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№４９-１平成１９年１０月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「県南地区ものづくり企業
ステップアップ研修」の受講者募集

このたび、秋田県南工業振興会の主催で、県南地区
（大仙・仙北・横手・湯沢・雄勝）の製造業の皆様を対象
に、「県南地区ものづくり企業ステップアップ研修」が行わ
れることになりましたので、お知らせいたします。
■カリキュラム
第１回 １１月２１日（水）「経営財務」
第２回 １１月２２日（木）「ヒューマン・エラー対策」
第３回 １２月１９日（水）「セル生産対策」
第４回 １２月２０日（木）「経営直結型”５Ｓ”実践法」
第５回 １２月２１日（金）「不良ゼロ対策（物理現象解析」
第６回 １月２１日（月）

「“現地・現物・現場”スピード改善技法」
第７回 １月２２日（火）「工場レイアウト改善技術」

各回とも午前１０時から午後５時■時間：
第１回から第５回：サンサン横手■会場：

ＴＥＬ０１８２（３３）８０３３
第６・７回：横手市ふれあいセンターかまくら館５Ｆ
社団法人日本能率協会 専任講師 中村茂弘 氏■講師：
１社あたり５万円■受講料：
※当会（秋田県南工業振興会）の会員企業４万円
１０月２６日（金）■申込締切：
秋田県南工業振興会事務局 担当：河村■申込・問合せ：
（横手市産業経済部商工労働課内）

ＴＥＬ０１８２（４５）３４２６／ＦＡＸ０１８２（４５）５５６２
※仙北市勤労者対策事業費補助金より、受講料負担額
の３分の１を補助します。補助及び申込用紙について、

（ＴＥＬ（４３）３３５１）詳しいことは、仙北市商工課労政係
にお問い合わせください。

仙北市
市道湯淵線及びぶな森線の
災害に伴う通行止めについて

去る９月１７日からの豪雨のため、両路線において土砂
崩れ等が発生し全面通行止めとしております。
大変ご迷惑をおかけしますがご理解の程よろしくお願

いします。なお、通行止期間は未定で、災害復旧工事完
成後に供用開始します。

ＴＥＬ（４３）２２９４■問合せ：仙北市建設課

仙北市健康市民のつどい
～食べて、笑って、心も体も健康になりましょう～

《健康づくり講演会》
■演題：『長生きは笑いから』
■講師：日本笑い学会会員 人星亭喜楽駄朗

じんせい てい き ら く だ ろ う

■期日：１１月３日（土）
■場所：仙北市健康管理センター
■日程：受付時間 １３：３０～１３：５０

講演時間 １４：００～１６：００
■申込締切：１０月２６日（金）（電話で申込ください）

《バランスのよい食事をしよう》
■内容：食生活改善推進員による体にやさしい料理の試食、

生活習慣病予防のためのメニュー紹介
TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

健康講座の開催

１１月７日（水） １３：３０～１５：００■日時：
仙北市健康管理センター■会場：
田口医院（院長 田口圭樹 氏）■講師：
うつ的症状・うつ病“ ”■内容： SOS
～そのシグナルを見逃さないで～
一般市民（入場無料）■対象者：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

