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№５１-１平成１９年１１月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

農業所得申告に係る収支計算説明会の
（ ）開催について 農業所得簡易計算の廃止

平成１９年分の申告（平成２０年２月からの申告）から

農業所得簡易計算（農業所得標準）が廃止され、農業所

得の申告は、すべて収支計算となります。

スムーズに収支計算ができるように、次の日程で説明

会を開催しますので、ご出席ください。

■日時及び会場

１２月１１日（火） １０：００～１１：３０

西木総合開発センター２階（集会室）

１２月１２日（水） １０：００～１１：３０

田沢湖総合開発センター１階（大集会室）

１２月１４日（金）１０：００～１１：３０／１３：３０～１５：００

角館交流センター（多目的ホール）

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

生ごみ処理機購入費の補助金を交付します

生ごみの排出量の増加が著しいことから、生ごみ処理

による資源の再利用促進を図ることを目的に、生ごみ処

理容器・電動式生ごみ処理機の購入費に対して、補助金

を交付しております。

■補助の要件

◇仙北市民であること。

◇処理物が猫や犬に食い荒らされない構造であること。

◇耐水・耐久性の材料であること。

◇容量は１００㍑以上であること。（コンポスト）

購入費用（消費税を含まない）の２分の１の額■補助金の額：

（但し、上限２０，０００円、１００円未満切り捨て）

■交付申請に必要なもの

◇領収書・保証書・住民票の写し ◇申請者の印鑑

■問合せ、申請窓口

ＴＥＬ（５４）３３０５仙北市環境保全センター

ＴＥＬ（４３）３３０８仙北市環境防災課

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

税務課からのお知らせ
１１月３０日（金）に日中仕事等で税金を納付

できない方のために夜間窓口（納税相談も可）を

開設いたします。田沢湖・角館・西木各庁舎にて

午後５時１５分～午後８時まで開設しますので、

ぜひご利用ください。

仙北市
市立田沢湖病院職員募集案内

受験申込は まで１２月１８日（火）
◆募集する職種及び採用予定人員

（１）診療放射線技師 １名［新卒者又は経験者］

（２）臨床検査技師 １名［新卒者又は経験者］

◆受験資格
平成２０年３月卒業見込みの学生で免許取得見込みの者

または現に免許を有し医療機関等にて経験がある者。

作文試験、面接試験、身体検査を行います。◆試験方法：
文書表現力等について試験を行います。▽作文＝

個別面接により人物について試験を行います。▽面接＝

提出を求める健康診断書により職務遂行に必▽身体検査＝

要な健康度を有するかどうかについて検査を行います。

◆試験日時と場所
１２月２７日（木） １３：００受付開始▽日時＝

１３：２０～試験説明、作文、面接

市立田沢湖病院会議室▽場所＝

◆合格から採用まで
合格者は任用候補者名簿に登載され、その中から採用者

が決定されます。この名簿からの採用は、平成２０年４月１日

以降平成２１年３月３１日までになります。

◆受験手続き

▽申込用紙の請求
申込用紙は市立田沢湖病院総務管理課まで請求して下さ

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（Ａ４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記載し、受験票には最近撮影した

上半身、脱帽、正面向、縦６㎝横４．５㎝の写真を貼り、自

己紹介書及び健康診断書（胸部診断要）を提出して下さ

い。郵送の場合は封筒に「職員採用試験申込」と朱書きし、

受験票返信用として宛名を明記し８０円切手を貼った定型

封筒を同封して下さい。（同封されていない場合には受験

票は送付されません）

１１月２０日（火）～１２月１８日（火）▽受付期間：

市立田沢湖病院 総務管理課◆問合せ（受験申込）：
〒０１４－１２０１

秋田県仙北市田沢湖生保内字浮世坂１７－１

ＴＥＬ（４３）１１３１／ＦＡＸ（４３）１４６６

個人事業税（２期）の納期限は

月 日（金）です１１ ３０

１１月は個人事業税（２期）の納期です。

最寄りの銀行・郵便局・農協等で忘れずに納付してください。

また、県内の銀行・信用金庫・労働金庫・農協など（郵

便局は不可）に預金口座があれば、口座振替が利用でき

ます。「申込はがき」は当部または金融機関窓口に備え付

けてありますので、ご利用ください。（口座振替は、申込の

翌年度からになります）

秋田県仙北地域振興局県税部■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）５２２２
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市営住宅入居者募集

