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№５０-１平成１９年１１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

全国学力・学習状況調査の
仙北市の状況の結果の取扱について

平素は当市教育行政につきまして、格別のご理解とご

協力をいただき深く感謝申し上げます。

「全国学力・学習状況調査」の仙北市の状況の結果の

公表については、数値による公表はせず、全体的な傾向

について説明するという一貫した方針で対応しているとこ

ろであります。

一部報道機関により、仙北市が数値を用いて公表する

という報道がありましたが、これは事実と異なる報道であ

り、現在、報道機関等に対して仙北市教育委員会事務局

が適切な対応をとっているところでありますのでご理解く

ださるようお願いいたします。

仙北市教育委員会

水道管漏水調査の実施について

西木町桧木内西根地内において配水流量の増加が確

認され、その原因として漏水の疑いが生じたため、つぎの

とおり配水管漏水調査を実施することになりました。

つきましては、漏水調査の際に各戸の量水器（止水栓）

などを音聴棒で直接音聴するため調査員が訪問し敷地

内に立ち入る場合がありますので、利用者の皆様には大

変ご不便、ご迷惑をおかけしますが何卒ご協力くださいま

すようお願いいたします。

仙北市西木町西根地内配水管漏水調査■漏水調査名：

仙北市西木町桧木内西根地内■漏水調査地区：

（相沢、木田、下田、長戸呂、菅谷、久保、

大森、大台野、大台野開）

１０月３１日（水）～１１月９日（金）■調査期間：

９：００～１６：００

仙北市企業局工務課 担当：山田■問合せ：

ＴＥＬ（５４）２３８８

仙岩トンネル防災訓練に伴う
全線通行止めのお知らせ

第３０回仙岩トンネル防災訓練に伴い、仙岩トンネルが

全面通行止めとなります。市民の皆様にはご迷惑をおかけ

しますが、ご理解ご協力をどうかよろしくお願いします。

■通行止期間：１１月１５日（木） １２：００～１３：００

■問合せ：秋田河川国道事務所

TEL０１８（８６２）０９３８

仙北市
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

下水道管調査に伴う
片側通行のご協力について

１１月上旬から１２月上旬まで、田沢湖浄化センターか

ら造道までの下水道管埋設箇所で、下水道管の内部調

査を行います。この作業に伴い、国道３４１号及び市道の

一部が片側交互通行となる場合があります。皆さまには

ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

ＴＥＬ（４３）２２９６■問合せ：仙北市下水道課

秋の火災予防運動に伴う
サイレン等の吹鳴について

１１月４日（日）～１０日（土）の期間、秋の火災予防運

動が実施され、期間中、消防署、防災無線、消防団によ

るサイレンの吹鳴が行われます。どうかご理解とご協力を

お願いします。

事前広報 ６：５０ 吹鳴 ６：５３■田沢湖・西木地区：

吹鳴 ７：００■角館地区：

TEL（４３）３３０８■問合せ：仙北市環境防災課

守ろう！確かめよう！ この最低賃金

「時間額６１８円」
１０月２８日から最低賃金が変わりました。

秋田県最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内

のすべての労働者に適用され、労使合意の上であったと

しても、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃

金法違反で処罰されます。

詳しくは秋田労働局賃金室または最寄りの労働基準監

督署までどうぞ。

TEL０１８（８８３）４２６６秋田労働局賃金室

使用期間の長い家電製品をご使用して
いる皆さまへ・・・
使用期間の長い家電製品による火災事故が発

生しています。

扇風機や洗濯機、エアコン、テレビなど、使用期

間の長い家電製品を使用するときは、必ず点検を

実施しましょう。
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パソコン講座受講生（１１月分）募集

（４日間）＜パソコン基本操作＞
電源の入・切、マウス・キーボード操作、文字入力、

インターネットの利用、メールの送受信などといった

