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№６４-１平成２０年６月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

全国植樹祭での交通規制のお知らせ

第５９回全国植樹祭及び関連行事の開催により、県

北の主要基幹道路で交通規制が行われます。

規制時間帯を避けるか、又は、通る際には警察官の

指示に従ってください。

■国道２８５号

（北秋田市小森交差点～大館市中山交差点）

６月１４日（土）午後２時頃～午後３時頃

６月１５日（日）午前９時３０分頃～午前１０時３０分頃

午後２時３０分頃～午後３時３０分頃

６月１６日（月）午後３時３０分頃～午後４時３０分頃

■県道大館十和田湖線〔樹海ライン〕

（大館市観音堂交差点～小坂町五十刈交差点）

６月１６日（月）午前１０時３０分頃～正午頃

■国道１０３号線

（大館市中山交差点～鹿角市上陣馬交差点）

６月１６日（月）午後２時３０分頃～午後４時頃

■植樹祭式典会場（北欧の杜）周辺道路

車両通行止６月１５日（日）午前５時～午後５時

※上記道路以外でも、数分間程度の規制が行われる

場合もありますので協力願います。

交通規制に対するお問い合わせは

TEL０１８（８６３）１１１１秋田県警察本部

TEL（５３）２１１１仙北警察署

道路情報に関するお問い合わせは

TEL０１８（８６２）７７４４日本道路交通情報センター

田沢湖地区防災無線の
サイレンの吹鳴について

火災の際に、田沢湖地区の防災無線のサイレンを

吹鳴し、場所等を放送してましたが、今後、土・日

・祝祭日、及び夜間について、サイレンだけを吹鳴

して放送しない場合があります（消防分署が、全員
出動する場合など 。）

場所及び災害の種類を確認される方は、災害情報

消防テレフォンガイドで確認されるようお願いしま
す。

TEL0180(991)990災害情報消防テレフォンガイド：

仙北市
ご存じですか？

水田経営所得安定対策

平成１９年度から始まった、品目横断的経営安定対

策は、今年度より、皆さんにわかりやすい名称と内容に

改正されました。

この改正によって、申請手続きの簡素化と加入面積

経営規模４haに満たない方で要件の見直しがされ、

も、市町村特認制度等により加入できます。

仙北市としては、特認の基準は特に設けておりませ

ん。地域農業の担い手として、熱意を持って営農に取り

組んでいる認定農業者からの申請であれば、認定する

事としておりますのでご検討ください。

加入を希望される方は、６月３０日（月）が締め切りで

すので、早めの手続きをお願いします。

■詳細の問合せ：

TEL０１８７（６３）３２２０秋田農政事務所 地域第４課

ＴＥＬ （４３）２２０６仙北市産業観光部 農林課

秋田おばこ農業協同組合

ＴＥＬ （４４）３１２１田沢湖営農センター

ＴＥＬ （５４）３１５４角館営農センター

ＴＥＬ （４７）３１１５西木営農センター

仙北市担い手育成総合支援協議会

生ごみ処理機購入費の補助について

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）

■補助金の額：

・購入費用（消費税を含まない）の２分の１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：

仙北市環境保全センター ＴＥＬ（５４）３３０５

仙北市環境防災課 ＴＥＬ（４３）３３０８

田沢湖地域センター総合窓口課 ＴＥＬ（４３）１１４７

西木地域センター総合窓口課 ＴＥＬ（４３）２２００
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あきた学地域講座美の国カレッジ
が始まります「県南地域学」

