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№４７-１平成１９年９月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

９月１８日(火) 秋田わか杉国体
仙北市大会旗・炬火リレーが開催されます

国体開催に先立ち、住民参加による大会旗・炬火リレーを

開催します。沿道からのたくさんのご声援をよろしくお願い

します。

○角館地区走者コース
角館庁舎 ⇒ 郵便局 ⇒ 角館駅駐輪場向い

発 着１１：３０ １１：３８

○西木地区走者コース
西明寺駅 ⇒ ふれあいプラザクリオン

発 着１３：０５ １３：１３

○田沢湖地区走者コース
タカヤナギ店 ⇒ 田沢湖駅前 ⇒ 田沢湖庁舎

発 着１３：５８ １４：０６

一般車両に対するお願い
・・・次の中継地まで、走者リレー隊の後方を①順行車両
追従することになります。

・・・規制は行いませんが、道幅が狭い場所等②対向車両
では停止協力を求める場合があります。

・・・リレー隊が交差点等に近づいた③左右折横断車両
場合、停止協力を求めます。

※交差点等には、警察官・交通指導隊・自主整

理員を配置しますので、係員の指示に従ってく

ださい。大変ご迷惑をおかけしますが、よろしく

ご協力くださるようお願いいたします。

国体期間中の「通行自粛」のお願い
秋田わか杉国体・わか杉大会の期間中は開・閉会式会

場、各競技会場周辺道路の交通混雑が予想されるため、

マイカー等の通行自粛をお願いします。

■大会期間

○第６２回国民体育大会

９月２９日（土）～１０月９日（火）まで

○第７回全国障害者スポーツ大会

１０月１３日（土）～１０月１５日（火）まで

秋田県警察本部交通規制課■問合せ：

TEL０１８（８６３）１１１１

秋田県国体・障害者スポーツ大会局

TEL０１８（８６０）５２６７

仙北市
西木地区駅伝競走大会休止のお知らせ
１０月７日（日）に開催を予定していた、第４２回

西木地区駅伝競走大会は、諸事情により休止する
事にいたしました。なお、来年度は大会を開催する
予定ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

西木地区駅伝競走大会実行委員会

市立角館総合病院職員募集案内

受験申し込みは まで９月２８日（金）
◆募集する職種及び採用予定人員

（新卒者又は経験者） １名（１）臨床工学技士
（新卒者又は経験者） １名（２）助 産 師
（新卒者又は経験者） １０名（３）看 護 師

◆受験資格
＝平成１９年８月１日現在、満３５歳未満の者【臨床工学技士】

で、現に臨床工学技士免許を有し、医療機関等にて臨床工学

技士業務の経験がある者。または、平成２０年３月卒業見込

みの学生で、免許取得見込みの者。

＝平成１９年８月１日現在、満２５歳未満の者で、現に【助産師】
助産師免許を有し、医療機関等にて助産師業務の経験があ

る者。または、平成２０年３月卒業見込みの学生で、免許取得

見込みの者。

＝平成１９年８月１日現在、現に看護師免許を有し、医【看護師】
療機関等にて看護師業務の経験がある者。または、平成２０

年３月卒業見込みの学生で、免許取得見込みの者。

作文試験、面接試験、身体検査を行います。◆試験方法：
◆試験日時と場所

＝１０月１１日（木）１３：００受付開始▽日時
１３：２０～試験説明、作文、面接

＝市立角館総合病院 会議室▽場所
◆受験手続き
▽申込用紙の請求
申込用紙は市立角館総合病院総務企画課まで請求してくださ
い。郵便で請求する場合は封筒の表に「職員採用試験申込用紙
請求」と朱書きし、宛名を明記して１４０円切手を貼った返信用封
筒（角２サイズ）を必ず同封して下さい。

▽申込手続
申込書に所要事項を全部記載し、受験票には最近撮影した
上半身、脱帽、正面向、縦４㎝、横３．５㎝の写真を貼って市立
角館総合病院総務企画課宛に提出して下さい。郵送の場合は、
「職員採用試験申込」と朱書し、宛名を明記して８０円切手を貼っ
た長形３号サイズの受験票返信用封筒を必ず同封して下さい。
また、受験票返送封筒を同封していない場合は、受験票を返送
しませんのでご注意願います。