訂正とお詫び
広報せんぼく１０月号２５ページに掲載しました市県民税

３期、国民健康保険税４期の納期に誤りがありました。
と記載しましたが、正しくは です。１０月１日 １０月３１日

大変申し訳ありませんでした。これからも市税の納付
にご協力いただきますようお願いいたします。

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

平成１９年度 行政懇談会

広報広聴活動の一環として、行政懇談会を開催いたします。

これは、地域に直接出向き、市民のみなさんと、まちづくりや地域内の課題等を含めた市政全般について、市民の

声を聞き、その結果を今後のまちづくりに反映させるため実施するものです。

市長のあいさつ後、各部より今年度の事業等について説明し、その後、意見交換を行います。

日程表をご確認のうえ、ぜひ参加ください。（どこの会場に参加いただいても結構です）

■行政懇談会日程表

地 域 期 日 時 間 会 場

田沢湖 １１月 １日 （木） 午後６時３０分～午後８時 田沢湖総合開発センター

２日 （金） 午後６時３０分～午後８時 神代就業改善センター

角 館 ３日 （土） 午後６時３０分～午後８時 角館交流センター

西 木 ５日 （月） 午後６時３０分～午後８時 桧木内出張所（公民館）
※都合により、日程が変更となる場合もございます。（変更の場合は、別途通知いたします）

広報広聴事業・・・市民の皆さまから寄せられたご意見。ご提案、ご要望をはじめ、ご質問などについて、適切に説明

し対応するとともに、その趣旨を施策に反映させることを目的とした事業です。

TEL（４３）１１１１／FAX（４３）１３００■問合せ：仙北市総務部総務課 文書広報係
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台湾での観光客誘致宣伝会への
参加者を募集します

田沢湖国際交流促進協議会では、このたび台湾で観
光客誘致の宣伝会と旅行代理店訪問を行う予定です。
この事業は、仙北市と秋田県のご協力を頂きながら行う
もので、台北市と高雄市で開催いたします。また、埔里市
への親善訪問や、田沢湖と高雄澄清湖の姉妹湖提携２０
周年を迎えることから、澄清湖を管理している台湾省自来
水公司（水道公社）との交流も計画されております。
参加ご希望の方は、下記によりお申込み下さるようご

案内いたします。
１１月２０日（火）～２４日（土）（４泊５日）■訪問日：
１０月１９日（金）午後５時■申込締切：
田沢湖国際交流促進協議会事務局■申込・問合せ：
（（社）田沢湖観光協会内）
ＴＥＬ（５８）００６３／ＦＡＸ（４３）０３１１

※お電話等でのお申込後、正式な申込書を送付させて頂
きます。詳しいことは、事務局へお問い合わせ下さい。

初級障害者スポーツ指導員
養成講習会のお知らせ

１２月１日、２日、８日、９日の全４日間■開催日時：

講習終了後に障害者スポーツ指導員として活動■対象：

できる方等

無料（登録資格申請他 別途）■受講料：

仙北市福祉事務所社会福祉課■要綱・申込書取扱窓口：

ＴＥＬ（４３）２２８８

１０月２３日（火）■申込締切：

秋田県障害者スポーツ協会■申込・問合せ：

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０１８（８６４）２７５０

農業委員会からのお知らせ！
耕作放棄地実態調査を行います

日頃、農業委員会業務につきましては格別のご協力を
賜り、厚くお礼申しあげます。
今般、農林水産省が実施する耕作放棄地実態調査を

下記により実施することになりました。
つきましては、農業委員が現地調査を行いますので、

立ち入りについてご理解くださいますようよろしくお願いい
たします。なお、調査の際の立ち会いは必要ありません。

１０月２０日～１１月１５日■実施期間：
仙北市内全域■実施地域：
市内の農地（田・畑）■調査対象：
農業委員による現地調査及び図面により確認■調査方法：

ＴＥＬ（４３）２２０９■問合せ：仙北市農業委員会事務局

【耕作農機地の定義】
以前耕地であったもので、過去１年間以上作物を栽培せ

ず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりとした考え

のない土地のこと。また、多少手を加えれば耕地になる可能

性があるもの。ただし、長期間にわたり放置し、現在、原野

化しているような土地はここに含めない（このような土地はど

こにも計上しない）。

（注）耕作放棄地の統計上の取り扱い（2005年農林業センサス

実査・審査の手引きより）

カリスマ結婚相談所長がやってくる！
「元気の出る週末講座」

結婚する、しないは人それぞれ。農村の結婚問題や男
女の関係にお詳しい今回の講師は、生き方と結婚につい
ての講座や調査、全国規模での交流事業や情報発信
等、多様な活動をしている日本青年館・結婚相談所の板
本洋子所長です。
男女の結婚観は今、どのように変わっているのか。そ

の中で個人と家族、地域はどのように関わっていくべきな
のかがわかります。

１０月２１日（日） １４：００～１６：００■日時：
仙北市役所角館庁舎西側庁舎 ２階第４会議室■会場：
男女を育てる地域力～未婚・晩婚化のワケ～■演題：
板本 洋子 氏（日本青年館結婚相談所長）■講師：