１１月２６日（月）まで■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。
（単身者の方については申し込み条件がありますので、
事前に都市整備課へご連絡ください）

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

角館音頭踊ろう会・会場変更のお知らせ

角館音頭踊ろう会の活動について、１２月より練習会場
を角館交流センター和室に変更いたします。ただし、１月
の練習は休みとなりますので、よろしくお願いします。

毎月第３日曜日 １３：００～■練習日時：
角館交流センター和室■練習場所：
角館音頭を踊ろう会■問合せ：

TEL（５５）２８１３代表 雲雀リヨ子

スポーツチャンバラ教室・大会開催

１１月２４日（土） ９：００～１２：００■日時：
角館総合型地域スポーツクラブ体育館■場所： NPO

５００円（保険代） ■持ち物：ズック、汗ふきタオル■会費：
角館 ・ ・ 事務局：狐崎■申込・問合せ： NPO S T S

TEL／FAX（５４）１５０５・TEL０９０（４５５５）３７６８

特別支援教育研修会のお知らせ

特別支援学級に子どもが在籍する保護者や発達が気が

かりな子どもの保護者とともに、就学、進路などについて共

に学び考えながら連携をはかることを目的に、「仙北市特別

支援教育の会」と「仙北市教育委員会教育研究室特別支援

教育研究委員会」が主催して、下記の研修会を行います。興

味のある方は是非参加下さるようお願いいたします。

１１月２７日（火） １６：００～１７：００■日時：

仙北市角館交流センター 第一研修室■会場：

■内容（ ）講演会

大仙市立北神小学校校長 石山憲二 先生講師：

「特別支援教育のこれからの方向」演題：

園・小･中学校の希望する保護者等・仙北市特別対象：

支援教育の会の会員・仙北市教育研究室特別支

援教育研究委員会委員

保護者の方を含めて一般の参加者の方は、■参加申込：

当日の受付のみとし、事前の申込は不要です。

仙北市教育委員会教育研究室■問合せ：

担当：田口和典TEL（４３）３３８７

「元気なふるさと秋田づくり県民運動」
顕彰事業

秋田県仙北地域振興局では、自主的・主体的に地域づ

くり活動に取り組んでいる団体・個人を募集しています。

応募いただいた中から選考のうえ受賞者を決定し、表

彰いたします。

１１月１６日（金）～１２月２１日（金）■募集期間：

■表彰対象

①大仙市、仙北市及び美郷町において地域のための

活動に継続的に取り組んでいる。

②その活動が、今後も地域で取り組まれると見込まれ

るとともに、他の模範となっていること。

表彰を受けようとする団体・個人は、推薦調■募集方法：

書を仙北地域振興局に提出してください。

（他薦も可）

秋田県仙北地域振興局 県民生活班■連絡・問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）５１１４

司法書士総合相談センター大曲
無料相談会

秋田県司法書士会では毎月第３水曜日に大曲地区で
無料相談会を開催しておりましたが、１１月から第４水曜
日に変更となりました。
■相談内容

不動産・会社・法人の登記、多重債務、成年後見人等
１１月２８日（水） １８：００～２０：３０■開催日：
１２月２６日（水） １８：００～２０：３０

（大仙市大曲日の出町１－２３－３）■場所：サンクエスト大曲
※面談による相談（事前に必ず電話による予約が必要です）

毎月先着順に６件まで

司法書士総合相談センター大曲（予約専用電話）
TEL０１８（８２４）００５５

TEL０１８（８２４）０１８７■問合せ：秋田県司法書士会
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秋田岩手観光フォーラム開催