前期「湯沢キャンパス」～秋田を学ぶ 地域を学ぶ～

湯沢生涯学習センター■会場：
「湯沢酒紀行」■テーマ：

■日時・内容等：

①７月５日（土） １３：００～１５：００
開講式・オリエンテーション・記念講演「秋田の酒は
なぜ旨い？～酒の旨味のメカニズム～」

②８月２日（土） １０：００～１１：３０
「湯沢とお酒の歴史～縄文から始まるお酒物語～」

③８月２日（土） １３：００～１４：３０
「お酒の新たな楽しみ～バーテンダーの挑戦～」

④８月３０日（土） １０：００～１４：００
移動学習「湯沢の酒造りを学ぶ」

⑤９月２７日（土） １０：００～１１：３０
「こころの健康とお酒の話～お酒とメンタルヘルス～」

⑥９月２７日（土） １３：００～１４：３０
「酒宴の作法～祭事と儀礼に見るお酒～」

２，４００円■受講料：
ただし、①の開講記念講演は無料です。

５０人■定員：
■スポット受講：
１コマのみの受講も可能です（１コマ４００円）
希望する講座開催日の２週間前までに申し込みください。

FAX E-mail■申込方法：申込書・電話・ ・
秋田県生涯学習センター■申込先：

■案内（開催要項・申込書）の設置場所：

市町村教委育委員会・公民館・南教育事務所雄勝出張所
秋田県生涯学習センター■問合せ・案内の請求：

〒０１０－０９５５ 秋田市山王中島町１－１

ＴＥＬ０１８（８６５）１１７１／FAX０１８（８２４）１７９９

Ｅ-ｍａｉｌ ｓｇｃｅｎ００２＠ｍａｉｌ２.ｐｒｅｆ.ａｋｉｔａ.ｊｐ
※「美の国カレッジ」について：

昨年まで１０年間続いた「あきた県民カレッジ」の後
継事業で、県全体で展開している総合的な生涯学習講
座です。ふるさと秋田を見つめ、秋田の魅力を掘り起こ
し、より良い秋田づくりをめざす、こだわりの連続講座です。

「地域学講座」の他にも、専門講座など色々な講座
があります。

ＨＰアドレス 《ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｌｉｆｅｌｏｎｇ.ｐｒｅｆ.ａｋｉｔａ.ｊｐ/