パソコンの基本的な部分について学びます

■日時：１１月１２日（月）、１３日（火）、１９日（月）、２０日（火）

１３：００～１６：００

（２日間）＜ワード基本操作＞
年賀状の作成に挑戦します

※対象：文字入力ができる方

■日時：１１月１４日（水）、１５日（木） １３：００～１６：００

（２日間）＜エクセル基本操作＞
表とグラフの作成に挑戦します

※対象：文字入力ができる方

■日時：１１月２１日（水）、２２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）３３３９

仙北市の中小企業融資制度の
改正について

信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協

会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制

度」が本年１０月１日に導入されたことにともない、仙北市

の中小企業融資制度が次のように変わりました。

■主な変更点

①仙北市小口零細企業振興資金制度の創設
＝小規模事業者（常時使用する従業員の数が融資対象

２０人（商業・サービス業等は５人）以下の会社・個人等）／

＝１，２５０万円（うち運転資金は１，０００万円貸付限度額

まで）／ ＝２．４５％／ ＝７年以内貸付金利 貸付期間

②仙北市中小企業振興資金の貸付金利の変更
「２．４５％」を「２．６５％」に変更貸付金利

※貸付限度額は、①・②の２制度を合わせて１，５００万円

以内です。また、両制度の保証料は市が全額負担す

るほか、設備資金には利子補給制度があります。

■手続の窓口と問合せ先

ＴＥＬ（５４）２３０４融資手続は仙北市商工会角館本所

ＴＥＬ（４３）０３７２田沢湖支所

西木支所（ ）の各窓口で。ＴＥＬ４７－２１３０

制度の詳細は仙北市商工課（ ）へＴＥＬ４３－３３５１

お問合せください。

郷土発見探訪学習会 開催

この度の学習会では、気象台にて気象予報知識など

を、裁判所では裁判員制度の学習や模擬裁判体験など

を行います。

１１月２９日（木）■期日：

秋田地方気象台、秋田地方裁判所■見学先：

市のバスを利用します■交通：

西木庁舎発（８：３０）◆行程：

秋田地方気象台（１０：３０～１２：００）

昼食

秋田地方裁判所（１３：３０～１５：３０）

西木庁舎着（１７：２０頃）

１，５００円（昼食代等・当日徴収）■参加費：

３０名■定員：

１１月２２日（木）■申込締切：

※定員になり次第締め切ります

西木公民館■申込・問合せ：

TEL（４７）３１００／FAX（４７）３１４０

第３回仙北市卓球大会

１１月１１日(日) ８：３０～■日時：

勤労青少年ホーム■場所：

団体戦■種目：

・３人１チーム(シングル２ダブルス１)

個人戦
・一般男子 １部、２部、３部

・一般女子 １部、２部、３部

・中学校 男、女 個人戦(学年別)

仙北市民、仙北市内勤務者、市内中学生■参加対象：

団体１チーム２，０００円、個人１人１，０００円■参加費：

中学生１人５００円

１１月１０日(土) (当日参加可)■申込締切：

ＴＥＬ(４３）１１１７■申込・問合せ：仙北市税務課 鈴木

ＴＥＬ(５５）１１１２仙北市保健課 中村

ボランティア募集

「声の広報ボランティアやまびこの会」で

ボランティア活動をしてみませんか？

「声の広報」とは、市の情報（広報、

お知らせナビ、議会だより）をカセット

テープに吹き込み、目の不自由な方へ

お届けする活動です。

３人■募集人数：

男女問わず、読むことが好きで、ボランティア■対象者：

に関心のある方。

月１～２回、広報等を音読し、テープに吹き込み■内容：

ます。

仙北市社会福祉協議会■活動場所：

仙北市社会福祉協議会角館支所■申込・問合せ：

TEL（５４）２４９３「声の広報」係
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市営住宅入居者募集

１１月１日（木）～１１月２６日（月）■募集期限：

■募集住宅

２－２６（築２９年）／角館町菅沢４６－２◇菅沢住宅
・２ ３階建の１階部分 駐車場なしLK
・月額家賃 １５ １００円～２５ １００円（所得額による）, ,
※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金の納付、連帯