平成１９年９月３日（月）～９月２８日（金）▽受付期間：
※申込は平日午後５時までです。

郵送の場合は９月２８日（金）必着のものに限り受付ます。

▽提出書類等
１部（所定の申込書を使用すること）【申 込 書】
１部（当病院仕様用紙）【履 歴 書】
１部（当病院仕様用紙）【健康診断書】
市立角館総合病院 総務企画課◆問合せ（受験申込）：

〒０１４－０３９４ 秋田県仙北市角館町上野１８番地

ＴＥＬ（５４）２１１１／ＦＡＸ（５４）２７１５

９月２６日（水）午前１０時より
岩瀬北野線（市立角館総合病院付近～落合公園～内川橋）が開通いたします。
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平成１９年度
秋の狂犬病予防注射日程のお知らせ

春に狂犬病予防注射を実施しましたが、都合により受けら
れなかった犬、また、新しく飼われた犬を対象に予防注射を
実施します。登録は生涯１回、予防注射は毎年１回受けなく
てはなりません。ルールを守り楽しく犬と過ごしましょう。
なお、今年度より１０月１４日の日曜日も予防注射を実施し
ますので、ご利用下さい。

予防注射 毎年１回 ３，０７０円■手数料：
新規登録 生涯１回 ３，０００円

■日程・場所

【 １０月１０日（水） 田沢湖地区 】

８：５０～ ９：００ 打野会館前
９：１０～ ９：２０ 田沢出張所前（旧田沢小学校）
９：３５～ ９：４５ 高野バス停前
９：５５～１０：０５ 石神会館前

武蔵野会館前
１０：１５～１０：２５

（生保内中学校野球場そば）
１０：３５～１０：５５ 仙北市役所 田沢湖庁舎駐車場
１１：０５～１１：１５ 手倉相内会館前
１１：２５～１１：３５ 野村田向会館前
１３：１０～１３：２０ 旧神代保育所前
１３：３０～１３：４０ 大荒田会館前
１３：５５～１４：０５ 岡崎児童館前
１４：１５～１４：２５ 院内部落会館前
１４：４０～１４：５０ 神代出張所前
１５：０５～１５：１５ 本町（三河商店横）
１５：２５～１５：３５ 内陸線羽後太田駅前

【 １０月１１日（木） 西木地区 】

８：２０～ ８：３５ 戸沢ポンプ置場
８：４５～ ９：００ 桁沢バス停付近
９：１０～ ９：３０ 紙風船館前
９：４０～ ９：５５ 三共児童館前
１０：０５～１０：２０ 吉田部落会館前
１０：３０～１０：４５ 中里児童館前
１０：５５～１１：１０ 久保生活改善センター前
１１：２０～１１：３５ 山口改善センター前
１１：４５～１２：００ 桧木内出張所前
１３：００～１３：１５ 潟野・十二峠部落会館前
１３：２５～１３：３５ 八津・鎌足部落会館前
１３：４５～１４：００ 堀之内部落会館前
１４：１０～１４：２５ 堂村部落会館前
１４：３５～１４：５０ 上門屋会館前
１５：００～１５：２０ 西木公民館前
１５：３０～１５：４５ 山崎部落会館前
１５：５５～１６：１０ 西荒井部落会館前

【 １０月１２日（金） 角館地区 】

中川集落センター前
９：００～ ９：２０

（旧多目的研修センター）
９：３０～ ９：５０ 川崎文化振興会館前
１０：００～１０：２０ 鬼壁桂渕会館前
１０：３５～１１：０５ 下延コミュニティセンター前
１１：２０～１１：４０ 農林業研修センター前
１３：３０～１４：００ 桜美町駐車場内
１４：１０～１４：５０ 旧角校グランド内