「視点を変える！」～人の心をつかむために～をテーマ
に、秋田岩手広域地域連携観光交流推進協議会が主催
して秋田岩手観光フォーラムを開催します。

１１月２４日（土） １０：１５～１５：００■日時：
岩手県雫石町 中央公民館ホール■場所：

■プログラム
１０：３０～◆基調講演

小菅 正夫 氏（旭山動物園園長）講師：
新しい動物園の実践～主役は動物～演題：

【講師略歴】
北海道大学獣医学部卒業後、旭川市旭山動物園に就職。
飼育係長・副園長などを歴任し、１９９５年園長に就任。一時
は閉園の危機に立った旭山動物園を再建。日本最北にして
日本一の入場者を誇る動物園に育て上げた。

１３：００～◆パネルディスカッション
テーマ：「この地域、どう見（魅）せる！」
●コーディネーター
ＮＰＯ法人秋田岩手横軸連携交流会副理事長

賢木 新悦 氏
●パネリスト
旭山動物園園長 小菅 正夫 氏
スポーツ・レジャープロデューサー 土屋 朋子 氏
岩手県雫石町長 中屋敷 十 氏
秋田県北秋田市副市長 佐藤 修助 氏
秋田県仙北市副市長 東海林文和 氏
無料（どなたでも参加できます）■参加費：

■その他

◆１２：３０～雫石の郷土芸能披露

◆参加者昼食用として、地域の「うまいもの」ブースを出店

します。（１１：００～１４：００）

・出店予定者

雫石町：「ひっつみ」、「おにぎり」

北秋田市：「なんこ鍋（馬肉の煮込み）」、

仙北市：「山の芋鍋」

横手市（特別参加）：「横手焼きそば」

◆観光ＰＲブース・写真展の開設します。

仙北市観光課■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３５２／ＦＡＸ（５４）４１０２

１２月１日は「世界エイズデー」
～ 秋田でエイズ患者が急増 ～！！

大仙保健所では、世界エイズデー当日にエイズや性感染

症に関する相談・検査を実施しますのでご活用ください。

※秋田では、平成１６～１８年でエイズ患者・感染者の届出は６件で

したが、平成１９年は１～９月で６件ありました。

１２月１日（土） ９：００～１２：００■日時：

※通常、毎月第１、第３木曜９：００～１０：３０

第３木曜は夜間１７：３０～２０：００も行っております。

※随時、電話相談に応じております。

大仙保健所■場所：

無料■検査料：

匿名可能（事前に予約が必要です）■申込：

大仙保健所 疾病予防・医薬班■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）３４０３

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律に基づく基礎調査実施について

次の箇所を基礎調査いたします。
■平成１９年度基礎調査箇所
◇急傾斜地：下高野３号・堂ノ前・供養仏１号・造道
◇土石流：町田沢

仙北地域振興局建設部河川砂防課■問合せ：
ＴＥＬ０１８７（６３）８１４１

漢字検定してみませんか？

文部科学省認定の「漢字能力検定」を行います。どなたで

も参加出来ます。自分の漢字力を試してみませんか。

平成２０年１月１９日（土）１０時～■日時：

西木公民館 ２階 大会議室■会場：

２級 ４，０００円■検定料：

準２級～７級 ２，０００円

８級～１０級 １，５００円

◇級の目安◇
１０級（小１終了程度） ９級（小２終了程度）
８級（小３終了程度） ７級（小４終了程度）
６級（小５終了程度） ５級（小６終了程度）
４級（中学校在学程度） ３級（中学校卒業程度）
準２級（高校在学程度） ２級（高校卒業程度）

