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№５６平成２０年２月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

冬期間の水道凍結防止について

冬期間は、水道管の凍結が心配されます。

天気予報などで寒くなる予報の時は、水

抜き栓を操作するなどして、水道管が凍ら

ないようご注意ください。もし凍ってしまった

ら、水道工事店にお問い合わせください。

なお、冬期間、積雪によりメーター検針ができない場

合、概算での請求になりますのでご了承ください。

水道の漏水による料金の減免について

自宅の水道の漏水を修理したときは、水道料金が減免に

なります。この場合、『仙北市指定給水装置工事事業者』の

指定を受けている業者が修理した場合に限り、料金の減免

となりますのでご注意下さい。

なお、業者の問合せ、不明な点は下記までお電話下さい。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局 業務課

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の

請求期限は までです平成２０年３月３１日
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成１７年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、特別弔慰金が支給されます。

対象となるご遺族の方でまだ請求されていない方は、

下記請求窓口へ問合せの上、請求してください。

額面４０万円、１０年償還の記名国債■給付内容：

■請求窓口

TEL（４３）１１４７田沢湖地域センター 総合窓口課

TEL（４３）３３０９角館地域センター 総合窓口課

仙北市福祉事務所 社会福祉課（西木庁舎）

TEL（４３）２２８８

市立角館総合病院からのお知らせ

最近、市立角館総合病院の職員名を語り、病院では頼

んでいないタクシー等を依頼する悪質ないたずらがありま

した。今後も同様のケースが想定されますので、病院から

物品納入等の依頼があった場合でも、不審と思われる場

合は市立角館総合病院まで問い合わせいただきますよ

うお願い致します。

TEL（５４）２１１１市立角館総合病院

仙北市
市営住宅入居者募集

２月１日（金）～２月２９日（金）■募集期間：

いずれも平成１９年１２月新築■募集住宅：

３ １階◇公園南１号団地 Ａ－１ LDK
３ １階◇公園南１号団地 Ａ－２ LDK
３ １階◇公園南１号団地 －１B LDK
３ １階◇公園南１号団地 －２B LDK

・田沢湖生保内字武蔵野１０５－１０５８

・月額家賃 ２５，６００円～（所得額による）

・月額駐車料は家賃に含む（１世帯１台まで）

３ ２階◇公園南１号団地 C LDK
３ ２階◇公園南１号団地 D LDK

・田沢湖生保内字武蔵野１０５－１０５８

・月額家賃 ２７，３００円～（所得額による）

・月額駐車料は家賃に含む（１世帯１台まで）

※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。

３月１２日（水）午後２時◇抽選日時・・・

田沢湖庁舎 ３階 第４・５会議室◇抽選場所・・・

４月１日（火）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課 住宅公園係■問合せ：

TEL（４３）２２９５／FAX（４７）２１６６（代）
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パソコン講座受講生（２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、インターネット

