安全

に使っていますか？正しい知識を持って楽しい携帯ライフ

を送りましょう。

この講習会は総務省「 －ネットキャラバン」事業のごe
協力をいただき開催いたします。

９月１２日（水） １７：３０～１９：００■日時：

神代中学校■会場：

西浦 徳昭 氏（総務省 東北総合通信局）■講師：

※準備の都合上、前日まで下記にお申込みください。

TEL（４４）２１１０■申込・問合せ：神代中学校

担当：田口隆文先生（田沢湖地区連合 事務局）PTA
こどもとインターネット実行委員会

TEL０９０（１０６６）３０８３菅原由比

神代中学校の還暦を祝う会を開催します！

創立６０年を記念し、記念式典、講演会、祝賀会を開催します。この会は、かたちにとらわれず、かつて神代中学校のお
世話になった卒業生や地域住民の皆さまなど、参加を希望するすべての方を対象に、中学校の還暦をお祝いしながら楽
しい時間を過ごそうというものです。多くの皆さまの参加をお待ちしております。

祝賀会申込書

神代中学校の還暦を祝う会 に参加します。祝賀会

お 名 前

代表者住所 代表者電話番号

※芸能アトラクションもあります。祝賀会
日時：講演会終了後 １２：３０開会
会場：神代市民体育館
会費：３，０００円（当日いただきます）

記念式典・講演会
日時：１０月６日（土）１０：００～
会場：神代中学校 体育館
講演：トークライブ 佐藤貞勝 氏

お申込みについて
祝賀会に参加希望の方は、申込みをお願いします。
※記念式典、講演会の申込みは不要です。

申込方法は・・・
①下記の用紙に記入し、神代中学校に提出。
②下記の用紙に記入し、用紙を切り取らず 。FAX

FAX（４４）３７９４神代中学校
③氏名、参加希望を入力しメールを送信。

jinchu@city.semboku.akita.jpメールアドレス
④神代中学校に電話。 （４４）２１１０ 担当：田口教頭TEL

９月２０日（木）※申込締切
※当日は、スリッパ等うち履きをご持参ください。
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平成１９年度 仙北市
高齢者共同生活支援事業のお知らせ

平成１９年度高齢者共同生活支援事業を下記により実

施いたしますのでお知らせします。

家庭の事情により養護を■事業の目的：

必要とする高齢者に対して、一時的

に施設において養護することにより、

高齢者及びその家族の日常生活を

支援する事業です。

仙北市に居住し、おおむね６０歳以上の■利用対象者：

高齢者で養護を必要とし、施設において共同生活の

できる方。

１１月から翌年４月までの６ケ月間■利用期間：

１人１日２，２００円（食事含む）■使用料：

１人部屋 ６室 ２人部屋 １室■入所定数：

社会福祉法人県南ふくし会「清流苑」内■入所施設：

各地域センター窓口及び福祉事務所に申■利用の申請：

請書があります。必要な事項を記載し９月２１日まで

福祉事務所長寿いきがい係へ提出して下さい。

仙北市福祉事務所 長寿子育て課■問合せ：

（４３）２２８１長寿いきがい係 TEL

無料温泉入浴券について(お知らせ)

仙北市では６５歳以上の方(自分で入浴できる方)に、健康

増進に役立てていただくために無料温泉入浴券(３回券／年

度)を交付しています。

交付を受けたい方は、本人確認ができるものを持参の

うえ、お近くの市役所窓口に申し出してください。

仙北市福祉事務所 長寿子育て課■問合せ：

ＴＥＬ ４３－２２８１長寿いきがい係

角館郵便局からのお知らせ

これまで角館郵便局をご利用いただきありがとうござい

ました。１０月１日より、角館郵便局は、民営化により、次

の２つの会社としてスタートしますが、引き続き郵便・貯金

・保険のサービスをご提供させていただくとともに、地域の

皆さまのお役に立てるよう、一層努力して参りますので、

これからもご愛顧の程よろしくお願いいたします。

これまでと同じ店舗でご利用いただけます。

TEL（５４）１３００◆角館郵便局
郵便（窓口でのサービス）、貯金、保険

TEL（５４）１４００◆郵便事業株式会社角館支店
郵便（集荷、配達、再配達）

おやま囃子コンクール開催

９月８日（土）佐竹北家上覧時におやま囃子コ

ンクールが開催されます。

各町内の山車が一堂に会する数少ない機会です

ので、ぜひ見学にいらしてください。

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

◆①０５０４１－８７９０７１②ガソリンスタンドスタッフ【急募】（常雇）

（パート労働者）③不問④８００～１，０００⑤仙北市角館町⑥普通

自動車免許一種、危険物取扱者（丙種）◆①０５０４１－８８２８７１

②事務員（常雇）（正社員）③不問④１２０，０００～１３０，０００⑤仙

北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８８３２７１②

畑作作業員（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④６４０～８０

０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８８４９７１②畑

作作業員（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④６４０～８００

⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８８５１７１②調

理補助係（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④７００～７５０

⑤仙北市西木町⑥不問◆①０５０４１－８８６０７１②歯科助手（常

雇）（正社員）③１８～３０④１３０，０００～２０４，０００⑤大仙市⑥

普通自動車免許一種◆①０５０４１－８８７３７１②作業員及び運

転手【急募】（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１７６，０００

～１８７，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８

８８６７１②販売員（常雇）（正社員）③１８～４０④１２１，０００～１５

５，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許（通勤用）◆①０５０４

１－８８９５７１②販売員（常雇）（正社員）③２０～２５④１２５，０００

～１５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０

４１－８９０８７１②販売員（常雇）（パート労働者）③１８～３０④７５

０～７５０⑤仙北市⑥普通自動車免許（通勤用）◆①０５０４１－８９

２９７１②事務兼雑役全般（常雇）（正社員）③不問④１４３，０００～

１４３，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４０－２３１

８３７１②店員（常雇）（パート労働者）③不問④６２０～６４０⑤大仙

市⑥不問◆①０３０１０－１１９３３５７１②（請）調理員（臨時）（４ヶ

月以上）（正社員以外）③不問④８３，１６０～９６，３６０⑤仙北市

⑥不問◆①０５０４０－２２７４７７１②（派）プラスチック成型機オペ

レーター（常雇）（登録型派遣）③不問④１４１，５９２～１４１，５９２

⑤仙北市⑥普通自動車免許（通勤用）◆①０５０４０－２２７８１７１

②清掃（常雇）（パート労働者）③不問④６３０～６３０⑤仙北市⑥

不問◆①０５０４０－２３０４８７１②クリーンスタッフ（常雇）（パート

労働者）③不問④７００～７００⑤大仙市⑥普通自動車免許（通勤

用）◆①０５０４０－２３０５２７１②クリーンスタッフ（常雇）（パート労

働者）③不問④７００～７００⑤大仙市⑥普通自動車免許（通勤

用）◆①０５０４０－２３０１５７１②クリーンスタッフ（常雇）（パート労

働者）③不問④７００～７００⑤大仙市⑥普通自動車免許（通勤

用）◆①０５０１６－２６０５３７１②販売スタッフ（臨時）（４ヶ月以上）

（パート労働者）③１８～４５④７１０～７１０⑤仙北市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。）

◆①０５０４１－８７８１７１②接客販売員【急募】（臨時）（４ヶ月未満）（パ

ート労働者）③不問④８００～８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４

１－８６１０７１②接客販売員（常雇）（正社員）③１８～４５④１１０，０００

～１５５，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種

※平成１９年８月１７日～８月２３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