白岩集落センター前
１５：０５～１５：３０

（旧基幹集落センター）
１５：４０～１６：００ 下花園集会所前

【 １０月１４日（日） 田沢湖・西木・角館地区 】

８：３０～１０：００ 仙北市役所 田沢湖庁舎駐車場
１０：３０～１２：００ 仙北市役所 西木庁舎駐車場
１３：３０～１５：００ 健康管理センター横駐車場

■問合せ：

TEL（４３）３３０８仙北市環境防災課 生活環境係

TEL（４３）１１４７田沢湖地域センター 総合窓口課

TEL（４３）２２００西木地域センター 総合窓口課

自衛隊音楽隊コンサートの
入場整理券を配布します

仙北市民会館で『平成１９年度 市民会館自主事業 航

空自衛隊北部航空音楽隊コンサート』を１０月２７日（土）

午後３時開演（午後２時３０分開場）に開催します。ただ

し、入場整理券が必要になりますので、新聞折り込みチラ

シまたは田沢湖図書館に備え付けの「引替書」に住所、

名前を記入のうえ、下記表の場所でお受け取りください。

《入場整理券の配布場所、日時、枚数等》
イベント名 日 時 配布枚数 備 考

９／２０（木） ５００

９：３０～

第２２回生保内 ９／２３（日） ２００ 入場無料

節全国大会 準決勝終了後

伊藤多喜雄コ １０／１４（日） ２００ 有料

（要チケット）ンサート １７：３０開場後

小桜舞子チャリ １０／２０（土） １００ 有料

（要チケット）ティリサイタル １４：３０開場後

※場所は、いずれも市民会館ロビーでお一人様２枚まで

のお取り替えとなりますが、先着順でなくなり次第終了

します。

TEL（４３）３１４３■問合せ：仙北市民会館

市民会館自主事業のお知らせ

あのYOSAKOIそーらんの伊藤多喜雄が仙北を唄います。

平成１９年度仙北市民会館自主事業として、今年はYO

SAKOIそーらんで圧倒的に使われている「多喜雄のソー

ラン節」等で、踊りと民謡の世界にその名を知られた伊藤

多喜雄さんが、日本各地の唄を探して歩くコンサートを行

ないます。

民謡の世界に全く新しい息吹を与えてくれた伊藤多喜

雄さんの唄は、すべての日本人に聴いて欲しいと思いま

す。また、地元からも若手の歌い手や演奏家が共演いた

します。ぜひご近所お誘い合わせの上、この機会にご鑑

賞下さい。

「日本各地の唄探しの旅 伊藤多喜雄in仙北」■公演名称：

１０月１４日(日) １７：３０開場 １８：００開演■開催日時：

仙北市民会館大ホール■開催場所：

全席指定 Ｓ席２，０００円 Ａ席１，５００円■入場料金：

団体割引 各５００円（５名以上）

ＴＥＬ（４３）３１４３■問合せ：仙北市民会館
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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！

子どもたちのこんなサインを見つけてください

◇おどおどしていたり、表情が乏しい

◇着衣などが常に汚れている（遊びによるものでなく）

◇不自然な怪我のあとがある

◇親（家族）を避けようとしている など

児童虐待とは・・・

○殴る、蹴るなど傷を負わせるばかりでなく、赤ちゃん

を激しく揺さぶるなども身体的虐待になります。

○家に閉じ込める、自動車内に放置する、食事を与え

ない、ひどく不潔にするなどは、「ネグレクト」と言われ

る虐待です。

○言葉による脅し、きょうだい間での差別的扱い、無視

などの心理的虐待、性的虐待もあります。

児童虐待は、どの家庭でも起こりうると考えてください。そ

して、虐待をしている親自身がやめたいと苦しみながら自分

だけではどうにもならなずにいる場合もあるということを・・・

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

第５回地域づくり事業

歴史と文化フォーラムin神代
各地域の歴史と文化を理解し、「仙北市」の大切な財産

として活用し、交流し、地域の発展に資することを目的に
ルネッサンス・角館が主催する第５回地域づくり事業「歴
史と文化フォーラムin神代」を開催します。入場は無料で
す。多くの市民の皆さまのご参加をお待ちしております。