・ ネットあきた南■朗読劇： F F
TEL（４３）１１１２■申込・問合せ：仙北市企画政策課

英会話教室生徒募集

（外国語指導助手）の先生による英会話教室を開ALT
催します。「英語を話せるようになりたい」「英語を話す機
会がない」そう思っている方は是非ご参加ください。参加
費は無料です。
【角館教室】
◆会場・申込先：角館公民館 （５４）１１１０TEL
◆開講日：１０月２４日（水） １９：００～２０：００
◆開催予定日：第１、第３水曜日

【西木会場】
◆会場・申込先：西木公民館 （４７）３１００TEL
◆開講日：１０月２５日（木） １９：００～２０：００
◆開催予定日：第２、第４木曜日

【田沢湖教室】
◆会場・申込先：田沢湖公民館 （４３）１０６１TEL
◆開講日：１１月１日（木） １９：００～２０：００
◆開催予定日：第１、第３木曜日

スキルアップセミナー

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。

◆Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ ＣＳ（業務画像加工編）講習
の２日間 定員１０名１１月７日（水）・８日（木）

◆第一種電気工事士技能試験準備講習
の３日間 定員１０名１１月１４日（水）～１６日（金）

定員５名◆溶接技術検定準備講習（新規コース）
定員５名溶接技術検定準備講習（更新コース）

の２日間１１月１５日（木）・１６日（金）

◆乙４種危険物取扱者試験準備講習
の２日間 定員２０名１１月２０日（火）・２１日（水）

◆企業の電子化活用講座
の２日間 定員１５名１１月２７日（火）・２８日（水）

※時間は、各講習とも ９：００～１６：００です。
大曲技術専門校■実施場所：

現在お勤めの方■受講資格：

無料■受講料：

大曲技術専門校 民間訓練支援室■申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６２）６３２１／ＦＡＸ０１８７（５２）３６８０
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地域介護予防活動支援事業の公募について

仙北市では、地域で健康づくり、寝たきり、認知症など
の予防及び閉じこもり防止の活動（以下「地域介護予防
活動」という）を実施しているグループに対して補助をする
ことによって、高齢者が要介護状態となることを予防し地
域で豊かに安心して暮らせるまちづくりや見守りネットワ
ークの促進を図ることを目的とした事業を始めました。
この事業を受けるために事前相談・審査などが必要に

なりますので市内において、当該事業の実施を予定して
いるグループは、包括支援センターまでお問い合わせくだ
さい。

高齢者を寝たきり・認知症にさせないために地■補助要件：
域で支え合い・助け合いの活動を行っている自主的活
動団体が、集落会、社会福祉協議会、民生委員、老人
クラブなどと連携・協力して、地域介護予防活動を推進
するために５人以上で結成した団体とする。

１団体当たり助成金は、事業内容を勘案し■補助金額：
て決めることとする。

１０月１５日（月）～１１月１５日（木）■応募期間：
※他の助成金との併用はできません。
※助成金額（予算）に制限があることから、希望グループ
多数の場合または、活動内容が当事業の主旨にそわな
い場合は検討結果により助成できない場合もあります。

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

角館調停協会 無料調停相談会

家庭内トラブルや消費者金融に関する問題、土地や建
物をめぐる争い、金銭貸借、交通事故などの相談に応じ
ます。相談内容の秘密は守られ、無料です。

１０月１７日（水） １０：００～１５：００■日時：
仙北市社会福祉協議会角館支所（旧保健所）■場所：

※今回の会場は、簡易裁判所ではありませんので、
お間違いにならないようご注意ください。

TEL（５３）２３０５■問合せ：角館簡易裁判所

シニアワークプログラム
～高齢者のための技能講習～

パソコン活用簿記入門講習
１１月２７日（火）～１２月１０日（月） １０日間◆期日：
仙北市総合情報センター◆会場：

（仙北市角館町田町上丁２３）

警備アシスタント講習
１２月４日（火）～７日（金） ４日間◆期日：
仙北市角館交流センター◆会場：

（仙北市角館町中菅沢７７－３０）

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２０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