ｃｅｎｔｅｒ_ｉｎｆ/ｂｉｎｏｋｕｎｉ/ｂ_ｔｏｐ.ｈｔｍ》

※10月からは、仙北市をテーマ・会場にした講座が

スタートします。

大曲高等学校吹奏楽部ウィンドコンサート

～第３４回定期演奏会～

６月１５日（日） 午後２時（開場午後１時３０分）■日時：
中仙市民会館Ｄｏｎ－Ｐａｌ■場所：

ブライアンの休日■予定演奏曲：
セリオーソ
刑事メドレー
ディスコ・キッド ほか

大曲高等学校吹奏楽部■問合せ：
TEL０１８７（６３）４００４

古 文 書 は 語 る

秋田県公文書館所蔵資料をテキストにして、秋田の

歴史に触れながら、古文書の解読をします。

Ａ 「古文書入門コース」

初めて古文書を学ぶ方が対象。全６回。全て土曜日

７月１２、２６日、８月９、２３日、９月６、２０日■期日：

Ｂ 「古文書解読コース」

古文書を読んだことがある方、現在勉強中の方、など

■期日・講師・テーマ：

講師 越中正一第１回 ７月２２日（火）

テーマ「秋田藩天明期の養蚕事情を読む

～町触控と御代官・検地役掟を通して～」
講師 嵯峨稔雄第２回 ８月２６日（火）

テーマ「秋田藩士の敵討」

講師 加藤民夫第３回 １０月７日（火）
テーマ「平元貞治と佐藤時之助

～その時局認識をめぐって～」

講師 渡部紘一第４回 １１月１１日（火）

テーマ「伊頭園茶話が綴る近世秋田の暮らし」

Ｃ 「アーカイブズコース」

歴史資料や公文書館の活動に興味がある方

■期日・講師・テーマ：

講師 畑中康博第１回 ７／１１（金）

テーマ「秋田藩陪臣社会の構造

『 』 」～ 陪臣家筋取調書 の分析を通じて～
講師 加藤昌宏第２回 ８／８（金）

テーマ「武士の日記を読む～企画展解説会～」

講師 柴田知彰第３回 ９／２６（金）

テーマ「映像の記録『県政映画』誕生」
講師 戸嶋明第４回 １１／７（金）

「 」テーマ 公文書から見る秋田のちょっといい話

＜各コース共通事項＞

受付１３：００～１３：３０■時間：

講座１３：３０～１５：３０
秋田県公文書館 ３階 多目的ホール■会場：

各４０人■定員：

ＡとＢコースの同時申込は出来ません。■留意点：

ＡとＣ、ＢとＣの同時申込は出来ます。
ＢとＣは、希望する回のみの受講が可能です。

６／１～定員になるまで■申込期間：

直接来館、又は往復ハガキ・ＦＡＸ・メール■申込方法：

（ ）で申込 団体申込・電話申込・講座当日申込不可

■申込記載事項：

氏名・住所・電話番号・希望コース・（受講希望回）

■参加申込・問合せ：

秋田県公文書館「公文書館講座」係

０１０－０９５２ 秋田市山王新町１４－３１

ＴＥＬ ０１８（８６６）８３０１／ＦＡＸ ０１８（８６６）８３０３

ＨＰアドレス ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ａｋｉｔａ.ｌｇ.ｊｐ/ｋｏｂｕｎｓｙｏ/

Ｅ-ｍａｉｌ ｋｏｕｂｕｎ＠ａｐｌ.ｐｒｅｆ.ａｋｉｔａ.ｊｐ
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市（いち）開催のお知らせ

角館町の立町ポケットパークで開催します。

野菜、漬け物、餅菓子などを揃えてお待ちしてます。

水曜朝市

６月４日（水）～１１月末まで毎週水曜日■期日：

午前９時～１１時■時間：

地産地消市

６月７日（土）～１１月末まで毎週土・日■期日：

午前９時～午後２時■時間：

TEL（５３）２１１５■問合せ：根っこの会

書道展のご案内

生保内中学校１７期生還暦のお祝いを記念して、生

保内出身（東京在住）の西本匠子（雅号 東華）さんが

下記の日程で開催致します。

創玄書道会審査員、毎日展会員として会を主宰し、

社中展、個展等を開き精力的に活躍中です。

どうぞお誘い合わせの上、ご高覧ください。

６月１３日（金）～１６日（月）■日時：

午前１０時～午後６時

仙北市田沢湖総合開発センター（田沢湖庁舎隣）■場所：

ＴＥＬ（４３）０４３８■問合せ：田口チエ子

平成20年度 仙北市ふるさと景観賞の募集

※「仙北市歴史的景観審議会」で、現地調査などの審査を行い、１１月に広報とインターネットで公表します。

※１１月に表彰式を行い、建築物等の所有者に木製銘板と賞状、設計者・施工者・活動団体や個人に賞状を贈呈します。

（４３）２２９５／ （４７）２１６６TEL FAX
■問合せ、応募先：仙北市建設部都市整備課 景観担当 E-mai toshi@city.semboku.akita.jp：