９ １９ １３：３０～１６：００■日時： 月 日（水）
仙北市就業改善センター ２階会議室■場所：

■内容：
演題 「仙北民謡の生命力」◇講演

・・・佐藤貞子、黒沢三一氏にふれて

（財団法人民俗芸術研究所）講師 茶谷 十六 氏
ゲスト 黒沢行雄 氏・・・父黒沢三一の思い出

照井テル 氏・・・私の民謡人生
ルネッサンス・角館 代表 鈴木 實■問合せ：

TEL（５３）３４４３
※第６回地域づくり事業「歴と文化フォーラム 生保内、田沢」in
は１１月中旬に予定しています。

「年金記録相談」
出張相談所をご利用ください

９月１９日（水）、大曲社会保険事務所「年金記録相談」

に係る臨時の相談窓口を開設しますので、ぜひご利用く

ださい。

仙北市西木総合開発センター 農林研修室■場所：

９：３０～１６：００■受付時間：

大曲社会保険事務所■問合せ：

TEL０１８７（６３）２２９４／２２９５

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

「時のはざまで」～やさしさにふれあうひととき～

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。 担当：田口教頭TEL（４４）２１１０

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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アグリビジネスに挑戦する方を
応援しています！

仙北市「やるぞ！アグビジプラン」

応援事業補助金 現在募集中

仙北市では、農林漁業と加工・サービスなどの他産業を

組み合わせたアグリビジネスの分野に新たに挑戦する方、

現在の業務を拡張したいと考えている方を応援するた

め、補助制度を設けています。

これからアグリビジネスを始めてみたいと考えている

方、何かやってみたいけど何から始めていいかわからな

いという方、どんなお問い合わせでも結構です。仙北市農

政課へお気軽にご相談ください。

◆補助対象となる経費
対象経費の種類 支出の例

①施設の整備に ・新たに農家レストランや直売所を開設

要する経費 ・加工所の運営者が、新たに別棟の

直売所を建設

②施設の整備・拡 ・業務拡張のため既存加工所を改修

張に要する経費 ・既存加工所に直売機能を付加する

ため改修

③備品の整備に ・直売所にレジシステムを導入

要する経費 ・加工所の空きスペースに新たな加

工品製造設備を導入

※機械等の更新は対象外

※汎用性のある備品（エアコン、パソ

コン等）は対象外

◆補助率と補助限度額
事業の種類 補助率 限度額

新しくアグリビジネスを始め 対象経費の

たい １／２以内 ２５万円

これまでの業務を拡張した 対象経費の

い １／３以内

※他の助成金との併用はできません。

平成１９年６月１日（金）～平成２０年２月２９日(金)■募集期間：

仙北市産業観光部農政課■申込・問合せ：

TEL（４３）２２０６政策調整担当

犬の飼い主さんへ

９月２９日から秋田わか杉国体が開催されます。