受験料を添えて西木公民館まで■申込：

１２月１４日（金）１７：００（厳守）■申込締切：

２０人～４０人■参集範囲：

（受験希望者が２０人に満たない場合は開催出来ません）

ＴＥＬ（４７）３１００■問合せ：西木公民館

文章表現講座 開催

日常生活でのちょっとした文章の綺麗な表現、学生の
作文や小説の書き方、文章表現と口頭表現の違いなどに
ついて学習します。

１２月～３月の第２・第４木曜日 全８回■日時：

時間は１３：００～１５：００です

西木公民館（西木町門屋字漆原８９－２）■場所：

浅利 佳一郎 氏■講師：

無料■参加費：

紙と筆記用具■持ち物：

西木公民館■申込・問合せ：
ＴＥＬ（４７）３１００／ＦＡＸ（４７）３１４０

平成１９年度

仙北市交通安全市民大会開催
１２月１日（土）午後２時から仙北市民会館で仙北市

交通安全市民大会が開催されます。
市民のみなさまのご参加をお願いします。

つなごう 優しさ 心の輪
～犯罪被害者等にご理解を～

毎年１１月２５日～１２月１日は「犯罪被害者週間」で
す。誰もが、犯罪や交通事故の被害者になる危険性が
あります。地域が一体となって、犯罪防止や被害者のた
めに何ができるかを、この機会に考えてみましょう。
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就学援助についてのお知らせ

就学援助は、子どもたちが学校で楽しく勉強できるよ
う、学習に必要な費用を援助する制度です。経済的にお
困りになるような理由が発生した場合は、いつでも受け付
けいたします。
■援助を受けることができる方

次の理由により経済的にお困りのご家庭で、援助を希

望し、教育委員会が認めた方。

（１）生活保護の停止または廃止になった方

（２）住民税・固定資産税・個人事業税・国民健康保険税

の減免の扱いを受けている方

（３）住民税非課税の扱いを受けている方

（４）国民年金保険料の免除の扱いを受けている方

（５）児童扶養手当の支給を受けている方

（６）生活福祉資金による貸付を受けている方

（７）保護者が就業できなかったり、災害、長期療養、その

他特別な事情で経済的に困っている方

■援助の内容

対象は、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅

行費、給食費、医療費（学校から治療の指示のあったも

の）などです。

奨学資金貸費生徒募集の概要
・仙北市奨学資金市の奨学金
・田沢湖町奨学金貸付基金

貸付限度額（月額）
●大学（大学院含む） 国公立 ３５，０００円

私 立 ４０，０００円
●短大・専門学校 ３５，０００円
●高校 １２，０００円

・角館町育英会民間団体の奨学金
貸付限度額（月額）
●大学生奨学生（短大、専門学校、大学院を含む）

４０，０００円
●高等学校奨学生 ２０，０００円以内

平成２０年度から卒業の月まで◆貸付期間：

※申込期間、提出書類等が決まり次第「広報せんぼく」

に掲載いたします。なお、詳しくは教育委員会学校教

育課（ ）へお問い合わせください。TEL（４３）３３８２

各学校および市教育委員会学校教育課■申請・問合せ：

平福記念美術館 伊藤昇展 開催中！
田沢村（現仙北市田沢湖）生まれの日本画家、伊藤

昇画伯（１９１２～１９９３）の展覧会が、平福記念美術
館で開催されています。
伊藤画伯は、旧制角館中学校（現角館高校）第１期生

で、平福百穂の晩年の弟子として絵を学びました。また、
美術教育者として神奈川県内で高校教師を務め、「昇美
会」を主宰し、広く美術教育に尽力されました。
この度、ご遺族より寄託を受けた作品に加え、ご遺族