第７回心いきいき芸術・文化祭
秋田県障害者福祉展の作品を募集！

１２月６日（木）から８日（土）までの３日間、平成１９年
度第７回心いきいき芸術・文化祭が秋田県社会福祉会館
（秋田市旭北栄町１－５）で開催されます。この事業にお
いて実施される「秋田県障害者福祉展」に出品する作品
を次のとおり募集します。

絵画、彫刻、工芸（手芸含む）、書道、写真、■募集内容：
陶芸、ＣＧアート
秋田県内に居住する障害のある個人または■応募資格：

グループで制作した作品とし、１人１点、または
１グループ１点とします。なお、素材の制限は特
にありません。

■作品規格
◇平面作品（壁面に欠けることを装丁した作品）
額装まで含め１０５㎝×１５０㎝以内、総重量１０㎏以内。

◇立体作品（床置き、台置きを想定した作品）
幅、奥行き、高さ各１５０㎝以内、総重量３０㎏以内。

◇その他、おおよそ１０５㎝×１５０㎝以内
■応募方法
◇在宅の方・・・仙北市福祉事務所に申し込んでください。
◇学校または施設利用の方・・・利用している学校また
は施設に申し込んでください。

１１月１６日（金）事務局必着■申込書提出期限：
■問合せ
第７回心いきいき芸術・文化祭実行委員会事務局

（秋田県障害者社会参加推進センター内）
ＴＥＬ０１８（８６４）２７８０／ＦＡＸ０１８（８６４）２７８１

第２回仙北市社会福祉大会

共に築こう「福祉でまちづくり」～誰でも住みなれた地域
で、活き活きと暮らせるまちをめざして～のテーマのもと
に今年も仙北市社会福祉大会を開催いたします。
ぜひご参加ください。

１１月１日（木）■期日：
角館交流センター■会場：

■日程
１０：００～ 開会・式典
１０：５０～ 地域福祉フォーラム

・市長と市民３人によるフリートーク
１１：５０～ アトラクション

・ボランティアすずらん（田沢湖）のみなさん
※各地区より送迎バスが出ます。各町内、集落ごとに
回覧でお知らせします。

TEL（５２）１６２４■問合せ：仙北市社会福祉協議会
TEL（５４）２４９３ TEL（４８）２９４０角館支所 西木支所
TEL（４３）１３６８田沢湖支所

いのちの貯蓄体操

毎週火曜日に角館武道館でおこなっている「いのちの
貯蓄体操」が好評なため１１月より角館交流センターでも
おこなうことになりました。
参加を希望される方は、１０月２９日まで角館公民館へ

お申込み下さい。
１１月は８日１５日２２日２９日の各木曜日午前９時３０分～

午前１１時３０分までを予定しております。体験もできますの
で、その際も事前に角館公民館へご連絡下さい。

角館公民館■問合せ：
TEL（５４）１１１０／FAX（５４）１５２１
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自衛官募集

２等陸・海・空士（男子）２次募集
１１月９日（金）まで◇受付期限：
１１月中旬◇試験期日：
１８歳以上２７歳未満の者◇受験資格：

自衛隊生徒
１１月１日（木）～１月８日（火）◇受付期間：
１次試験・・・平成２０年１月１２日（土）◇試験期日：
２次試験・・・平成２０年１月２５日～２８日
中学卒業（見込含む）１７歳未満の者◇受験資格：

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：
ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３

講演会の開催

角館地区 連合会が主催する講演会を開催しまPTA
す。市民のみなさんもぜひご参加ください。

１１月９日（金） １５：００～１６：３０■日時：
角館交流センター■場所：
笹元嘉辰 氏■講師：
（大仙市シルバー人材センター理事長・前大仙市教育長）
「子育てに『こころ』を注ぐ」■演題：
－親の姿こそが子育ての基盤－
角館地区 連合会事務局■問合せ： PTA

TEL（５３）２２８６担当：中川小学校 井上

裁判員制度フォーラムin大仙

１１月１０日（土） １３：３０～１６：００■日時：
大曲エンパイヤホテル■会場：
裁判員制度について理解を深めていただき、市民■内容：

の皆さまの疑問を少しでも解消してもらうために映画の
上映と裁判官による説明及び質疑応答を行います。
映画・・・「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」
（出演：村上弘明、山口果林ほか）
秋田地方裁判所大曲支部 庶務課■問合せ：