保証人が必要となります。

※暖房器具は屋外給排気式（ＦＦ式等）又は電気ストー

ブを使用していただきます。

※申込は１世帯１戸限りです。

次の①～④までの条件にすべてあてはまること。■入居資格：

①現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その

他婚姻の予約者を含む）があること。又は、単身者の

場合６０歳以上であること。

②月額所得が２０００００円以下であること。但し、小学校就,
学前の子供がいる世帯は２６８０００円以下であること。,
③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

④市税を滞納していない者であること。

※市外在住の方でも入居可能です。

※暴力団員は応募できません。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添え■申込方法：

て、募集期間内に提出して下さい。（当日必着）

◇提出先及び申込書設置場所

西木庁舎 都市整備課、田沢湖地域センター地域振

興課、角館地域センター地域振興課、神代出張所

◇添付書類

①入居希望者の住民票謄本１通（省略事項のないも

の・婚姻予定者等は各１通）

②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除

く）又は市県民税世帯証明書１通

③入居希望者全員の前年度分納税証明書各１通

（学生は除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開抽■選考方法：

選（申込人によるくじ引き）を行います。

・・・１２月５日（水）午前１０時◇抽選日時

・・・西木庁舎開発センター２階農林研修室◇抽選場所

１２月１２日（水）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課■問合せ：

TEL（４３）２２９５住宅公園係

第８回 角館混声合唱団定期演奏会

今年は、地元会場で、４部構成で混声合唱（美空ひば

り「真っ赤な太陽」「港町十三番地」他）をお届けします。

友情出演として、コールセドル（田沢）＋お母さんコーラ

スポプラの会（大曲栄町）の皆さんも出演（「千の風になっ

て」他）します。たくさんのご来場をお待ちしております。

１１月１１日（日） １３：３０開場 １４：００開演■日時：

仙北市角館樺細工伝承館 ホール■場所：

佐藤まで。■問合せ：TEL０９０（３６４３）６６９３

定住促進フォーラム
「田舎暮らしのススメ ｉｎ 仙北」

仙北市では、現在重点プロジェクトとして進めている主

要事業についての説明とともに、田舎暮らしの魅力につ

いて、ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターから利根川治

夫先生を講師に迎え、「ふるさと回帰運動の今…」と題し

た講演会を開催します。

定住対策の取り組みである空き家情報やスローライフ

モニターツアーの概要をはじめ、講演会では、全国的に

話題となっている、ふるさと回帰運動の現状について、興

味深いお話を聴くことができると思われます。皆さんのご

来場、心よりお待ちしております。

１１月２１日（水） １０：００～１２：００■日時：

角館樺細工伝承館 １階 総合研修室■場所：

※入場は無料です。駐車場は桜並木駐車場をご

利用ください。（フォーラム参加者は無料）

■内容

・仙北市重点プロジェクトの取組状況について第１部

・定住応援情報「えぐきてけだんし」について

・スローライフモニターツアーの概要について

・講演会 演題「ふるさと回帰運動の今…」第２部

・講師 利根川 治夫氏

一般の方どなたでも参加できます。■参加者：

利根川 治夫 （とねがわ はるお）講師略歴

１９４２年東京都生まれ。１９７５年法政大学大学院博士課程 
経済学専攻所定単位取得。財団法人日本システム開発研究

所・主任研究員などを経て、現在、ＮＰＯふるさと回帰支援・循

環運動・推進支援センター主任研究員、株式会社ふるさと総合

政策研究所主任研究員。編・著書に、『福島県鮫川村における