国体開催期間中は、公共の場所で選手が競技や練習

を行いますので、犬による危害を防止するため、散歩の

際は必ずリードでつなぐほか、糞は必ず持ち帰りましょう。

また、自宅から犬が逃げないよう適正に管理をしましょ

う。最近自宅から犬が逃げたという問い合わせが多くなっ

ています。

秋田県大仙保健所 環境指導課■問合せ：

TEL０１８７（６３）３６８３

緊急地震速報をご存じですか？
～それは地震からあなたを守る新しい情報です～
気象庁では、今年１０月１日から国民の皆様へ緊急

地震速報を提供できるよう準備を進めています。

詳しくは、秋田地方気象台（ ）TEL０１８－８６４－３９５５

までお問い合わせください。

平成１９年１０月１日現在で
就業構造基本調査を実施します

この調査は、国民の就業・不就業の

実態や、就業に関する希望を明らかに

する国の指定統計調査です。現在、市

では県より任命を受けた調査員が準備

調査を行っております。９月下旬までに

調査員が調査対象世帯となったお宅に

調査票への記入のお願いに伺いますので、ご協力をお願

いします。

TEL（４３）１１１２■問合せ：仙北市総務部企画政策課

来年度の新規観光スポットを募集します

「ギュッ！と県南クイズラリー」は好評実施中ですが、実

行委員会では、来年度の新規スポットを募集しています。

地域の皆さんが大切にしている公園や町並み、昔から

親しんできた老木や神社仏閣、心が洗われるような景観

など、自分たちの大切な場所だからこそ、多くの人にも紹

介したいというスポット（無料のものに限る）をクイズラリー

で取り上げます。

掲載を希望される方は、推薦書を提出していただきま

すので事務局にご連絡ください。

８月１０日（金）～１１月１２日（月）■募集期間：

「ギュッ！と県南クイズラリー」実行委員会■問合せ：

TEL０１８２（３２）０５９６事務局（平鹿地域振興局内）

腸管出血性大腸菌Ｏ-１５７
発生防止について！

腸管出血性大腸菌は食品等に付いた少量の菌で感染

します。食品を扱うときは手や調理器具をよく洗い、調理

後は早めに食べるようにしましょう。

◇７５度、１分以上を目安とした十分な加熱をしましょう。
◇トイレの後や外出した後は、石けん等で念入りに手を洗って
下さい。
◇動物に触れたときは、十分手を洗うなど清潔を保って下さい。
◇腹痛、水様性下痢、嘔吐、血便等があったときは、医師の診
察を受けてください。また、便の状態をよく見て受診の際に医
師にお知らせください。
◇自己判断で市販の下痢止めなどを飲まないようにしましょう。
重症化をまねくばかりでなく、周囲の人への感染が拡大する
恐れがあるため、すぐに医療機関を受診してください。

秋田県大仙保健所 健康予防課■問合せ：

TEL０１８７（６３）３４０３

公共の場所で犬を放
すことは、秋田県動物愛
護条例で禁止されており
ます。
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№４７-２平成１９年９月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