が大切に管理されている画伯のスケッチや遺品等をお借
りすることができ、今展覧会開催の運びとなりました。
仙北市民の方は無料です。この機会にぜひ伊藤画

伯の心安らぐ作品をご堪能ください。
１１月３日（土）～１１月２５日（日）※会期中無休■会期：

TEL（５４）３８８８■問合せ：平福記念美術館

コツ骨教室（骨粗しょう症予防教室）
開催のお知らせ

「骨粗しょう症」ひと昔前までは、一種の骨の老化現象

としかとらえられていませんでしたが、今はその予防法や

治療法が進歩しています。

「人生７０年や８０年は当たり前」といわれる現

代、できるだけ骨が弱るのを食い止め、いつま

でも若々しく活動的でいられるためにはどうし

たらよいのか、一緒に学んでみませんか。

■日程及び場所

仙北市健康管理センター（角館）◇１１月２９日（木）

仙北市田沢湖健康増進センター◇１２月 ５日（水）

■内容及び時間

１３：００～１３：２０ （終了予定１５：００頃）◇受付

「検査結果の見方と骨を丈夫にするコツ」◇講話

秋田県総合保健事業団医師 浜出 直人 先生◇講師

１１月２６日（月）まで■申込締切：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

市立角館総合病院 市民公開講座

「広報せんぼく１１月号」でご紹介いたしました１１月２２日

の工藤進英教授公開講座の講演内容が次のとおり変更に

なりましたのでお知らせします。

１１月２２日（木） １９：００～２０：００■日時：

仙北市立角館樺細工伝承館■場所：

※日時と場所については変更ありません。

■内容

１９：００～１９：３０

演題：「今、増えている大腸がん」

講師：昭和大学横浜市北部病院副院長

消化器センター長 工藤 進英 教授

１９：３０～２０：００

演題：「大腸がんを防ぐ決め手は検診です。」

講師：国立がんセンターがん予防・検診研究センター

検診技術開発部 斎藤 博 先生

市立角館総合病院 （５４）２１１１■問合せ： TEL

市立角館総合病院

クリスマスコンサート

月 日（木） （入場無料）日時：１２ ６ １５：３０～１６：３０
市立角館総合病院 外来ホール場所：

今年度は、Ｅｖｅｒｌｙ（エバリー）の４人をお迎えして

コンサートを開催します。クリスマスソング他の演奏を

お楽しみください。

皆さまぜひおいでください。

◆Ｅｖｅｒｌｙ（エバリー）

培ったクラシックの要素を生かし、今、音楽シーンに新しい

風を巻き起こす。４人で１０以上の楽器＆ヴォーカルを使い、

常識に捕われることなく演奏。まさに「ミュージックエンターテイ

メント」。多くのテレビ、ラジオに出演しています。

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院
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№５１-２平成１９年１１月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

月 日 定住促進フォーラム開催！１１ ２１
「田舎暮らしのススメ ｉｎ 仙北」

前回のお知らせナビでも紹介したとおり、仙北市の定
住対策について、市民と行政が共に考えるために、定住
促進フォーラムを開催します。
フォーラムでは、空き家情報やスローライフモニターツ

アーなどの定住対策の取組状況について報告するととも
に、ＮＰＯふるさと回帰支援センターの利根川治夫先生を
講師に迎え、「ふるさと回帰運動の今…」と題した講演を
予定しています。
多くの皆さんのご来場を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 総合研修室（入場無料）■場所：

