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№６８平成２０年８月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

神代小・角館小 学校建設事業
経過報告会の開催について

市では、２０年度の主要事業として神代小学校の改
築事業と角館小学校の外構整備工事等を予定してお
り、現在、工事の一部に着手していますが、８月１１日
（月）、午後６時３０分からそれぞれの工事の進捗状況
や今後のスケジュール等に関する報告会を開催しま
す。報告会では、完成後の図面や工事概要の資料を
準備しますので、関係地域の皆さんのご参加をお待ち
しています。

平成２０年８月１１日（月）■日時：
午後６時３０分～

■神代小学校関連事業

会場：就業改善センター １階 婦人研修室

■角館小学校関連事業

会場：角館庁舎西側庁舎 ２階 第４会議室

仙北市教育委員会 教育総務課■問合せ：
ＴＥＬ（４３）３３８１

東北地区社会教育研究大会・
東北地区公民館大会の開催について

１０月１６日(木)、１７日(金)の両日、表記大会が秋田
市文化会館で開催されます。内視鏡による大腸癌早期
発見・治療の世界的権威である工藤進英先生の講演
をはじめ、当市からも、NPO法人田沢湖ふれあい協議
会の田口久義さんや、わらび座営業部長の小島えみ
子さんの講演も決まっております。

ＴＥＬ （４３）１０６１■参加申込み・問合せ：田沢湖公民館
※バスをご用意いたします。参加料は１日３００円(資料
代)、昼食の申込も同時に受付いたします。
また申込締切は８月２０日（水）必着です。

駅伝大会へのご協力について

大曲仙北中学校駅伝大会が田沢湖畔一周
コースを会場に９月２日（火）午前１１時に
スタートします。（選手等の輸送は９時半頃
から行います。）車でお出かけの際は時計
回りでお願いいたします。周辺の皆様には
ご不便をおかけしますがご協力をお願い
いたします。１２時半頃終了予定です。

大会事務局■問合せ先：
（生保内中学校 ）TEL（４３）１１８１

仙北市
仙北市職員（上級・初級）
採用試験受験について

※受験申込は、８月２７日（水）まで

◆試験区分、採用予定人員及び職務内容
◇上級一般事務・・・若干名（一般的な行政事務に従事）
◇初級一般事務・・・若干名（一般的な行政事務に従事）

◆受験資格（年齢要件）
昭和５４年４月２日から昭和６２年４月１日までに生ま◇上級＝

れた人。または昭和６２年４月２日以降に生まれた人

で大学卒または平成２１年３月卒業見込の人。

昭和５８年４月２日から平成３年４月１日までに生まれ◇初級＝

た人で短期大学卒業者を含みます。ただし、４年制大

学卒業者（見込みを含む）は受験できません。

◆試験方法
第１次試験（教養試験）

大学卒業程度の一般的知識・知能についての◇上級＝
筆記試験。
高等学校卒業程度の一般的知識・知能につい◇初級＝
ての筆記試験。

いずれも、社会、人文及び自然に関する一般知識並びに※
文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一
般知能。５枝択一式、４０題、２時間。

第２次試験（第１次試験合格者＝上級、初級共通）
個別面接により人物についての口述試験。文章表現力などに
ついての作文試験。健康診断書による職務に必要な健康度
についての身体検査。

◆試験日時と場所（第１次試験）
９月２１日（日）午前９時受付開始▽日時：
１０時から正午まで教養試験

（秋田市下北手桜字守沢４６－１）▽場所：ノースアジア大学
第２次試験は、第１次試験の合格者に通知します。※

◆受験手続き
申し込み用紙及び受験案内▽申し込み用紙の請求：

は、田沢湖庁舎は総務部総務課職員係、角館庁舎及
び西木庁舎は各庁舎の地域センター総合窓口課で交
付します。

郵便請求の場合は、封筒の表に「職員（上級または
初級）採用試験申込用紙請求」と朱書きし、あて先を明
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、総務部総務課職員係へお送りください。