TEL０１８７（６３）２０３３

誰でもできる太極拳・入門・初級・２４式

白鶴の舞いのように優美で大らかな気品のある動きを
する太極拳をみなさんで楽しんでみませんか。
初めての方も大歓迎です！気軽に参加してみてください。

毎週水曜日 １０：００～１２：００（１１／７から）■日時：
角館公民館武道館■会場：
小山元子 先生（秋田市在住）■講師：
高橋悦子 先生（秋田市在住）
内ズック、飲料水 ※運動のできる服装■持ち物：
月１，５００円■会費：

TEL（５４）１１１０■問合せ：角館公民館
TEL（５４）３３６５ TEL（５４）３０５４佐藤 廣川

秋季農業用廃プラスチック回収日について

ダイオキシンの発生など大きな社会問題となっている農業用廃プラスチックを次により一括回収します。

回収日 回収時間 回収場所 連絡先（℡）

１０月３０日（火） ９：００～１１：００ ＪＡ角館支店前 （５４）３１５４

９：００～１１：００ ＪＡ西木営農センター （４７）３１１５

８：３０～ ９：３０ ＪＡ桧木内支店前 （４８）２２１１

１０月３１日（水） ９：００～１１：００ ＪＡ田沢湖営農センター （４４）３１２１

９：００～１０：３０ ＪＡ田沢湖駅前支店 （４３）１５２１

※最寄りの会場にお越し下さい。

■回収する廃プラの種類：①ビニール類 ②マルチ用等ポリ類 ③肥料袋 ④シート類

■金 額：１㎏当たり ３５円

■問合せ：上記連絡先または、仙北市農政課 ℡(４３)２２０６

※申込用紙を各営農センターに１０月２６日(金)まで届けて下さい。

キ リ ト リ【届出先・各営農センター】

農業用廃プラスチック処理申込書兼委託契約書

平成 １９ 年 １０ 月 日

ＪＡ秋田おばこ各営農センター 行き

氏 名 印○

住 所

電 話

■申込数量 約 ㎏（ 束）

＜印鑑を忘れずに＞
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№４９-２平成１９年１０月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

夕暮れ時と夜間の交通死亡事故が多発！
～例年夕暮れから夜間において、高齢歩行者や

自転車利用者が被害に遭う事故が多発します～

◇ドライバーは対向車や前車がない場合はライトを上向き
走行し、早めライトの点灯に心がけましょう。

◇夜間歩行者は、反射材使用製品を活用するか、明る
い服装の着用に努めましょう。

仙北警察署・仙北地区交通安全協会・
仙北地区安全運転管理者協会

国際教養大学学生との交流会

去る７月３１日に角館交流センターで開催された「知事と県
民との意見交換会」の際に、国際教養大学と仙北市との連
携による、国際教養大の大学生と中学生の交流や、これに
よる国際理解教育の推進についての提言がありました。
この度、国際教養大学と角館中学校のご協力をいただき、
この提言が具体化され実施の運びとなりました。当日は一般
にも公開されますので是非、交流のようすをご覧下さい。

１０月２８日（日） ９：００～１４：３０■日時：
※角館中学校学校祭「すずかけ祭」当日
仙北市立角館中学校■会場：

■内容
（１）角館中学校英会話部の「国際交流展」での大学生
との交流活動
◆テーマ「ハローウィン」
◆４つのブースを開設し、ゲームや仮装、フェイスペ
インティングなどで交流

（２）留学体験についてのプレゼンテーション
◆国際教養大学学生の留学の際の体験談や国際理
解のための提言
仙北市教育研究室■問合せ：

TEL（４３）３３８７担当：田口和典

玉川ダムの流木を無料配布します！

玉川ダムでは、ダム本来の放流設備等への影響があ
るため、雪解け水や洪水とともに流れ込んできた流木の
引き揚げ処理をしています。今回、今年引き上げたものに
ついて、希望する方（軽トラック等で取りに来られる方）に
無料で配布します。これからの季節に必要となる薪や、ガ
ーデニング・流木アート等にご活用ください。