角館図書館後援会より
文化講演会のお知らせ

秋恒例の文化講演会(主催：角館図書館後援会)を開催

します。４７回目の今年は日本国内や世界各地を旅する

行動派の作家立松和平氏を講師にお迎えします。入場は

無料です。皆様のご来場をお待ちしております。

１０月１８日(木) １８：３０ 開演■日時：

仙北市角館樺細工伝承館■会場：

「南極で考えたこと」■演題：

作家 立松和平 氏■講師：

TEL（４３）３３３３■問合せ：仙北市総合情報センター

角館図書館後援会より新会員募集のお知らせ
角館図書館後援会は昭和３９年に組織された民間の

団体です。以来、地域の図書館活動を支援する事業を

行っております。合併を機に広い地域より会員を募り

親睦を図りたいと思いますので、ご希望の方は下記へ

ご連絡下さるようお願いします。

■事業内容：文化講演会の開催、読書感想文コン

クールの実施、資料の寄贈等。

■会 費：年 １万２千円

■問 合 せ：仙北市総合情報センター・学習資料館

TEL（４３）３３３３

第２回「故郷という異郷～心の異邦人」開催

作家高井有一氏と塩野米松氏の２回目の対談を下記

により行います。参加ご希望の方は仙北市総合情報セン

ターへお申込みください。

１０月２０日(土) １３：３０～１５；００■日時：

仙北市総合情報センター■会場：

仙北市総合情報センター・学習資料館■申込・問合せ：

TEL（４３）３３３３

仙北市文化祭（西木地区）
作品を募集しています

西木地区文化祭を次の日程で開催いたします。

会場に展示する写真、絵、手工芸品など皆様の作品を

募集しております。

詳しいことは西木公民館におたずねください。

１１月３日（土）～４日（日）■日時：

クリオンとなり体育館■展示：

仙北市文化祭（西木地区）実行委員会■主催：

TEL（４７）３１００■問合せ：西木公民館

仙北市
特別弔慰金の請求はお済みですか？
請求期限は平成２０年３月３１日です

特別弔慰金の請求期限は、平成２０年３月３１日です。

この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を

受ける権利が消滅します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成１７年■対象者：

４月１日において、公務扶助料、遺族年金等を受け

る方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺

族お一人に特別弔慰金が支給されます。

１．弔慰金の受給権者

２．戦没者等の子

３．①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹（戦没者等と

生計関係を有していなかった方は除きます）

４．前記３以外の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

５．前記１から４以外の三親等以内の親族（戦没者等

の死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有してい

た方に限ります）

額面４０万円、１０年償還の記名国債■給付内容：

田沢湖、角館庁舎 地域センター総合窓口課■請求窓口：

西木庁舎 福祉事務所 社会福祉課

仙北市福祉事務所 社会福祉課■問合せ：

TEL（４３）２２８８

（ ）テレフォン無料相談 相続・遺言・後見人

相続・遺言そして後見人のこと、

もっとお知りになりたい方お電話ください。

秋田公証人役場では本年の公証週間にちなんで、

１０月６日（土）・７日（日） ９：００～１７：００
に電話での相続遺言・後見人相談を開設することになり

ました。相談には法律の専門家の公証人が応じます。お

気軽にご相談ください。ファックスでの相談にも応じます。

ＴＥＬ ０１８（８６４）０８５０・（８２４）０５６１
ＦＡＸ ０１８（８６４）０８５４

秋田公証人役場（秋田市大町三丁目）

福祉サービスの苦情解決をお手伝いします

「思っていたサービスと違う」「詳しく説明してくれない」

など不満や要望を、利用している事業所の担当者に話し

にくい場合や話し合ってもなかなか解決しないときはお気

軽にご相談ください。

秋田県福祉サービス相談支援センター

ＴＥＬ０１８（８６４）２７２６／ＦＡＸ０１８（８６４）２７４２
（平日の８：３０～１７：００）

「北都ふるさと浪漫」に白岩ササラ出演！！
白岩ササラが毎週金曜日放送の「北都ふるさと浪漫」

（秋田放送）に出演します。放送日時は次の通りですの
で、皆さま是非ご覧下さい。

９月２１日（金） ２０：５７～２１：００■放送日時：
秋田放送（ＡＢＳ）■放送局：
かくのだてフィルムコミッション■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３５２事務局（観光課内）
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秋田県立大学公開講演会

１０月１４日（日） １４：００～１５：３０■日時：
秋田県立大学 講堂 （秋田市下新城中野）■会場：
東海大学教育開発研究所長 教授 秋山 仁 氏■講師：
「創意と工夫で心豊かな生活を！■演題：

～元気が出る数学ばなし～」
秋田県内中学生・高校生および一般県民■対象者：
入場は無料。秋田駅より会場までのシャトルバス■その他：
を運行予定。

秋田県立大学 企画チーム■申込・問合せ：
ＴＥＬ０１８（８７２）１５２２／ＦＡＸ０１８（８７２）１６７０

福祉サービスの第三者評価を行う
調査員を養成します

１０月１９日（金）、２０日（土）、２９日（月）～３１日（水）の■日程：
いずれか１日、１１月９日（金）の４日間
秋田県社会福祉会館ほか■会場：
保育所・障害施設・児童入所施設コース各１０名程度■募集：
調査員の要件を満たしている者■対象者：
（詳しくはお問い合わせください）
１人 ２１，０００円（消費税込み）■受講料：