申込書と自己紹介書に所要事項を▽申し込み手続き：
記入。受験票に 近撮影の縦６㌢×横４ ５㌢の写真を.
貼り、総務部総務課職員係あて提出を。郵送の場合は
封筒に「職員採用試験申込」と朱書きし、受験票返送
用として送付先明記のうえ、８０円切手を貼った定型封
筒（ハガキが同封できるもの）を同封してください。（同
封されていないと受験票は送付されませんのでご注意
を）角館庁舎、西木庁舎では申し込みの受付はしません。

◆受験申込受付期間
平成２０年８月６日（水）～８月２７日（水）必着
（土曜日・日曜日を除く平日午前８時３０分から午後５
時までです）

◆採用予定年月日
平成２１年４月１日

◆問合せ（受験申込）
仙北市総務部総務課職員係
〒０１４－１２９８
仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地
TEL（４３）１１１１
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「ママの手作り倶楽部」参加者募集

いろいろやってみたーい。でも何を？どこで？というママ

達に、全５回シリーズのお楽しみアラカルト教室です。

平日は時間のとれない方、この機会にぜひ。
■内容：

①９／１３(土）七宝焼き教室

②１０／１１(土）ハーブを知ろう、ハーブ石けん作り
③１０／２５(土）消しゴム印作り教室

④１１／８(土）ポーセラーツ教室(白い器に絵を描きます）

⑤１１／２２(土）自分へのごほうび教室（「美しさは体

の中から」体を動かしてちょっぴり汗をかきます。）
１３：３０～１５：３０■時間：

西木公民館(2回目は田沢湖ハートハーブ）■会場：

材料代(各５００円～１，５００円)■費用：
８月２６日(火）■〆切：

１５名■定員：

ＴＥＬ（４７）３１００■申込み・問合せ：西木公民館

MYSTERY NIGHT TOUR 2008

稲川淳二の怪談ナイト

感動と、恐怖を引き連れて、

今年もあいつがやってくる……

９月１９日（金）１９：００開演■日時：
（１８：００開場）

仙北市市民会館■会場：

自由席４，０００円■入場料：

仙北市市民会館■問合せ：
ＴＥＬ （４３）３１４３

について羽後交通バス路線運行経路

羽後交通では、４月から「利便性の向上」

と「運営の効率化」を図るため、角館町内

のバス路線運行経路の見直しを行いまし

た。（市広報３月号掲載）

＜秋田・田沢湖方面＞

◇角館→秋田・田沢湖 行

○羽後交通角館営業所～菅沢～角館駅前～駅通り～

田町上丁～横町～プラザホテル前～（以下略）

◇秋田・田沢湖→角館 行
○秋田・田沢湖方面より～プラザホテル前～横町～

～羽後交通角館営業所～菅沢～角館駅前～駅通り

～田町上丁～羽後交通角館営業所

＜大曲・六郷方面＞

◇角館→大曲・六郷 行
○羽後交通角館営業所～菅沢～角館駅前～駅通り～

