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№６５-１平成２０年６月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

植えれば町が好きになる！

にしきフラワーロード１０５
一斉植栽への協力のお願い

国道１０５号線沿いの花壇（堂村～西荒井間、総延長

９．２㎞）への、マリーゴールドの一斉植栽を実施します。

市民の皆様より、多数の参加・ご協力をお願い申し

上げます。

７月６日（日） 《雨天決行》■期日：

西木庁舎 正面玄関前■集合場所：

８：５０まで 集合■日程：

９：００から 開会式・植栽説明

９：３０から 一斉植栽開始

１１：３０ 一斉植栽終了予定で～

※自家用車で参加の方は、西木庁舎北側（庁舎うしろ）

の駐車場を利用ください。

教育委員会生涯学習課■問合せ：

TEL（４３）３３８３／FAX（５４）１７２７

展 覧 会 の ご 案 内

◆没後20年 田口秋魚展

角館町出身の日本画家田口秋魚画伯の作品約３０

点を展示予定。

花鳥画や仙北市内の風景を描いた作品を中心に展

示。

平福記念美術館 第２展示室■会場：

６月２１日（土）～９月１０日（水）（会期中無休）■会期：

平福記念美術館■問合せ：

ＴＥＬ（５４）３８８８／ＦＡＸ（５４）３８９０

◆伝農一夫写真展「秋田の四季」

秋田の四季折々の写真約４５点を展示予定。

平福記念美術館 カルチャールーム■会場：

６月２２日（日）～７月４日（金）■会期：

ＤＰＣ写真クラブ■主催：

ＪＡ秋田おばこ中仙支店・北都銀行角館支店■後援：

ＴＥＬ０１８７（５３）３４２６■問合せ：伝農一夫さん

仙北市
コンビニで出来る！

の納期限は６月３０日です自動車税

６月は自動車税の納期です

寄りの銀行・郵便局・信用金庫・労働金庫・農協・

コンビニエンスストアで、忘れずに納付してください。

便利な口座振替も出来ます。（県内の銀行・信用金

庫・労働金庫・農協など。郵便局は不可）

口座振替の「申込ハガキ」は、県税部及び各金融機

関窓口にありますので、ご利用ください。

※口座振替は、申し込み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

地籍調査事業についての平成２０年度

お知らせとお願い

仙北市（角館地区）では、平成４年度から土地の基

本となる地籍調査事業を実施しています。地籍とは、一
筆ごとの地番・地目・面積・所有者・権利関係を記録し

たもので、人の戸籍にあたるものです。

これまでの土地の基本となる土地台帳や地図は、明

治時代に作成されたものでありますが、当時は測量技
術があまり発達していなかったことなどから、実際の土

地に比べて大きさや形が異なっている所なども数多くあ

り、境界紛争の原因にもなっていました。

この地籍調査事業で、みなさんの所有している土地
（宅地・田・畑・山林・原野など）の正確な地図や台帳を

作ることにより、災害などで境界が不明になっても容易

に復元することが出来たり、境界紛争等のトラブル防止
になるなど、市民のみなさんにも多くの利点があります

ので、次の調査計画区域に土地を所有されている皆様

方のご協力をお願いいたします。

■平成２０年度調査計画区域：
角館町山谷川崎 東雫田、南雫田、西長野野田の各一部

平成２０年６月３０日から８月上旬■調査実施期間：
※関係者の方々には事前にご通知いたします。

総務部管財課■問合せ先：
ＴＥＬ（４３）３３８５国土調査担当（中町庁舎）

バスの安全乗車のお願い

７月１日～３１日は「バス車内事故防止キャンペーン」

です。

降りる時は、バスが完全に止まってから席を立つよう

にお願いします。

また、やむを得ず急ブレーキを掛ける場合がありま

す。満席で、立って乗っている場合は、「つり革」や「握

り棒」にしっかりつかまって乗車ください。

東北運輸局秋田運輸支局・社団法人秋田県バス協会
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市営住宅入居者募集