キ リ ト リ

「仙北市ふるさと景観賞」応募用紙

名 称

所 在 地 仙北市

選 ん だ

※写真を貼付していただけるとありがたいです。（写真はお返しできません）理 由

氏 名 年齢（ 歳）

〒
住 所

－ －TEL

●仙北市の景観についてご意見をお願いします。

■住民による景観づくりを表彰
仙北市らしい歴史的景観を「まもり」「そだて」「つくる」こ

とをもって、一層愛着と親しみと誇りの持てる美しい市を創
出するために、良好な景観を形成している建築物や優れ
た景観づくりに貢献している個人・団体等を表彰します。

応募案件は「仙北市歴史的景観審議会」において現
地調査などの審査を行い、良好な景観形成に貢献して
いると評価されたものを表彰します。

仙北市において良好な景観づくりに貢献している■対象：

建築物、工作物、活動など
（例）①個人住宅、集合住宅、店舗、社屋、工場などの建物

②看板などの工作物 ③花壇造成、樹木植栽、美化清

掃などの活動 ④総合的な観点から景観づくりに貢献
しているもの

※対象外：◇国、県、市の所有する建築物など（伝承館、美
術館など） ◇表彰の対象が不明瞭なもの（桜堤の

風景、古城山からの眺望など）
６月２日～８月２９日■募集期間：

応募用紙に必要事項を記入のうえ、お届けい■応募方法：
ただくか、郵送、ファクシミリ、Ｅメールでも受付します。
自薦、他薦どちらでも結構です。

■選考基準：
◇歴史的な雰囲気を醸し出しているもの、また維持して
いるもの

◇歴史的な雰囲気をよみがえらせ、その景観的価値を
高めているもの

◇歴史的ないわれのあるもので、その形態を良好に維
持しているもの

◇周辺の景観に調和し美しいまちづくりに寄与している
もの

◇自然の要素をうまく利用しているもの
◇デザイン、機能的に優れており、将来の景観をリード
するもの

◇美しい景観の創造、維持、向上等についての活動を
おこなっているもの

◇優れた景観の創出に貢献しているもの
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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

①０５０４１－５１５０８１②製造及び生産管理(常雇)正社員◆

③不問④１２０，０００～１６０，０００⑤大仙市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１－５１６３８１②構内製材作業員(常雇)◆

正社員③不問④１３８，０００～１８４，０００⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種 フォークリフト有資格者尚可 ①０５０４１◆

－５１７６８１②総務事務員【経験者】常雇(正社員)③不問④

１７０，０００～３００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－５１８９８１②販売員(常雇)パート労働者③不◆

問④６５０～６７０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－５１９５８１◆

②フロント係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１５０，０

００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０◆

４１－５２０８８１②ナイトオペレーション(常雇)パート労働者③

不問④７５０～９５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－５２１２８◆

１②販売(常雇)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤横手市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５２２１８１②建築板◆

金（見習でも可）常雇(正社員)③不問④１３８，０００～２９９，

０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０４０１０－１８３６◆

１９８１②営業（仙北市）常雇(正社員)③４０歳以下(省令３号)

④１６８，０００～２２８，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０１０－５５２３６８１②受付事務（横手）常雇(正社◆

員)③不問④１３０，０００～１５０，０００⑤横手市⑥普通自動

車免許一種 ①１００１０－７４４３８８１②雑貨販売（大仙店）◆

常雇(パート労働者)③不問④７５０～１，０５０⑤大仙市⑥不

問 ①１００１０－７４５２２８１②薬剤師（大仙店）常雇(パート◆

労働者)③不問④２，５００～２，５００⑤大仙市⑥薬剤師 ①◆

０７０４０－５３３０６８１②店長候補(常雇)正社員③１８歳～５

９歳(省令１号)④２０５，０００～３５０，０００⑤秋田市 横手市

⑥普通自動車免許一種（通勤用） ①０４０１０－１８１１１４８◆

１②（派）金型試作「横手市」臨時４ヶ月未満(登録型派遣)③

不問④１４０，８００～１４９，６００⑤横手市⑥普通自動車免

許一種（通勤用） ①０５０６０－７５３２８１②事務職（医療事◆

務）臨時４ヶ月以上(正社員以外)③不問④１２０，８１５～１６

５，５００⑤横手市⑥不問 ①０５０４１－５２５６８１②酒類販◆

売店員(常雇)パート労働者③不問④７００～８５０⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５２３０８１②販売員◆

(常雇)パート労働者③不問④６５０～７００⑤由利本荘市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０４１－５２６９８１②理容師(常◆

雇)パート労働者③不問 ④６３０～７００⑤仙北市⑥理容師

免許 ①０５０１０－５７７８７８１②店長（エリアマネージャー）◆

常雇(正社員)③不問④１９０，０００～２３０，０００⑤横手市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０１０－５７４８０８１②ピットスタ◆