幹の太いものは５０㎝程度、細いものは■配布する流木：
１ｍ程度に小割りしているほか、木の根、形のいびつ
なもの、とだいたい３つに分類しています。

１０月～１１月下旬（無くなり次第終了）■配布期間：
詳細については下記に問い合わせいただくか、チ■その他：

ラシ、玉川ダムホームページをご覧ください。
国土交通省 玉川ダム管理所 管理係■申込問合せ：

ＴＥＬ（４９）２１７０

仙北市
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

◆①０５０４１－１０２２７７１②売店販売及び営業補助（常雇）（正社員
以外）③不問④１２５，０００～１５０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①
０５０４１－１０２４２７１②看護師（准看護師でも可）（常雇）（パート労働
者）③不問④１，２００～１，８００⑤仙北市角館町⑥看護師、准看護師
◆①０５０４１－１０２５９７１②看護師（常雇）（正社員）③不問④２４０，０
００～３２０，０００⑤仙北市角館町⑥看護師◆①０５０４１－１０２６１７１
②トレー詰め作業員（常雇）（正社員以外）③不問④ ９７，０２０～１０
７，８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１０２７０７１②接客・販
売（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～８５０⑤仙北市・大仙市⑥普
通自動車免許一種◆①０５０４１－１０２８３７１②フロアスタッフ（常雇）
（正社員）③不問④１１７，５００～１１７，５００⑤仙北市田沢湖⑥普通
自動車免許一種◆①０５０４１－１０２９６７１②販売員（常雇）（パート労
働者）③不問④６４０～６４０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１０３０７７
１②商品配達（常雇）（正社員）③不問④１４０，０００～１５０，０００⑤仙
北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１０５１０７１②運動
指導者（常雇）（正社員）③不問④１３０，０００～２００，０００⑤大仙市⑥
インストラクター等の有資格者◆①０５０４１－１０６２５７１②受付カウン
ター（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤横手市
⑥不問種◆①０５０４１－１０６３４７１②受付カウンター係（臨時４ヶ月
以上）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤横手市⑥普通自動車免
許一種◆①０５０４１－１０６４７７１②タクシードライバー【急募】（常雇）
（正社員）③不問④１０７，３６０～１３１，３２８⑤仙北市角館町⑥普通
自動車免許二種◆①０５０４０－２２７４７７１②（派）プラスチック成形機
オペレーター（常雇）（正社員）③不問④１４１，５９２～１４１，５９２⑤仙
北市田沢湖⑥普通自動車免許一種（通勤用）◆①０５０４０－２７０３５
７１②警備員（常雇）（準社員）③１８歳以上④１１９，７００～１２８，１００
⑤仙北市、大仙市、横手平鹿、湯沢市、秋田市、由利本荘市⑥普通
自動車免許一種（マイカー所有、任意保険加入必要）◆①０５０４０－
２７０２６７１②警備員（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③１８歳以上④６
０，０００～９０，０００⑤仙北市、大仙市、横手平鹿、湯沢市、秋田市、
由利本荘市⑥普通自動車免許一種（マイカー所有、任意保険加入必
要）◆①０５０１６－３０７９０７１②清掃員（常雇）（パート労働者）③不問
④６５０～６５０⑤仙北市⑥不問）◆①０５０６６－１０３７６７１②販売員
（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤仙北市角館町⑥不問
◆①０５０２０－２２５９０７１②（請）常駐清掃員（常雇１１／２１～）（パー
ト労働者）③不問④６３０～６５０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（通
勤用）◆①０５０４０－２７８７５７１②（請）組立検査（常雇）（正社員）③
不問④７００～７５０⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種（通勤用）
◆①０３０１０－１４１８０２７１②整体・カイロプラテイック・エステ・フットセ
ラピー（常雇）（パート労働者）③不問④６２０～８００⑤仙北市⑥普通自
動車免許一種、療術関連資格（整体・カイロプラテイック等で可）

※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。）

◆①０５０４１－１０１４８７１②惣菜係【急募】（常雇）（正社員以外）③不
問④１０７，２５０～１０７，２５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－
１０１８０７１②介護員（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１２８，
０００～１２８，０００⑤仙北市⑥ヘルパー２級以上あれば尚可、普通自
動車免許一種◆①０５０４１－９８８８７１②レンタカー業務（臨時４ヶ月
以上）（パート労働者）③１８～４０④７００～９００⑤仙北市角館町⑥普
通自動車免許一種