６月１３日（金）～７月１４日（月）■募集期間：
■募集住宅：

（築２８年）／角館町菅沢４６－１◇菅沢住宅６－７７
・３ ３階建の３階部分 駐車場なしDK
・月額家賃 １６，３００円～（所得割による）

（築９年）／西木町西荒井◇ニュータウン塚野腰５－東
字塚野腰１６４－１
・３ ２階 月額駐車料金１，０００円（２台分）LDK
・月額家賃 ２１，１００円～（所得割による）

（築８年）／西木町小渕野◇ニュータウン塚野腰８－西
字中関１－１
・３ ２階 月額駐車料金１，０００円（２台分）LDK
・月額家賃 ２１，５００円～（所得割による）

（築４年）／西木町桧木内字◇松葉住宅 西－２０２
松葉２４７－３
・２ ２階建の２階部分LDK
・月額駐車料金１，０００円（２台目より）
・月額家賃 ３５，０００円（駐車料金１台分を含む）

※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■入居資格：

ること。ただし、松葉住宅については①及び②の条
件を付さない。
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２００ ０００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■申込方法：
えて、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
振興班、角館地域センター地域振興班、神代出張
所、桧木内出張所

◇添付書類
①入居希望者の （省略事項のな住民票謄本１通
いもの・婚姻予定者等は各１通）

②入居希望者全員の （学生は所得証明書各１通
除く）

市県民税世帯証※複数人が入居希望の場合は、
明書１通

③入居希望者全員の （学生は納税証明書各１通
除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開■選考方法：
抽選（申込人によるくじ引き）を行います。

７月２３日（水）午前１０時◇抽選日時・・・
西木庁舎 開発センター２階◇抽選場所・・・
農林研修室

７月３０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■問合せ先：
住宅公園係
TEL（４３）２２９５／FAX（４７）２１６６（代）

日頃の練習成果を競う

「仙北市消防訓練大会」のお知らせ

団員約６００名が集結し、仙北市消防訓練大会が開

催されます。競技種目は「小型ポンプ操法」と「規律訓

練」で、日頃の練習成果を競い合います。皆様も有事

の際にご活躍される、地元分団を応援してみませんか。

６月２９日（日）■日時・スケジュール：

午前７時２０分 整列・人員報告

午前７時３０分 観閲・分列行進

午前７時４０分 開会式

午前８時３０分 競技開始

※当日は雨天決行です。

仙北市角館町「落合球場駐車場」■場所：

《担当》仙北市環境防災課 ＴＥＬ（４３）３３０８

参加者大募集！！

園芸作物新規拡大作付説明会

野菜や花の新規作付・作付拡大に意欲がある方、説

明会に参加して圃場を視察してみませんか。
７月６日（日） 午前コース ９時～１２時■日時：

午後コース １３時３０分～１６時３０分

ＪＡ秋田おばこ中仙支店■集合場所：
午前、午後それぞれ各作目の栽培技術等の■内容：
講習を受けた後、バスにより圃場を視察します。

①午前コース：モロヘイヤ、キュウリ、エダマメ、
ソラマメ

※栽培時期の都合によりソラマメの現地視察は
ありません。

②午後コース：アスパラガス、トマト、ホウレンソウ、
リンドウ

６月３０日（月）■申込期限：
仙北地域振興局 農林企画課■申込先：

ＴＥＬ ０１８７（６３）６１１１チャレンジプラン班

※申込みの際には、住所、氏名、希望コースを申込み

ください。（両コース希望可）

住宅デー開催

秋田建築労働組合角館支部では、今年も住宅デー

を開催します。

６月２２日（日） ９：００～１５：００■日時：

立町ポケットパーク（角館郵便局前）■場所：

無料住宅相談・無料包丁研ぎ・無料まな■主な内容：

板削り・落合東屋修理塗装

※組合員の皆様の参加をお願いします。

（立町ポケットパーク ８：３０集合）

秋田建築労働組合角館支部■問合せ：

TEL（５４）３０９３支部長 草彅芳春
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青少年のひきこもりとどう向き合うか