※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
第１部 仙北市の定住対策の取り組み

・仙北市重点プロジェクトの取組状況について

・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

第２部 講演会

・演題 「ふるさと回帰運動の今…」

・講師 ＮＰＯふるさと回帰支援センター

主任研究員 利根川 治夫 氏

一般の方どなたでも参加できます。■参加者：
仙北市重点プロジェクト推進室■問合せ：

ＴＥＬ（４３）１２４１

第２回仙北市ボランティアまつり

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
◆開会 西木栗っこ太鼓のみなさん

「日常生活に学ぶ災害ボランティア活動」◆講演

秋田県ボランティア団体連絡協議会講師

会長 菅原 雄一郎 氏

◆ボランティア活動紹介コーナー

◆子どもコーナー（紙芝居など子どもたちが楽しめるコーナー）

◆バザー（手作り工芸品、コーヒー、リサイクル品などを販売）

◆相談・体験コーナー（健康・介護に関する相談、救命救急体験）

◆食堂（ボランティア手作りの温かい「うどん」「そば」を販売）

◆アトラクション（白岩小アンサンブルミュージック、角館南高校

吹奏楽部、地域の芸能ボランティアのみなさん）

お気軽にお立ち寄りください！

TEL（５２）１６２４■問合せ：仙北市社会福祉協議会

仙北市
人権・いじめ・困りごと相談所の開設

１２月４日～１０日は人権週間です
秋田地方法務局大曲支局、大曲人権擁護委員協議会

が主催する相談所を開設します。

相談は無料で、秘密は守られます。

※時間はいずれも１０：００～１５：００です。■日時・会場

北市役所角館庁舎 西側庁舎１２月５日（水）

※１２月４日の予定でしたが ５日 に変更となりました。

仙北市田沢湖総合開発センター１２月５日（水）

社会福祉協議会 西木福祉センター１２月７日（金）

◎次のような悩みごと・困りごとはありませんか？

●近隣との争いごと ●子どもや高齢者の虐待

●登記・戸籍・相続・扶養等の問題

●借地・借家の問題 ●押しつけやいやがらせ

●名誉・信用を傷つけられたとき

●いじめや体罰 ●配偶者からの暴力

●結婚・離婚の強要・妨害

※人権擁護委員の自宅と秋田地方法務局大曲支局では

いつでも相談に応じています。

TEL ０１２０（００７）１１０■ 子どもの人権１１０番

TEL ０５７０（０７０）８１０■ 女性の人権ホットライン

生保内川恋歌CD化決定！！

１０月７日に仙北市民会館で行われた「癒しの渓流フォー

ラム」にて発表されました『生保内川恋歌』を、この度 化CD
することとなりました。

化にあたり地域の皆さまのご意見、ご協力をいただCD
きたく説明会を行います。ぜひご参加ください。

１１月１９日（月） １８：００～２０：００■日時：

仙北市田沢湖総合開発センター １ 「大集会室」■場所： F
法人癒しの渓流・里・まちネット■主催・問合せ： NPO

生保内川恋歌 製作実行委員会CD

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。

◆ワープロソフト応用（Excel）講習

の２日間 定員１０名１２月４日（火）・５日（水）
◆のみ・かんな刃物研磨講習

の２日間 定員１０名１２月１２日（水）・１３日（木）
◆Excelによる勤務管理講習

の２日間 定員１５名１２月１２日（水）・１３日（木）
◆ 実務講習Illustrator CS

の２日間 定員１０名１２月１７日（月）・１８日（火）

◆Excelによる売り上げ管理講習

の２日間 定員１５名１２月１９日（水）・２０日（木）

※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（テキスト代は別途）■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（６２）３６８０
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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

◆①０５０４１－１１６４０７１②店舗スタッフ（レジ担当）（臨時４ヶ月以上）
（パート労働者）③不問④６５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－
１１６５３７１②売店スタッフ（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１
２４，８００～１４４，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－１１６６
６７１②事務補助員（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１２４，８
００～１４４，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４
１－１１６７５７１②事務補助員（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問
④１２４，８００～１４４，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種
◆①０５０４１－１１６８４７１②調理補助及び洗浄係（臨時４ヶ月未満）
（正社員以外）③不問④１２４，８００～１４４，０００⑤仙北市田沢湖⑥
不問◆①０５０４１－１１６９７７１②託児・清掃係（臨時４ヶ月未満）（正
社員以外）③不問④１２４，８００～１４４，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問
◆①０５０４１－１１７０９７１②事務補助及びレストラン業務補（臨時４ヶ
月未満）（正社員以外）③不問④１２４，８００～１４４，０００⑤仙北市田
沢湖⑥不問◆①０５０４１－１１７１１７１②設備管理係（常雇）（正社員）
③不問④１６０，０００～２８０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４
１－１１７２０７１②経理事務員（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～
７００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種、パソコン表計算可、パソコン
ワープロ可◆①０５０４１－１１７３３７１②事務（常雇）（パート労働者）③
不問④６７５⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－
１１７４６７１②電気設計（常雇）（正社員）③不問④１７５，０００～４５０，
０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１１７５５
７１②機械設計（常雇）（正社員）③不問④１７５，０００～４５０，０００⑤
仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１１７６４７１②介
護職員【急募】（常雇）（パート労働者）③不問④７５０～７８０⑤仙北市
田沢湖⑥ホームヘルパー２級◆①０５０８０－１７６３１７１②【請】清掃
係（常雇）（正社員以外）③不問④１４１，１００～１５２，６００⑤仙北市⑥
不問◆①０３０４０－３５９８７７１②販売員（臨時４ヶ月以上）（パート労
働者）③不問④７２０⑤仙北市⑥不問◆①０３０４０－３６０５３７１②販
売員（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④６８０～７００⑤仙北市
⑥不問◆①０５０１０－１２８８８９７１②ゲート見張員（臨時４ヶ月以上）
（正社員以外）③１８歳以上（省令号）④１１９，３５０⑤仙北市⑥自家用
車通勤できる方◆①０５０１０－１３１２３９７１②（派）機械設計技術者
（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◆①０５０４１－１１７７７７１②除雪オペレーター（臨時４
ヶ月未満）（パート労働者）③不問④１，０００～１，５００⑤大仙市⑥普
通自動車免許一種、大型特殊自動車免許尚可◆①０５０４１－１１７８
８７１②タイヤ交換作業員（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④２
００，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種、大型自動車免許
あれば尚可