※平成１９年９月２８日～１０月４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



- 6 -

仙北市老人健康事業（温泉入浴）の
実施について

高齢者福祉事業として、仙北市在住の６５歳以上の方々
に温泉施設を利用し健康増進に役立てていただきたく、無料
温泉入浴券を交付しています。
まだ交付を受けていない方は、氏名と年齢の確認できるも
のを持参のうえ、交付を受けてください。今年度中に満６５歳
になられる方は、誕生日以降に交付を受けられます。
なお、本事業は仙北市実施計画に基づき、今年度で終
了予定となっておりますので、ご承知おきくださるようお願
いします。

平成２０年３月３１日まで■利用期限：
■交付場所
田沢湖地区在住の方 田沢湖地域センター・各出張所
角館地区在住の方 角館地域センター
西木地区在住の方 仙北市福祉事務所（西木庁舎内）・

各出張所
１人３回券■交付枚数：
仙北市内の温泉施設■利用施設：

※入浴券交付時に協力施設の一覧表をお渡しします。
TEL（４３）２２８１■問合せ：仙北市福祉事務所

舞踊教室受講者募集

舞踊に興味のある方、初心者大歓迎です。

チャレンジしてみませんか。

１１月１０日（土） １３：００～■日時：

（１１月～３月毎月第２、４土曜日）

桧木内地区公民館■会場：

中野キワさん（西木町）■講師：

TEL４７－３１００■申込・問合せ：西木公民館

行政書士無料相談会

１０月は行政書士制度広報月間となっており、その一
環として秋田県行政書士会大仙支部が主催する「行政書
士無料相談会」を開催します。
■日時：１０月２１日（日） １０：００～１５：００

■場所：ジャスコ中仙店

■内容：契約書作成・相続手続・会社設立・建設業許可申請

・農地転用等

運動不足になりがちな冬に『水中ウォーキング』と『室内ウォーキング』教室を温泉入浴や体力測定とセットで開催し
ます。是非ご参加下さい。

仙北市・秋田県■主催：
■開催内容
開催日時 １１月９日（金） １２：４５～ １１月１５日（木） １３：１５～
教室内容 水中ウォーキング・温泉入浴 室内ウォーキング・体力測定

集合・開催場所 角館交流センター ・ ユメリア 角館交流センター
参加費 無料（プール・入浴料含む） 無料

服装・持ち物 水着・キャップ・ゴーグル（無い方にはレンタル ウォーキングの出来る服装・内履き（ズック）
があります）・入浴用具

参加資格 一般男女 （健康な方 ）
参加定員 ４０人（定員になり次第締め切ります） ５０人位
日 程 １２：４５～１３：００ 受付（角館交流センター） １３：１５～１３：３０ 受付（交流センター）

１３：００～１３：３０ 移動 →（ユメリア） １３：３０～１４：３０ ウォーキング
１３：４０～１４：１０ 温泉入浴指導（講話） １４：４０～１６：００ 体力測定
１４：２０～１５：２０ 水中ウォーキング １６：０５ 解散
１５：２５～１６：２０ 入浴
１６：３０～１７：００ 移動→（角館交流センター）
１７：０５ 解散

申込・問合せ 仙北市教育委員会 生涯学習課までＦＡＸ・郵便・ＴＥＬで申込ください。
生涯学習課 ＴＥＬ０１８７－４３－３３８３ ＦＡＸ０１８７－５４－１７２７ 担当：草彅

申込締切 平成１９年１１月５日（月）
【連絡事項】
・事故については、応急処置及び保険の範囲内の対応とさせていただきます。

キ リ ト リ
こころもあったまる冬の仙北健康講座 参加申込書
参加する期日に○ふりがな

性別 年齢 市町村名 電話番号をしてください
１１／９ １１／１５

参加者氏名

男 ・ 女 才

男 ・ 女 才

男 ・ 女 才

※個人情報は、当講座にのみ利用し目的外には使用しません。