青少年のひきこもり・不登校への対応について、症

状の段階にあわせて、より良い支援のあり方を探る。

６月２９日（日）午前１０時から午後３時３０分■日時：

秋田県青少年交流センター（ユースパル）■会場：

■対象：

①ひきこもりの青少年（１５歳以上）を持つ家族

②青少年のひきこもりからの自立支援に関心のあ

る方

３０名（定員になり次第締め切り）■定員：

講話・演習・質疑応答（情報交換）■内容：

県精神保健福祉センター専門スタッフ■講師：

平日の９時～１７時に電話で、参加される方■申込：

の氏名、市町村、家族・支援者の別をお知ら

せください。

※個人に関する情報は、当事業以外には使用しません。

〒０１１－０９０５ 秋田市寺内神屋敷３－１■申込先・問合せ：

秋田県青少年交流センター

「ひきこもり・不登校」対策講座係

ＴＥＬ０１８（８８０）２３０１

教科書展示会を開催

平成２０年度の教科書見本等を展示します。各教科

書会社から出版された教科書を実際にご覧いただけます。

角館教科書センター（角館東地区公民館内）■場所：

仙北市角館町外ノ山１１（旧角館東小学校）
６月２０日（金）～７月３日（木）■期間：

９：００～１６：３０

なし（土日も開館します）■休館日：

仙北市教育委員会 教育研究室■問合せ：
ＴＥＬ（４３）３３８７

「地球交響曲」「地球交響曲」
ガイアシンフォニー 第二番

～生きている星、地球が奏でるシンフォニー～

６月２９日（日）１４：００～１６：１０◇上映日時：

仙北市角館交流センター◇上映場所：

１３：３０◇開場：

大人１，０００円、小学生～高校生７００円◇料金：

（当日３００円増）

子育てサポート「はっぴい・マム」◆主催：

仙北市教育委員会、仙北市社会福祉協議会◆後援：

子育てサポート「はっぴい・マム」 佐藤■問合せ：

ＴＥＬ ０９０（７９３０）４５０６

「秋田まち育て塾」塾生募集！

地域でのまちづくり活動に積極的に取り組む意欲の
ある人を対象とした「秋田まち育て塾」を開催します。

どなたでも無料で受講できます。
７月から３月に６回程度開催■日時：
（原則土曜日１０時３０分～１６時）

大館市立中央公民館（大館市）■主会場：
６月３０日（月）まで■募集期間：
５０人■募集人員：

秋田県 建設交通部 建築住宅課■問合せ：
ＴＥＬ ０１８（８６０）２５６６／ＦＡＸ ０１８（８６０）３８１９

※詳しくは秋田県ホームページにも掲載しています。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ａｋｉｔａ．ｌｇ．ｊｐ/

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です。

◆Ｅｘｃｅｌによる請求書作成
の２日間 定員１０名７月１日（火）・２日（水）

◆第二種電気工事技能試験準備
の３日間 定員１０名７月７日（月）～９日（水）

◆木工機械の安全作業とメンテナンス
の２日間 定員１０名７月２４日（木）・２５日（金）

※時間は、各講習とも です。９：００～１６：００

大曲技術専門校■実施場所：
現在お勤している方■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：

ＴＥＬ ０１８７（６２）６３２１／ＦＡＸ ０１８７（６２）３６８０

自殺予防シンポジウムの開催について

気づいてください体とこころの限界サイン。大切ない

のちを守りたい。そんな願いからあなたが今できること

を一緒に考えてみませんか。
─ 自殺予防シンポジウム ─

地域に広げる自殺予防～支え合う地域づくりをめざして～

７月１日（火）１３：２０～１６：００■日時：

１３:００ 開場
市立角館樺細工伝承館■場所：

基調講演「私たちにもできる、自殺予防の取り■内容：

組みを考える」
■講師・パネリスト

秋田大学医学部 佐々木久長 氏

（藤里町）こころと命を考える会代表 袴田俊英 氏

（大仙市）秋田県薬剤師会 薬剤師 畠中岳 氏
（仙北市）大根劇団代表 津嶋順二 氏

■田沢湖、西木方面から送迎バスが出ます。乗車人数に

制限があり、申込順になりますのでご了承願います。

ご利用の方は、申込の際お問い合わせください。
６月２５日（水）■申込締切：

ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課
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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

①０５０４１－５２８４８１②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 ①０５０４１－５３３９８１②介護福祉士又◆