ッフ(常雇)正社員③３０歳以下(省令３号)④１６０，０００～１７

０，０００⑤大仙市 横手市⑥普通自動車免許一種 ①１３◆

０１０－４６６１６０８１②販売促進職（テリトリーセールスマネ

ージャー）常雇(正社員)③５９歳以下(省令 号) ④２４０，０1
００～４００，０００⑤横手市⑥普通自動車免許一種 ①３２０◆

１０－４６０３２８１②(請）コンピュータコーナー受付及び販売

(常雇)正社員③５９歳以下(省令 号)④１６６，２２０～２０７，1
３４５⑤横手市⑥普通自動車免許一種（ＡＴ限定可） ①０５◆

０６０－７４９６８１②セキュリティスタッフ(常雇)正社員以外③

１８歳以上(省令２号)④１５５，０００～１７０，０００⑤横手市⑥

普通自動車免許一種（ＡＴ限定不可） ①０５０６０－７４１５８◆

１②配達員【急募】常雇(正社員以外)③３５歳以下(省令３号)

④１２３，２００～１３０，９００⑤横手市⑥普通自動車免許一

種（ＡＴ限定不可） ①０５０４１－５２４３８１②営業販売(常◆

雇)正社員③不問 ④１３０，０００～１４０，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種

※平成２０年５月１６日～５月２３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。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

多重債務者

無料相談会を開催します

～一日も早い問題解決を～

県では、昨年５月に「秋田県多重債務者対策協議
会」を設置し、各機関の連携した取り組みや、県・市町

村での相談対応の強化に努めておりますが、なお多く

の多重債務者がどこにも相談に行けず、一人で悩んで

いるといわれております。このため秋田弁護士会との
連携のもと、無料相談会を開催します。

６月２９日（日）午前１０時から午後４時まで■日時：

大仙市大曲上栄町１３－６２■場所：
ＴＥＬ ０１８７（６３）５１１４仙北地域振興局

弁護士２名が面談対応〔完全予約制〕■相談方法：

※当日は借入関係がわかる書類等を持参して下さい。

６月２７日（金）午後５時まで■予約受付：
ＴＥＬ ０１８７（６３）５１１４仙北地域振興局 地域企画課

（休日を除く月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで）

※受付順に時間を決定しますので、ご希望どおりの
時間にならないこともありますのでご了承願います。

自衛官（２等陸・海・空士）募集

平成２０年度第１回２等陸海空士を募集します。

５月１日（木）～６月９日（月）■募集期間：

■応募資格、試験期日等の問合せ：

大仙市大曲田町２１－５

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所

ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３
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■訂正とお詫び：