田町上丁～横町～立町～下新町～南高角～神明社
前～角館病院～（以下略）

◇大曲・六郷→角館 行

○大曲・六郷方面より～角館病院～神明社前～田町
下丁～西宮家前～田町上丁～駅通り～角館駅前～
菅沢～羽後交通角館営業所

＜上戸沢・松葉・神成沢方面＞

◇角館→上戸沢・松葉・神成沢 行

○羽後交通角館営業所～菅沢～角館駅前～駅通り～
田町上丁～横町～プラザホテル前～（以下略）

◇角館・病院経由→上戸沢・松葉・神成沢 行

○羽後交通角館営業所～菅沢～角館駅前～駅通り～
田町上丁～（横町）～立町～下新町～南高角～神明

社前～角館病院～神明社前～田町下丁～西宮家前
～横町～プラザホテル前～（以下略）

◇上戸沢・松葉・神成沢→病院経由・角館 行

○プラザホテル前～立町～下新町～南高角～神明社

前～角館病院～神明社前～田町下丁～西宮家前～

田町上丁～駅通り～角館駅前～菅沢～羽後交通角
館営業所

羽後交通（株）角館自動車営業所■問合せ先：

TEL（５４）２２０２

お 盆 市 の 開 催

８月１２日（火）～１３日（水）９時～１２時■日時：

立町ポケットパーク■場所：

※１６日（土）は休みます。

１７日（日）からは通常どおり営業します。

TEL（５３）２１１５■問合せ：かくのだて「根っこの会」

仙北市ふるさとサポーター募集

仙北市では企業誘致、定住促進、観光ＰＲ、産業振
興についてお手伝いをしていただける方を募集してい
ます。市外にお住まいの仙北市出身者の方からご支
援ご協力をいただき、市のＰＲ活動や情報の収集、イ
ベント等のボランティアをお願いするものです。
詳しくは、仙北市ホームページの一番下にある「ピッ

クアップ・仙北市ふるさとサポーターを募集していま
す」をご覧ください。
お盆の季節に帰省する皆様のご登録をお待ちして

おります。

登録申込書にご記入いただき、ＦＡＸまた◆申込方法：

は郵送でお申込ください。

登録申込書は各地域センターにあります。また、市

ホームページからダウンロードできます。

◆申込書送付先・問合せ
仙北市重点プロジェクト推進室
〒０１４－１２９８仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

ＴＥＬ（４３）１２４１／ＦＡＸ(４３)１３００
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ふ れ あ い サ ポ ー タ ー
養 成 講 座 参 加 者 募 集

地域の心の健康づくり・自殺予防のボランティア育成の
ための「ふれあいサポーター養成講座」を開催します。

悩みごとがあったり不安でつらいとき、誰かに気づいて

もらえた、胸のうちを聞いてもらえたことで ほっ とした経験" "
はありませんか？もしかしたら、あなたのすぐそばで身近
な人があなたの支えを必要としているかもしれません。