はホームヘルパー(１級）常雇(正社員)③不問④１３３，

０００～１６０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種

ホームヘルパー１級または介護福祉士 ①０５０４１－◆

５３４５８１②受付カウンター係(常雇)正社員③不問④１

１４，４００～１１４，４００⑤大仙市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－５３５４８１②フロント兼ウェディングプ◆

ランナー(常雇)パート労働者③不問④６５０～８００⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５３６７８１◆

②仕上げ工(常雇)パート労働者③不問④６５０～６５０

⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－５３９１８１②事務員(常◆

雇)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１－５７１１８１②業務課業務係(常雇)正◆

社員以外③不問④１４７，４００～１５１，９００⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５７２０８１②ル◆

ーム係兼調理補助(常雇)正社員以外③不問④１２３，２

００～１２３，２００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５７３◆

３８１②ルーム係兼調理補助(臨時４ヶ月未満)正社員

以外③不問④１２８，４８０～１２８，４８０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１－５７０２８１②土木技術者(常雇)正社◆

員③不問④１２５，０００～３００，０００⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種 土木施工管理技士２級 ①０５０４１◆

－５４２５８１②溶接工・機械工(常雇)正社員③不問④１

６５，０００～２００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 アーク溶接または半自動溶接の有資格者 ①０５◆

０４１－５５４２８１②事務職員(常雇)正社員③不問④１

２１，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－５５５１８１②ソーイングオペレーター◆

(常雇)パート労働者③不問④７００～８００⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１－５５６０８１②看護師（准看も可）常◆

雇(パート労働者)③不問④１，０００～１，４００⑤仙北

◆市⑥普通自動車免許一種 看護師または准看護師

①０５０４１－５３１３８１②客室清掃係(臨時４ヶ月以上)

正社員以外③不問④１３２，０００～１３２，０００⑤仙北

市⑥不問 ①０５０４１－５３２６８１②看護師(常雇)正◆

社員③不問④１３５，０００～１５７，０００⑤仙北市⑥看

護師または准看護師 ①０５０４１－５３７８８１②販売◆

店員(常雇)パート労働者③不問④６４０～６４０⑤大仙

市⑥不問 ①０５０４１－５３８２８１②販売店員(常雇)◆

◆パート労働者③不問④６４０～６４０⑤大仙市⑥不問

①０５０４１－５４３４８１②建築士（１級）常雇(正社員)③

不問④１８０，０００～３５０，０００⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種 建築士（１級） ①０５０４１－５５３８８１②◆

接客サービス(常雇)パート労働者③不問④７００～８０

０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５６３１８１②レジ・品◆

出し・販売員(常雇)パート労働者③不問④６８０～６８０

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－５６４０８１②フロント業◆

務(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④７００～７００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５５８◆

６８１②営業（生命保険販売）常雇(正社員)③不問④１

０６，０００～１０６，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－５６６６８１②雑務員(常雇)パート労働◆

者③不問④６１８～７６３⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１◆

－５６０７８１②営業社員【急募】常雇(正社員)③不問④

１５６，５００～２０９，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種

※平成２０年５月３０日～６月５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

かくのだて歴史案内人組合
新人募集と養成講座のお知らせ

◇養成講座（講習と実習）
角館樺細工伝承館第１研修室■会場：
６月２８日（土）・２９日（日）の２日間■日時：
９：３０～１５：００

１，０００円（当日）■受講料：
６月２５日（水）■申込期限：
仙北市在住の方。■募集対象：
案内活動をする意志のある方。

講座修了後５回程度の実地研修あり。■その他：
実施は各人の都合を勘案する。
受講申込者には、後日詳細を連絡する。

仙北市角館町東勝楽丁６－１■申込、問合せ：
伝建群管理事務所内、案内人組合事務所

夜間も可ＴＥＬ（５５）１６７０

田沢湖芸文協写真部 写真展

田沢湖の風景や秋田おばこの写真展です。

ぜひご覧ください。

６月１９日(木)～２３日(月) 午前９時～午後５時■日時：

田沢湖観光情報センター「フォレイク」■会場：

（JR田沢湖駅内）

難波和夫、高橋幸治郎、三浦誠幸、稲田末五郎、■出品者：

三浦勇、藤川正男、佐藤寅雄、小林武祐
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認知症を抱かえる家族のつどい