「平成２０年度保健課から皆様にお知らせしました、

に記入もれがあ仙北市住民検診日程表（保存版）」
り、ご迷惑をおかけしました。

◎特定健診・大腸がん検診・前立腺がん検診・肝炎ウ

ィルス検診・肺がん検診（胸部総合）・生活機能評価・

結核検診日程に
９月 ３日 受付時間 午後３時～４時に

と も対象となります。仲村 前通

９月１７日 受付時間 午後１時～２時に

も対象となります。荒町４

◎町内名の訂正

（田沢湖地区）

誤 正

を に上滝沢 滝沢団地
を に浮世坂 浮世坂団地

を に先達野 小先達

訂正いたします。

《担当》 ＴＥＬ（５５）１１１２保健課

アーク溶接特別教育講習会

アーク溶接特別教育■講習名：

７月２日～４日（３日間）午前９時～午後５時■日時：

３０人■定員：

大曲地域職業訓練センター■会場：

大仙市大曲田町３－１

ＴＥＬ ０１８７（６２）１７２６

６月２０日（金）■締切：

８，０００円■受講料：

市道ぶな森線・市道湯淵線

全面通行止めのお知らせ

８月２０日（水）まで災害復旧工事のため、

となっておりますのでご協力をお願い全面通行止め
いたします。

ＴＥＬ（４３）２２９４■問合せ先： 仙北市建設課

ＴＥＬ（４３）１１１５田沢湖地域センター

仙北市
６月１日～30日は

秋田県チャイルドシート・シートベルト
です着用推進強化月間

６月１日から法改正により、後部座席も含めた全て

の座席でのシートベルト着用が義務化されます。

「いきいき元気アップ教室」の
参加者募集

仙北市では年齢を重ねても、いきいき元気に過ごし
ていただくために自分でできる健康管理法「フットケア
教室・足からの健康法」を計画しました。

足は健康の鏡であり、第２の心臓と呼ばれる程、身
体に大切な役割をもっています。

自分や家族の健康のため、この機会に
是非、体験下さい！

途中からの参加でも大丈夫です。
皆さんの参加を心よりお待ちして
います。
■対象者：

・６５歳以上の方であればどなたでも参加できます
・フット・ケアでボランティアを考えている方

６月２４日（火）■日時：
７月４日（金）、８日（火）、１５日（火）、２３日（水）
８月１日（金）、６日（水）、１９日（火）
午前１０：００～１１：３０

仙北市角館広域交流センター（和室）■実施場所：
バスタオル・タオル１枚ずつ・動きや■準備するもの：

すい服装でお出でください。
平成２０年６月１３日（金）■申込締切：
電話で申し込みください

先着３０名■定員：
渡辺ユミ子氏■講師：

日本フットセラピスト協会マスターインストラクター
仙北市西木町上荒井字古堀田４７■申込先・問合せ：

仙北市包括支援センター 担当 坂本・新山
ＴＥＬ（４３）２２８１／ＦＡＸ（４７）２１１６

－国際教養大学国際会議－

アンドレ・マルロオ、
思想と美術 - 東洋、日本の誘惑

世界各国の著名な学者や評論家が、秋田に集まり

国際会議を開きます。

６月７日（土）～９日（月）の３日間■期日：
プラザクリプトン■会場：
（秋田市河辺戸島字上祭沢３８－４）
１００名（入場無料・同時通訳付き）■定員：
７日（土）１０：００～■内容：
「アンドレ・マルロオ 空想の美術館Ⅰ」

８日（日）１０：００～
「アンドレ・マルロオ 空想の美術館Ⅱ」

９日（月）９：３０～
「アンドレ・マルロオとアジア」
「アンドレ・マルロオと日本」

国際教養大学■申込み方法などの詳細は：

ＴＥＬ０１８（８８６）５９０４／FAX０１８（８８６）５９１０
大学の にも掲載しています。HP
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春季農業用廃ビニール回収について

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ビニール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（TEL）

６月１６日（月） ８：３０～１１：００ JA角館支所前 （５４）３１５４

JA田沢湖営農センター前 （４４）３１２１６月１７日（火） ８：３０～１１：００
JA田沢湖駅前支店前 （４３）１５２１

８：３０～１１：００ JA西木営農センター前 （４７）３１１５６月１８日（水）
８：３０～ ９：３０ JA桧木内支店前 （４８）２２１１

※最寄りの回収場所に持参してください。（次回秋期は、１０月頃予定）

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

１㎏当たり ３５円。但し１ 以下は、切り上げ。■金額： kg
（計量しますので、秤に降ろしてください。）

○金具等や、土砂、木片、金属などの異物を完全に取り除いてください。■出し方：

○１０ ～１５ 程度の大きさでつづら折りにし、２～３カ所を縛ってください。： kg kg

TEL（４３）２２０６■問合せ：上記連絡先または、仙北市農林課

※申込用紙を各営農センターに まで届けてください。６月１３日（金）

農業用廃ビニール処理申込書兼委託契約書

平成２０年 ６月 日
秋田おばこ各営農センター 行きJA

印氏 名 ○

住 所 仙北市

電 話

約 ㎏（ 束）■申込数量

！！印鑑を忘れずに

キリトリ【届出先・各営農センター】