の利用、メールの送受信など

２月１３日（水）、１４日（木）、■日時：

２０日（水）、２１日（木）

１３：００～１６：００

（２日間）＜ワードで案内状を作ってみよう＞
※対象：基本操作を習得している方

２月２７日（水）、２８日（木）■日時：

１３：００～１６：００

仙北市総合情報センター研修室（角館町）■場所：

※降雪量によっては駐車場が大変混み合う場合があり

ます。

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３月まで

同じものを使用します。

各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

TEL（４３）３３３９

とんぼ玉作り体験教室開催

いろんな色のガラスをとかして、オリジナルのガラス玉

を作ります。ネックレスやストラップにもアレンジできます。

初めての方でも楽しく作れますよ。

２月１４日（木） 午前の部 １０：００～■日時：

午後の部 １４：００～

１，５００円（ひも類は別途です）■材料代：

西木公民館■会場：

浅利めぐみ（ＡＭあてい工房）■講師：

木綿のエプロン■持ち物：

２月１３日正午までに西木公民館へ■申込・問合せ：

TEL（４７）３１００

ヨーガ教室受講者募集

ストレッチヨーガの教室です。寒さで硬くなりがちな肩や

腰、体全体のストレッチです。ぜひ続けてみませんか。

途中からでも参加できます。

２月１５日（金）から３月２８日までの毎週金曜日■日時：

１０：３０～１１：３０

西木公民館■会場：

小松尚子さん（大仙市）■講師：

なし■経費：

下に敷くバスタオル■持ち物：

TEL（４７）３１００■申込・問合せ：西木公民館

２００８田沢湖高原雪まつり出店について

２月２２日（金） １８：００～２１：００■出店日時：

２３日（土） １０：００～２１：００

２４日（日） １０：００～１５：００

※開始時刻には販売できるようご準備下さい。

たざわ湖スキー場特設会場■出店会場：

（スキーセンターレラ横）

２０区画（区画割は主催者が決定します）■募集区画：

テント０ ５張（３．６ｍ×５．４ｍの半分）■店舗スペース： .
※机２個 椅子２脚は実行委員会で準備します。

１００００円。（電気使用の場合は１０００円追加）■出店料： , ,
※初日に現地にて徴収いたします。また、３日間悪

天候等で中止になった場合は返金いたしますが、

１日でも開催した場合は、申し訳ございませんが、

返金いたしません。

①仙北市商工会員、西木観光協会員、■出店資格：

角館町観光協会員、田沢湖観光協会員、

田沢湖物産協会員のほか、主催者が認

めた出店者

②３日間の出店が可能である事

２月１４日（木）までに所定の申込書により■申込期限：

等でお申込下さい。なお、２０店舗以上の応FAX
募があった場合は抽選で出店者を決めさせていた

だきます。

■申込・問合せ

田沢湖高原雪まつり事務局（田沢湖観光協会 ）

〒０１４－１２０１仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３９

仙北市田沢湖第２庁舎

TEL（５８）００６３／FAX（４３）０３１１

「太巻き寿司と寒天作り教室」受講者募集

２月２１日（木） ９：３０～１２：００■日時：

仙北市就業改善センター（神代）■場所：

５００円（材料代として）■参加費：

２０名（定員になり次第締め切ります）■定員：

エプロン、筆記用具■持ち物：

２月１２日（火）～１８日（月）まで電話で申込み下さい。■申込：

（土日を除く ８：３０～１７：００ まで）

TEL（４３）１０６１■申込先：田沢湖公民館

（氏名、住所、電話番号をお知らせ下さい）

「笹葉餅・菱餅・大福作り教室」受講者募集

２月２８日（木） ９：３０～１２：００■日時：

仙北市就業改善センター（神代）■場所：

５００円（材料代として）■参加費：

２０名（定員になり次第締め切ります）■定員：

エプロン、筆記用具■持ち物：

２月１９日（火）～２５日（月）まで電話で申込み下さい。■申込：

（土日を除く ８：３０～１７：００ まで）

TEL（４３）１０６１■申込先：田沢湖公民館

（氏名、住所、電話番号をお知らせ下さい）
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みんなでコブをやっつけろ！！