認知症を自宅で介護されている介護者の方々は、大
切な家族だからこそ様々な悩みを抱えていることが多

いと思います。

「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続ければい

いのか」など、その思いは深く複雑なのではないでしょ

うか。

一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じよう

な経験をしている者どうしで、自由に話して楽になりま

せんか。皆様の参加をお待ちしています。

第１回 ７月７日（月）午前１０時～１１時３０分■日程：

第２回 ８月４日（月）午前１０時～１１時３０分

第３回 ９月８日（月）午前１０時～１１時３０分

仙北市西木保健センター■会場：

認知症の介護についての情報交換■内容：

「こころ」と「からだ」のリラックス法

認知症を抱かえる家族■対象：

仙北市包括支援センター■問合せ先：

ＴＥＬ（４３）２２８１担当 坂本・新山

要約筆記奉仕員養成講座

聴覚障害者に、パソコンや手書きなどの文字で情報を

伝える筆記通訳者を養成する講座です。

７／２７（日）、８／３（日）、９（土）、２４（日）、■期日：【 】基礎

３０（土）、 ２０（土）９／

１０／４（土）、１２（日）、１８（土）、１１／１（土）【 】応用

１０：００～１６：００■時間：

角館交流センター■会場：

２０名■定員：

無料（ただしテキスト代２，１００円）■受講料：

７月１０日（木）まで■申込締切：

秋田県身体障害者福祉協会■申込み･問合せ：

ＴＥＬ０１８（８６４）２７８０

仙北市
児童手当現況届の提出を！！

児童手当を受給しているすべての方■対象：

６月２５日■提出期限：

※現況届の提出がないと６月分以降の手当を受ける

ことができません。

ＴＥＬ（４３）２２８０■問合せ：長寿子育て課 総務企画係

角館高校からのお知らせ

６月２９日(日)に、角館高校の学校祭「若杉祭」が開

奏麗若杉催されます。今年の「若杉祭」のテーマは、「
(そうれいわかすぎ)」。このテーマには、「若杉祭」の成

功に向けて角高生一丸となって前進していこうという意

味が込められています。
当日は、全校クラス演劇コンクールの上位６作品の

上演や、吹奏楽部や飾山囃子同好会のステージ発表

などが行われます。

６月２７日(金)から２９日(日)までまた、これに併せて
は、 にもなっており、学校が一般の「みんなの登校日」

方々に公開されております。市民の皆さん、是非ご来

校ください。

ＴＥＬ（５４）２５６０■問合せ：角館高等学校

環境ミニ講座のご案内

あきたエコマイスター主催の、環境ミニ講座「施設見

学会（大仙・仙北地区）」を開催いたします。県南地域の
参加者を募集いたします。

６月２６日（木）１０時～１５時■日時：

大仙市大曲日の出町２－７－５３■集合場所：

ＴＥＬ ０１８７（６３）１１０５大曲交流センター前

午前１０時■集合時刻：

■視察場所：

①１０：３０ 大仙美郷環境事業組合「一般廃棄物

終処分場」
【１２：００ 秋田県農業科学館休憩室にて昼食】

（昼食は各自持参）

②１３：３０ 美郷町堆肥センター

自分の車、または参加者の車に乗り合わせ■移動方法：

県南地域（雄平仙）の方々■募集対象：

無料■参加費用：

あきたエコマイスター県南協議会■主催：

不要■申込：

あきたエコマイスター県南協議会 渡邊まで■問合せ：

ＴＥＬ ０１８３（７３）２６０６湯沢市前森４－８－４
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受講生募集「移動囲炉裏端教室」

～路傍の石と民間信仰について～
西木・田沢湖公民館合同事業

（さいのかみ） （こう集落の境や峠などには「塞神 」や「庚申

」と刻まれた石があり、かつては、集落でお供えなしん）

どをして神として祀られていましたが、今では忘れ去ら
れ、草に埋もれている石もあります・・・。

そんな田沢湖・西木地区の「石と信仰」について学習

します。興味のある方は是非申し込みください。

■講座内容：
マイクロバスで午前中に現地視察、午後から学習会

①７月 ８日（火） 田沢・生保内地区■期日：

②７月１１日（金） 生保内・神代地区
③７月１５日（火） 西明寺地区

④７月１８日（金） 桧木内地区

①千葉惣永 ②田口圏治・大山文夫■講師：

③・④西木町文化財保護協会会員
原則として４回参加できる方■参加条件：

１，０００円（資料代）■会費：

先着２０名（定員になり次第締め切り）■定員：
ＴＥＬ（４３）１０６１■申込み･問合せ：田沢湖公民館

※６／２４（火）～７／２（水）の

午前８時３０分～午後５時(土日祭日を除く)