都市交流事業の歩み』『ヨハネスブルグ・サミットの風～ＮＧＯ・

市民の活動のあしあと～』『伝えていきたい“おふくろの味”郷土

料理』などがある。

仙北市重点プロジェクト推進室■問合せ：

ＴＥＬ（４３）１２４８

第５５回 世古寸喜展 開催（よこずきてん）

すっかり歳末の風物詩として定着した「世古寸喜展」（よ

こずきてん）を今年は「角館交流センター多目的ホール」

を会場に開催します。

市民の皆様の関心も高く問い合わせ等が多くなりまし

た。どうか市外のお知り合いの方々にもＰＲをしていただ

き、皆様お誘いあわせの上ご来場ください。

１２月１日（土）～３日（月）■日時：

※１日．２日は９：００～１６：３０

最終日の３日は９：００～１２：００

角館交流センター 多目的ホール■場所：

同時期にパッチワーク展、晴陽会 日本画展■その他：

も開催いたします。

世古寸喜展世話人会■問合せ：

ＴＥＬ（５４）１１１０（事務局：角館公民館）
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第６回 地域づくり事業
歴史と文化フォーラム in 生保内・田沢

田沢湖はどのようにしてできたのか？宇宙（人工衛星）
から見た湖水の色のなぞ？田沢湖の水を全部吸い上げ
たらどうなるか？
田沢湖から受けている恩恵、人々の生活との結びつ

き、現在そして今後の課題。私たちは田沢湖とどう向き合
っていくか、そのためには先ず田沢湖を良く知らなければ
なりません。皆さんのご参加を心からお待ちしています。

１１月１０日（土） １３：３０～１６：００■日時：
仙北市田沢湖総合開発センター■場所：

基調講演■内容： 第１部
「田沢湖とその周辺」・・・大地に潜むなぞ演題：
：秋田大学名誉教授 狐崎 長琅 氏講師

プレゼンテーション第２部
「田沢湖と人々との絆」テーマ：

メンバー
千葉 薫 氏
（コンピュータ・アシスト・デベロップメント代表取締役）

浦山清悦 氏（ たざわ村副会長理事）NPO
田口達生 氏（田沢湖に生命を育む会代表）
石川 円 氏（ルネッサンス・角館副代表）進行：

ルネッサンス・角館 事務局■問合せ：
（鈴木）TEL（５３）３４４３

講演会の開催
角館高校同窓会「若杉会」・角館南高校同窓会「駒

草会」が主催して、内閣府男女共同参画局長の板東

久美子氏（元秋田県副知事）を講師に迎え講演会を開

催します。市民の皆さまもぜひご参加ください。

１１月１７日（土） １８：００～■日時：

仙北市立角館樺細工伝承館■会場：

内閣府男女共同参画局■講師：

局長 板東 久美子 氏 （元秋田県副知事）

「人材が育つ社会を目指して」■演題：

－家庭・地域・学校・職場・行政の挑戦－

仙北市・仙北市教育委員会■後援：

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・時間 対象地区（角館地区）

月 日 時 間 場 所
１１月２８日（水）

健康管理センター１１月２９日（木） ９：３０～
１１月３０日（金） １１：００
１２月 ３日（月）

仙北市保健課（仙北市健康管理センター内）■問合せ：

TEL（５５）１１１２

参加者募集
『いきいき元気アップ教室』

高齢者の介護予防ためにスエーデンで考案された「ＡＤＬ

高齢者体操」を体験してみませんか！ぜひ、ご参加下さい。

※「ＡＤＬ体操」とは身体の機能を回復し、維持、推進させ

る体操です。

元気で活動的な状態にある６５歳以上の方◆対象者：

１１月１４日（水）・２２日（木）・２８日（水）◆日時：

１２月５日（水）・１２日（水）・１９日（水）・２６日（水）

平成２０年１月９日（水）

（８回シリーズで、１０：００～１１：３０です）

仙北市角館交流センター◆実施場所：

運動しやすい服装・内ズック・タオル１枚◆持ち物：

１１月９日（金）◆申込締切：
スポーツコンサルタント 柴田栄宜 先生◆講師：
（ＡＤＬ対応型高齢者体操研究会上級公認指導者
東北ブロック長）

※初回と最終回のはじめの３０分は、保健師が血圧測
定（健康チェック）をします。

※健康手帳を持っている方はご持参下さい。
仙北市包括支援センター 担当坂本・新山◆申込・問合せ： :
仙北市田沢湖生保内字浮世坂２０
ＴＥＬ（４３）９０７１／ＦＡＸ（４３）９０７０