■申込・問合せ
秋田県福祉サービス第三者評価推進委員会 事務局

ＴＥＬ０１８（８６４）２７４０／ＦＡＸ０１８（８６４）２７４２

あなたも「フットケアセラピスト」の
資格を取りませんか！

フットケア（リンパマッサージ）とは・・・
足をケア（手入れ）することで、リンパの流れを促進し、

新陳代謝を促し、リラクゼーション効果、ヒーリング効果
（癒し）されます。
自分や家族の健康管理に、コミュニケーション、ボラン

ティア活動、職業上の付加価値としてフットケアに興味の
ある方、体験しませんか？

法人日本リラクゼーションフットケア協会■問合せ： NPO
TEL０９０（５５９５）０８００公認講師 中村百合子

スキルアップセミナー開催

お勤めの方を対象とするスキルアップセミナーを開催し
ます。（受講料は無料）
◆コミュニケーションスキル講習 定員１０名

１０月２日（火）～４日（木）の３日間
◆品質管理入門講習 定員１０名
１０月４日（木）・５日（金）の２日間

◆ＡｕｔｏＣＡＤ入門 定員１５名
１０月２５日（木）・２６日（金）の２日間

◆データベース基礎講習（Ａｃｃｅｓｓ） 定員１０名
１０月２５日（木）・２６日（金）の２日間

◆２級建設業経理士検定試験準備講習 定員１０名
１０月２７日（土）～３月２日（日）までの１２日間

（毎月２日間）
※時間は、各講習とも９：００～１６：００

大曲技術専門校■実施場所：
現在お勤めの方■受講資格：
大曲技術専門校 民間訓練支援室■申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６２）６３２１／ＦＡＸ０１８７（６２）３６８０

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

◆①０５０４１－９１０５７１②配達員（常雇）（正社員）③不問④
１１５，０００～１１９，６００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許
一種（ＡＴ限定不可）◆①０５０４１－９１１４７１②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◆①０５０４１－９１２７７１②営業販売
（常雇）（正社員）③不問④１３０，０００～１４０，０００⑤仙北市
角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－ ９１４２７１②
清掃および菓子製造（常雇）（正社員）③１８～４５④１１５，００
０～１１７，３００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－ ９１５
９７１②調理業務（常雇）（正社員）③不問④１５０，０００～２２
０，０００⑤仙北市西木町⑥普通自動車免許一種（通勤用）（調
理師）◆①０５０４１－９１６１７１②販売員（常雇）（パート労働
者）③２０～３０④７５０～７５０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－
９１７０７１②調理補助（常雇）（パート労働者）③不問④８００～
８００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－９１８３７１②総務・経理
（常雇）（正社員）③２４以上④１２６，１００～１４０，０００⑤仙北
市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－９１９６７１②
工場製作係（常雇）（正社員）③３０以上④１０７，３６０～１２０，
０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－
９２０７７１②一般事務（常雇）（正社員）③不問④１２５，２８０～
１３０，３８４⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０
４１－９２１８７１②ソーイングオペレータ（常雇）（パート労働者）
③不問④７００～８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－
９３５６７１②土木作業員（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不
問④１７２，５００～１９５，５００⑤大仙市⑥普通自動車免許一
種◆①０５０４１－９５３４７１②水道工事作業員（常雇）（正社
員）③３０～４５④１６７，９００～１７４，８００⑤仙北市田沢湖⑥
普通自動車免許一種・浄化槽整設備士・土木施工管理技士２
級・給水装置・工事主任技術者◆①０５０４１－９５５８７１②作
業員（常雇）（正社員）③不問④１２３，０００～１３０，０００⑤仙
北市角館町⑥不問◆①０５０４１－９５６２７１②管工事施工管
理技士（常雇）（正社員）③５５以下④１９５，５００～２５３，０００
⑤仙北市田沢湖⑥管工事施工管理技士１級・管工事施工管
理技士２級・給水装置責任者◆①０５０４１－９５７９７１②売店
及びフロント補助（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④６
５０～７５０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－９５９０７１②
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◆①０５０４１－９６０４７
１②調理補助（常雇）（パート労働者）③不問④６８０～６８０⑤
仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－９６１７７１②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◆①０５０８０－１４８１８７１②【請】
清掃係（常雇）（正社員以外）③不問④１４１，１００～１５２，６０
０⑤仙北市⑥不問◆①０５０６０－１３４７７７１②交通誘導警備
・駐車場内警備（常雇）（正社員以外）③不問④１３６，４００～２
００，０００⑤大仙市・仙北市⑥普通自動車免許一種◆①０５０
１０－１０５２１１７１②（派）シーケンサー技術者（臨時４ヶ月以
上）（登録型派遣）③不問④２２０，０００～４００，０００⑤仙北
市⑥不問◆①０５０１０－１０５１０８７１②（派）ソフトエンジニア
（常雇）（登録型派遣）③不問④２７０，０００～４５０，０００⑤仙
北市⑥不問◆①０５０１０－１００６３０７１②営業及び店頭販売
事務（管理職候補）（常雇）（正社員）③不問④２００，０００～２
５０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種

※平成１９年８月３１日～９月６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、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