デモンストレーターの藤田潤子と、秋田県デモンスSAJ
トレーターの石塚寿幸の現役選手２名が、小回りの基本

からコブを滑るコツまでしっかりレクチャーします。

優しい条件の中でのトレーニングか

ら始めて、実戦につながるような良い

感覚をつかんでみませんか。

ビデオ撮影も予定していますので、

自分の滑りを客観的にチェックしてみましょう！

２月９日（土）～１０日（日） ※９日 ９：００～受付■日時：

２級レベル以上でコブ斜面を克服したい方■対象： SAJ
１２，０００円（講習料、保険料、諸経費含む）■料金：

※リフト券、昼食は各自ご用意ください。

※一日のみの参加は７，０００円

２０名（定員になり次第締切）■定員：

田沢湖スキー学校■申込・問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

こどもまつり開催

たざわ湖スキー場で楽しい一日

を過ごしませんか。

スキーにレクリエーション、お昼

には餅つきも準備しております。

スキーの楽しさを改めて体験し、

友達も増やしましょう！

３月２０日（木） 春分の日 ９：３０～１５：００■日時： ※

スキーを楽しみたい小学生■募集対象：

３，０００円（講習料、保険料、諸経費含む）■料金：

金 尚子・田口 勝■予定講師：

２０名（定員になり次第締切）■定員：

田沢湖スキー学校■申込・問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

やめよう犬の放し飼い
考えよう他人の迷惑！

最近、犬の放し飼いなどの苦情があとをたちませ

ん。飼い主さんは、正しい犬の飼い方を守り、他の人

に迷惑をかけないようにしましょう。

◆犬の放し飼いは、やめましょう。
犬の放し飼いは、「動物の愛護及び管理に関する

条例」によって禁止されています。

＊犬は、きちんとつないで飼いましょう。

＊散歩の時は、引き綱をつけて犬を制御できる人が

行いましょう。

◆散歩時の犬の糞は、持ち帰りましょう。
散歩時の犬の糞を持ち帰ることは、飼い主さんとし

ての最低限のマナーです。

環境防災課 生活環境係 TEL（４３）３３０８

第７回地域づくり事業
市民による仙北市民の文化フォーラム
「市民として自分たちの出来ることは自分たちの手で」

をスローガンに地域に少しでも貢献ができればと立ち上

げた民間団体『ルネッサンス・角館』と、同じく地域貢献

活動を推進する財団法人大曲法人会仙北支部の共催

によるフォーラムを開催します。多くの皆さまのご参加を

お待ちしております。

２月１６日（土） １３：３０～１６：００■日時：

角館樺細工伝承館■場所：

「歴史から学ぶこと」■内容：講演 演題

西木正明 氏講師

ルネッサンス・角館 代表 鈴木實■問合せ：

TEL（５３）３４４３

平成２０年度
放課後児童クラブ利用申し込みのご案内

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校１～３

年生の児童を対象に、家庭との連携を図りながら適切な

遊びや生活の場を与えることを目的に「放課後児童クラ

ブ」を開設します。

白樺児童会（生保内小学校内）■開設場所：

ポプラ学園（神代小学校内）

マロンクラブ（西明寺小学校内）

かくのだて児童クラブ（角館児童館内）

利用申請書に記入し、必要書類を添付の上、■申込方法：

提出してください。なお、申請書は田沢湖地域センター

総合窓口課、神代出張所、教育委員会生涯学習課（角

館）、福祉事務所長寿子育て課（西木）にあります。

２月２２日（金）■申込期限：

月額３，０００円（予定）■利用料：

■利用の決定について

児童の家庭状況を総合的に考慮し、家庭での保育

が困難であると認められた場合、その優先度の高い児

童から順次決定となります。

■問合せ

については白樺児童会、ポプラ学園、マロンクラブ

TEL（４３）３３８３教育委員会 生涯学習課

についてはかくのだて児童クラブ

仙北市福祉事務所 長寿子育て課

TEL（４３）２２８０子育て支援係

交通事故相談所をご存じですか？

交通事故相談所では、専門知識を有した相談員や顧

問弁護士が無料でいろいろな相談に応じています。

どなたでもお気軽にご相談下さい。

交通事故相談に関する相談・お問い合わせは

秋田県交通事故相談所（アトリオン７階）
ＴＥＬ ０１８（８３６）７８０４・７８０５

県南地区（平鹿地域振興局内）

ＴＥＬ ０１８２（３２）０５９４
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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