パソコン教室受講者募集

■コース・会場・日程：

～エクセル集中講座～
神代中学校◇会場：

７月７日(月)、９日(水)、１１日(金)◇開催日時：

１７：４５～１９：３０

～パワーポイント集中講座～
神代中学校◇会場：

７月１４日(月)、１５日（火）、１６日(水)、◇開催日時：

１７：４５～１９：３０
６月２３日(月)～７月３日(木)◇申込期間：

～日常的なパソコン活用講座～
生保内中学校◇会場：

７月３０日(水)、◇開催日時：
８月１日(金)、４日(月)、６日(水)、
８日(金)、１１日(月)
１８：００～２０：００

◇内容：
☆ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの活用･･･アルバム編集や画像変換等
☆ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾒｰﾙ･･･市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの閲覧や応用、

申請書の取出し方等
☆ワード･･･入力の基礎からイラストの挿入まで

７月１４日(月)～７月２５日(金)◇申込期間：

秋田県地域 Ｉ Ｔリーダー 千葉薫氏■講師：

１，０００円（テキスト代）■費用：

各コース先着２０名です。■定員：
ＴＥＬ（４３）１０６１■申込み･問合せ：田沢湖公民館

※午前８時３０分～午後５時(土日祭日を除く)

もう一度 学校に行こう
法政大学「地域づくり塾」平成２０年度

受 講 生 募 集秋田県仙北市教室

【地域づくり体験プログラム】～入門編～

主婦・若者・退職された方など、広く市民の方
々 象に開講されます。地域活動に参加した経を対
験のない方でも 「地域づくりの必要性と楽しさ」、
に気づいていただくことを目的とするプログラム
です “大学からの出張授業”により、地域づくり。
の視点からその地域の問題や課題解決の事例紹介
など、簡単な講義とワークショップを行ないます。

平成２０年７月５日（土）■日時：
１３：３０～１６：３０
仙北市総合情報センター■ ：会場
２０名■定員：
宮木いっぺい氏（法政大学地域研究セン■ ：講師
ター特任准教授 。他）

今後行なわれる他のプログラムに応募する際は、※
の体験プログラムを受講し、修了することをこ

原則とします。

【地域づくり学習プログラム】～学習編～

上記の「地域づくり体験プログラム」を終了し

た方を対象に開講します。地域づくりに必要な基
礎知識の習得を目的とします。テレビ会議システ

ムを使用し、法政大学（東京）からの同時配信に

よる“遠隔授業”を３回にわたり実施します。

平成２０年７月１９日（土 ・２６日（土）■日時： ）
８月２日（土）

１３：３０～１６：３０

仙北市総合情報センター■ ：会場

２０名■定員：
岡本義行氏（法政大学大学院政策創造研■ ：講師

究教授 。他）

「学習プログラム」は「体験プログラム」を修※
了 グていることが応募の条件になります 「体験プロ。

ラム」と合わせてご応募ください。

市内在住又は在勤の１８歳以上の方■応募資格：
無料（資料代として実費をいただくことが■受講料：

あります）
■応募方法：

○提出書類
応募申込書（所定用紙をご使用ください）

○提出先
仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

仙北市企画政策課
○提出締切 平成２０年７月１日（火）
※応募申込書は、仙北市企画政策課、市役所各庁舎
地域センター、各出張所にあります。

※応募者が定員を超えた場合は、書類選考のうえ決
定します。

法政大学地域研究センター■問い合わせ：
ＴＥＬ０３（３２６４）６６４１／FAX０３（３２６４）６６４３
Ｅ-ｍａｉｌ ｃｈｉｉｋｉ@ｈｏｓｅｉ.ａｃ.ｊｐ：

ＴＥＬ（４３）１１１２仙北市企画政策課