第２弾

市立田沢湖病院 外来診療のご案内（１１月～）

月 火 水 木 金
内 科 内 科 内 科 内 科 内 科
外 科 外科（大学・日赤） 外 科 外 科 外 科
脳神経外科 整形外科 耳鼻咽喉科 神経内科

（１３：３０～１５：３０） （午 前） （１３：３０～１５：３０） （隔週午前）
皮膚科 呼吸器科 呼吸器科 泌尿器科 皮膚科
（午 後） （午前・午後） （第２・第４ 午前） （１２：００～１４：００） （午 後）

内科・外科の診察は午前中です。午後の診察は２時から総合外来となります。
※平日夜間の夕暮れ診療を試行してきましたが、１１月からは急患のみの時間外診療に変更となります。
ただし、毎週火曜日は日中お仕事などによりご来院できなかった方々にも対応するため、総合外来の延
長という形で当番医師が診察を行います。いずれも時間は午後７時１５分までとなります。なお、土・日・祭
日などの急患につきましては午前８時３０分から午後５時１５分まで日直体制で診察を行っております。

※整形外科の診療は、１１月から毎週火曜日のみとなります。

ＴＥＬ（４３）１１３１※専門外来等の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。 市立田沢湖病院
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№５０-２平成１９年１１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

メタボリック予防講座の開催

今年度の健診の結果はいかがでしたでしょうか？

健診後、生活を見直すことができたでしょうか。わかっ

ていても実行することは、なかなか難しいものです。そこ

で、知って得する健康講座を企画しましたのでぜひご参

加ください。

■日程及び場所：

１１月１４日（水） 田沢湖健康増進センター

１１月２１日（水） 健康管理センター（角館）

受付 １３：３０～１３：５０■内容及び時間：

講話 １４：００～１５：００

演題：「生活習慣病予防の運動と食事」

講師：おおさわ胃腸科内科クリニック

院長 大澤 佳之 先生

※体脂肪も測定できます。測定希望の

方は早めにおいでください。

１１月１２日（月）まで■申込締切：

２０人■募集人数：

ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

「みんなの登校日」

角館高校全日制課程の１１月の「みんなの登校日」を

次のような計画で行いますので、どうかお気軽に学校へ

お出でください。

１１月２８日（水）～３０日（金）の３日間■日時：

８：４０～１５：３０（２９日は１７：１０まで）

■活動内容（教科の授業以外の行事）

２８日（水） １４：３０～１５：２５

・研究授業を公開します。校内授業研究会

２９日（木） １６：００～１７：１０

地域の方との図書館交流

・いのちについてのテーマで、読み聞かせや歌ととも

に世代を超えての自由な意見交換を行います。

３０日（金）

１３：３０～１５：３０大学模擬講義

・大学の先生方１０数名による各専門分野の講義を

受けます。

１３：３０～１５：３０ハングル講座

・社会人講師によるハングル講座です。

※ご来校の際は、玄関に設置の受付簿にお名前をご

記入ください。

※玄関に名札と用紙をおきますので、ご記入のうえ名

札をおつけになって参観をしてください。

TEL（５４）２５６０■問合せ：角館高等学校

仙北市
ウォーキングで健康づくりを！

仲間を誘って みんなで歩きませんか

Part１ ノルディックウォーキング（講習会№１）
～誰でもできる、ストックを活用したウォーキングです。

ただ歩くより４倍も

エネルギー消費があると言われます～

１１月９日（金） １０：００～１４：３０◆日時：

田沢湖スポーツセンター◆集合場所：

センター周辺施設◆活動コース：

１，５００円（昼食代含む）◆参加料：

※ストックはメーカーからレンタルし、料金は５００円です。

伊藤義昭 氏◆講師：

（日本ノルディックウォーキング協会公認インストラクター）

（ ）Part２ ノルディックウォーキング 講習会№１
～生保内川「癒しの渓流」を活用したコースを