◆①０５０４１－８４６８１②測量補助（常雇）（正社員）③不問④１６５，０

００～１９８，０００⑤秋田市・大仙市・仙北市⑥不問◆①０５０４１－８６

５８１②酒類販売店員（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～８００⑤

仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－８７４８１②売場担当（常雇）（パー

ト労働者）③不問④６８０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－８８７８１②レ

ジ・サービスカウンター担当（常雇）（パート労働者）③不問④６８０⑤大

仙市⑥不問◆①０５０４１－８９８８１②接客サービス係（常雇）（正社

員）③不問④１３６，０００～２４０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車

免許一種◆①０５０４１－９０１８１②惣菜係（常雇）（パート労働者）③不

問④６５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－９１０８１②訪問介護

（常勤ヘルパー）（常雇）（正社員以外）③不問④１３３，０００～１５２，０

００⑤大仙市⑥ホームヘルパー１級又は２級（２級の場合は３年以上

の実務経験者）、普通自動車免許一種◆①０５０４１－９２３８１②キッ

ズ用品コーナー担当（常雇）（パート労働者）③不問④６５０⑤大仙市

⑥不問◆①０５０４１－９３６８１②受付カウンター係（常雇）（パート労働

者）③不問④６５０～７５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０

４１－９４９８１②たたみ工見習（常雇）（正社員）③不問④１３０，０００～

１５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４０－１８６２８１

②（派）塗装工（臨時４ヶ月未満）（登録型派遣）③不問④１４７，６００⑤

仙北市⑥不問◆①０５０１０－８４０２８１②（派）電子部品組立（臨時４

ヶ月以上）（登録型派遣）③不問④１２０，９６０～１５１，２００⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種（通勤用）◆①０５０４０－１８０６８１②（派）レン

ズ加工（常雇）（登録型派遣）③不問④１２９，３７５～１３８，０００⑤仙北

市⑥不問◆①０５０８０－１１９１８１②フロント・予約係（臨時４ヶ月以

上）（正社員以外）③不問④１３２，０００～１９８，０００⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種◆①０５０８０－１１１３８１②売店係（臨時４ヶ月以上）

（正社員以外）③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不問◆

①０５０８０－１０９７８１②配膳係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不

問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不問◆①０５０８０－１０８４８

１②調理係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１５０，０００～２２

０，０００⑤仙北市⑥調理師◆①０５０４０－１７７８８１②（派）レンズ加

工（臨時４ヶ月以上）（登録型派遣）③不問④１２９，３７５～１３８，０００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（通勤用）◆①０５０８０－１１３９８１

②ルーム係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１３２，０００～１

７６，０００⑤仙北市⑥不問◆①０５０８０－１１００８１②食堂係（臨時４

ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北市

⑥不問◆①０５０８０－１１５４８１②総務経理係（臨時４ヶ月以上）（正

社員以外）③不問④１３２，０００～１９８，０００⑤仙北市⑥不問◆①０５

０８０－１１６７８１②清掃係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１

３２，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不問◆①１３１１０－１２１５５８１②

調理・販売（急募）（常雇）（パート労働者）③不問④７８０⑤大仙市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）

◆①０３０４０－９１５８１②販売員（臨時４ヶ月以上）（パート労働

者）③不問④６８０～７７０⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１－５５８８１

②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

※平成２０年１月１８日～１月２４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

屋根の雪下ろしについて

仙北市では、屋根の雪下ろし
による事故が多発しております。

屋根の雪下ろしでは、

● 一人では絶対屋根の雪下ろしはしない
● 命綱を使い落ちない工夫をする

● はしごを使用する場合は、必ず足下を持っ
てもらう

● 高齢者の雪下ろしはなるべく業者等にお願
いする

をお願いします。

自分の身は自分で守りましょう！
TEL（４３）３３０８仙北市環境防災課

東北電気保安協会からのお知らせ
２月は「省エネルギー月間」です

国では、毎年２月を「省エネルギー月間」と定め、省エ
ネルギーの意識啓発をはかっております。
限りあるエネルギー資源を大切にするとともに、地球温

暖化を防止するため、私たち一人ひとりがエネルギーを
大切に使うよう心がけましょう。

未成年には買わせない！
「成人識別たばこ自動販売機」

平成２０年（２００８年）５月までに、たばこ自動販売機
は、「成人識別たばこ自動販売機」に変わります。
「成人識別たばこ自動販売機」では、成人にのみ発行さ

れる カード「 （タスポ）」が必要になります。未成IC ｔａｓｐｏ
年者喫煙防止のため、この取り組みに皆さまのご理解と
ご協力をお願いします。 （タスポ）申込書は、たばこtaspo
販売店店頭などで入手できます。

（社）日本たばこ協会■問合せ：
ｔａｓｐｏダイヤル （通話無料）０１２０－２２２－１８０
携帯電話からは、 （通話有料）０５７０－０１２－３４０

http://www.taspo.jp/ホームページ
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暖房温度を１℃下げると
燃料費が１０％も節約できるよ