※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。）

◆①０５０４１－１１０９６７１②制御ソフト開発（常雇）（正社員）③不問④
１５０，０００～２００，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆
①０５０４１－１０９８８７１②送迎係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③
不問④１０８，０００～１４４，０００⑤仙北市田沢湖⑥大型自動車免許
一種、大型特種自動車一種◆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◆株式会社セレクトラ①０５０４１－１０７７３７１②生産技術員（常雇）
（正社員）③不問④１２６，３５２⑤仙北市田沢湖⑥不問

※平成１９年１１月２日～１１月８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

第１５回秋田県高等学校総合文化祭
郷土芸能・日本音楽合同発表会

郷土芸能・日本音楽合同発表会が開催され、角館高校

他県内高校が出演します。ぜひご覧ください。

１１月２３日（金） １２：００開場 １２：３０開演■日時：

大仙市中仙市民会館 ドンパル■場所：

：３００円■入場料

TEL（５４）２５６０■問合せ：角館高等学校

TEL（４３）３３０９角館地域センター総合窓口課 奥田

元気なふるさと秋田づくり活動支援事業
仙北弁VS仙台弁 お国言葉ルネッサンスⅣ

「仙北弁」代表２名と「仙台弁」代表２名による言葉自慢
トークを繰り広げ、言葉の共通性や違いのおもしろさ、奥
深い魅力を探る。仙台を拠点に東北弁の演劇活動を展開
するシェイクスピア・カンパニーによる「破無礼（はむれ）」
の公演記念にともなう交流フォーラム。東北弁の共通性と
思わぬ違いを発見することで、相互の魅力を再発見。

１２月９日（日） １６：００～■日時：

たざわこ芸術村 小劇場■場所：

５００円■参加費：

仙北市・地域文化を考える会 代表 遠藤康■主催：

TEL（４４）３９１５■申込・問合せ：わらび劇場

「新しい入国審査手続」に
ご協力をお願いします

テロ未然防止の対策として平成１８年５月２４日に「出入国
管理及び難民認定法」が一部改正され、本年１１月から「新し
い入国審査手続」が導入されることになりました。１１月２０日
から全国一斉に開始されることになっていますので、空港で
のスムーズな入国審査にご協力をお願いします。
変更される点は、「外国人が日本に入国する際、指紋と写
真情報を提供していただく」ことで、既に日本に滞在している
外国人が再入国する場合も含め、ほぼ全ての外国人（特別
永住者、１６歳未満者等の免除者を除く）が対象となりますの
で、ご家族、職場の外国人の方にもお知らせください。

仙台入国管理局総務課■問合せ：
TEL０２２（２５６）６０７６ URL http://www.immi-moj.go.jp/

冬休みジュニアロースクール

弁護士と一緒に裁判所で刑事裁判を傍聴し、刑事模擬
裁判を体験してみよう。

１月１０日（木） １０：００～１６：３０■日時：
秋田弁護士会（秋田市山王６－２－７）■場所：
秋田県内在住の中学生・教員■対象：
中学生２４名、教員１０名（応募多数の場合は抽選）■定員：
無料■受講料：

※裁判所で刑事裁判が実施されない場合には 視VTR
聴に代替えすることがあります。
事前申込必要。１２月１７日（月）まで秋田弁護士■申込：

会事務局へ申し込んでください。
秋田弁護士会事務局■問合せ：

〒０１０－０９５１ 秋田市山王６－２－７
TEL０１８（８６２）３７７０