みんなで、楽しく、ノルディックウォーキングしませんか！～

１１月２３日（金） ９：３０～１２：００◆日時：

生保内野球場◆集合場所：

生保内野球場・生保内川癒しの森◆活動場所：

１，０００円（ストックレンタル料５００円含む）◆参加料：

佐藤裕之 氏◆講師：

（日本ノルディックウォーキング協会公認インストラクター）

※ストックの準備のため、４日前まで電話にて申込ください。

なお、参加料、レンタル料は当日徴収いたします。

TEL（４６）２００１■申込・問合せ：田沢湖スポーツセンター

田沢湖ウォーキング等健康づくり事業準備委員会

都会の中学生と秋田の農家
元気交流３０年 リレートーク

～和光中学校秋田学習旅行３０周年とこれから～

全国のトップを切って農業体験を実施し、今年９月、３０

回の歴史を刻んだ東京の和光中学校。東京の中学生と

秋田の農家の交流は、数え切れない感動のドラマを紡ぎ

続けてきました。

３０周年を機に、互いに学んだこと、励まされたこと、大

笑いしたことを存分に語りあいたい、そして、教育の未

来、日本農業の未来をも展望したい、そんなリレートーク

を計画しました。

どなた様もどうぞおでかけください。

１１月２３日（金） １６：２０～１８：３０■日時：

たざわこ芸術村・わらび劇場■会場：

※参加費は無料です

＊＊同時開催イベント＊＊＊

１３：００～１４：３０◇新米と新鮮野菜の軽トラ市

◇写真展「笑顔・涙・笑顔」 ◇我が家の宝物「壁新聞」展

１１：００～１３：００／１６：００～１８：３０

３０周年記念実行委員会■問合せ：

（たざわこ芸術村）TEL（４４）２５００
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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

◆①０５０４１－１１０９６７１②制御ソフト開発（常雇）（正社員）
③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市角館町⑥普通自
動車免許一種◆①０５０４１－１１１０７７１②自動車整備士（常
雇）（正社員）③不問④１４５，０００～１４５，０００⑤大仙市⑥
普通自動車免許一種、自動車整備士（２級）◆①０５０４１－１
１１１８７１②営業員（常雇）（正社員）③不問④１８０，０００～２
００，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０１
０－１２２３８３７１②（派）基盤製造《急募》（臨時４ヶ月以上）
（登録型派遣）③不問④１２３，６００～１２３，６００⑤仙北市角
館⑥普通自動車免許一種（通勤用）◆①０５０４１－１１１３９７
１②ホール係（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１６１，
０００～１７５，０００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１１１４１７
１②作業員（常雇）（正社員以外）③不問④１０８，６７５～１１
２，１２５⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１１１５０７１②
生産補助員（常雇）（正社員）③不問④１１９，６００～１１９，６０
０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１１
１８５７１②工程事務（常雇）（正社員）③不問④１１２，６８４～１
２７，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４
１－１１１７６７１②製品加工機オペレーター（臨時４ヶ月未満）
（正社員以外）③不問④１３８，２４０～１３８，２４０⑤仙北市田
沢湖⑥不問◆①０４０６０－２０２８８７１②医療事務（常雇）（正
社員以外）③不問④１２５，０００～１４０，０００⑤仙北市⑥医
療事務資格あれば尚可◆①０５０４１－１１１６３７１②そば調
理及び接客（常雇）（パート労働者）③不問④７００～７００⑤仙
北市田沢湖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。）

◆①０５０４１－１０８２９７１②レジ担当（常雇）（パート労働者）
③不問④６５０～７００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－
１０８３１７１②日配担当（常雇）（パート労働者）③不問④６５０
～７００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１１０１４７１②
薬剤師（常雇）（正社員）③不問④３９１，６６６～５００，０００⑤
大仙市⑥薬剤師免許◆①０５０４１－１０８１２７１②飲食店店
員（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８５０⑤大仙市⑥不
問◆①０５０４１－１０８６６７１②店内接客（常雇）（正社員）③
不問④６５０～７００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種（通勤
用）◆①０５０４１－１０９５５７１②営業事務（常雇）（正社員）③
不問④１６５，０００～１６５，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自
動車免許一種、宅地建物取引主任者◆①０５０４１－１０９６４
７１②土木作業員（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１
７２，５００～１９５，５００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①
０５０４１－１０９７７７１②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◆①０５０４１－１１０８３７１②菓子製造（常
雇）（正社員以外）③不問④１０６，９５０～１１２，１２５⑤仙北
市角館町⑥普通自動車免許一種（ＭＴ）◆①０５０４１－８７９０
７１②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）◆①０５０４１－１０８８４７１②ホール
接客係（常雇）（パート労働者）③不問④８００～８００⑤仙北市
角館町⑥普通自動車免許一種

※平成１９年１０月１９日～１０月２５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

楽しくスポーツ・体力測定 健康講座
参加者募集

運動不足になりがちな冬を前に『ニュースポーツ体験教
室』と『体力測定』をセットで開催します。参加費は無料で
す。ぜひご参加下さい。
■開催日・場所

１１月２０日（火） ９：４５～１２：００
仙北市西木林業斜塔健康増進施設（クリオン横体育館）

１１月２８日（水） ９：４５～１２：００
仙北市神代市民体育館

■内容（日程）
１０：００～◇血圧測定
１０：１５～◇ニュースポーツ体験教室

・スマイルボーリング ・ペタンク ・フライングディスク等

１１：１５～◇体力測定

スポーツができる服装・内履き（ズック）■服装・持ち物：

一般男女（健康な方）■参加資格：

各開催日とも約３０人■参加定員：
仙北市教育委員会生涯学習課まで■申込方法：

・郵便・電話で申込ください。FAX
１１月１９日（月）■申込締切：
仙北市教育委員会 生涯学習課■申込・問合せ：

〒０１４－０３９２ 仙北市角館町東勝楽丁１９番地
TEL（４３）３３８３／FAX（５４）１７２７

第２回 仙北市ボランティアまつり

第２回仙北市ボランティアまつりを開催します。バザー

やアトラクションなど、みんなで楽しめるイベントですの

で、お気軽にお立ち寄りください。
１１月２３日（金） １０：００～１５：００■日時：
仙北市角館交流センター■会場：

■内容
◇講演 ◇ボランティア活動紹介
◇紙芝居等の“子どもコーナー”
◇バザー、食堂の“販売コーナー” ◇アトラクション
◇体験コーナー ◇相談コーナー

TEL（５２）１６２４■問合せ：仙北市社会福祉協議会

神代中学校還暦を祝う会
特別講演会 開催浅利 香津代

神代中学校創立６０周年記念「神代中学校還暦を祝う会」

では、秋田県出身の俳優で舞台、テレビ、映画で活躍されて

いる浅利香津代さんを招き、特別講演会を開催します。

入場は無料です。市民の皆さまもぜひご参加ください。
１１月７日（水） １４：００～■日時：
神代中学校 体育館■会場：
浅利香津代 特別講演 演題「ふるさとと私」■講演：

女性の起業パワーで元気に営業中！

テント YOU･ME 市
ゆ め

大仙市が内閣府との共催で開催する男女共同参画宣言
都市記念フォーラムにあわせ、隣接会場で「テント ・YOU
市」を開店します。ぜひお出かけください。ME
１１月１７日（土） １１：００～１６：００■日時：
大曲中央公民館 横 特設会場（大曲日の出町）■会場：