この講習会では、悩みや心配ごとを抱えて暮らしている

方との接し方や「こんな時はどこに相談すればいいの？」
という時の相談先や「地域でできる自殺予防活動とは・・・」

等について学んでいきます。ぜひご参加ください。

■日程と内容：

○１回目 ９月１２日（金）

「大曲・仙北地域の自殺の現状について」
「多重債務の相談窓口から見えた事」

○２回目 １０月１０日（金）

「それってうつ病？病気なの？」～うつ病などの病

気の学習とその時のかかわり方～
○３回目 １１月１０日（月）

「上手な話の仕方」

○４回目 １２月５日（金）
「みんなでつなごう輪！和！話！」

田沢湖健康増進センター■場所：

（参加者多数の場合、田沢湖開発センターになります）

午後１時２０分～３時まで■時間：
年齢・性別、経験を問わずどなたでも受講でき■対象：

ます。

できるだけ全日程受講出来る方

８月２５日（月）まで電話で申し込みください。■申込期限：
※角館・西木地区から送迎を希望の方は、申込時ご

相談ください。

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ先：仙北市保健課

電話帳の配達・回収について

ＮＴＴ東日本秋田支店では、８月中に順次、新しい電
話帳（平成２０年９月発行）を各ご家庭・事業所へお届

けします。

その際、現在お使いの電話帳（ＮＴＴ東日本発行のも

の）は、新しい電話帳とお取替えいたしますので、配達
員へお渡しください。

ＮＴＴ東日本では、地球環境保護として、回収した古

電話帳から新しい電話帳を作る「電話帳循環型リサイ
クル」を行っています。

なお、ご不在時等で配達員に古い電話帳を渡せなか

った場合、後日改めて回収に伺いますので、下記「タウ

ンページセンタ」までご連絡ください。お届けする電話帳
の変更や配達冊数の変更につきましても、タウンペー

ジセンタまでご連絡ください。

タウンページセンタ■問合せ先：

TEL０１２０（５０６）３０９

市営住宅入居者募集

８月１日（金）～８月２０日（水）■募集期間：

■募集住宅：

下タ野２８◇岩瀬住宅８－６（築３８年）／角館町西
・２Ｌ 駐車場なしK ２階建
・月額家賃 ７，３００円～（所得割による）

下タ野２８◇岩瀬住宅９－３（築３８年）／角館町西
・２Ｌ 駐車場なしK ２階建
・月額家賃 ７，３００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。

※松葉住宅の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。
※岩瀬住宅については、一度部屋の現況を見ていただ

きますので、事前連絡願います。

次の①～⑤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があること。
（婚姻の予約者を含む）

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２６８ ０００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。
⑤暴力団員でないこと。
※市外在住の方でも入居可能です。

不明な点は、事前に都市整備課へご連絡ください。※

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

田沢湖・角館地域センター西木庁舎 都市整備課、
地域振興班

◇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。

８月２７日（水）午後２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

から入居可能です。■入居時期：９月３日（水）

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）
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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

①０５０４１－６８１５８１②漬物製造工(臨時４ヶ月以上)パート◆

労働者③不問④６８０～６８０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１－６◆

８２４８１②介護職員【急募】常雇(正社員以外)③不問④１２８，４

８０～１４０，８００⑤仙北市⑥介護福祉士 ホームヘルパー１級

ホームヘルパー２級のいずれか ①０５０４１－６８３７８１②畑◆

作作業員(臨時４ヶ月未満)パート労働者③不問④６４０～７００

⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６８４８８１②販◆

売店員(常雇)パート労働者③不問④６４０～６４０⑤仙北市⑥普

通自動車免許一種尚可 ①０５０４１－６８５２８１②販売店員◆

(常雇)パート労働者③不問④６６０～６６０⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種尚可 ①０５０４１－６８６１８１②販売店員(常雇)パ◆

ート労働者③不問④６４０～６４０⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種尚可 ①０５０４１－６８７０８１②看護師(常雇)正社員③不◆

問④１４２，０００～１７５，０００⑤仙北市⑥看護師または准看護

師 ①０５０４１－６８９６８１②介護職員【急募】常雇(正社員以◆

外)③不問④１３２，０００～１４６，０８０⑤仙北市⑥ホームヘルパ

ー２級または介護福祉士 ①０５０１０－８１９９５８１②自動車◆

整備「角館店」臨時４ヶ月以上(正社員以外)③不問④１４６，６３

０～１７５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 国家３級整

備士以上 ①０５０１６－１８００６８１②クリーンクルー(常雇)パ◆

ート労働者③不問④６５０～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１◆

－６８８３８１②雑役(常雇)パート労働者③不問④６２０～６２０⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６９１７８１②収◆

穫、出荷作業(常雇)正社員以外③不問④１０９，１２０～１０９，１

２０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６９２８８１◆

②調理業務(常雇)正社員③不問④１５０，０００～２２０，０００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種(通勤用）調理師免許尚良 ①◆

０５０４１－６９３２８１②調理補助(常雇)パート労働者③不問④６

８０～６８０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－６９４１８１②接客(臨◆

時４ヶ月以上)パート労働者③不問④７５０～７５０⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４０－１７４４２８１②惣菜担当者(常雇)パート労働者◆

③不問④７５０～７５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０－１７３１９８◆

１②（派）プラスチック部品の加工・検査(臨時４ヶ月以上)登録型

派遣③不問④１２３，３２２～１３１，５４４⑤大仙市⑥普通自動車

免許一種（通勤用） ①０５０４０－１７５８５８１②（派）水道管の◆

検査・塗装(臨時４ヶ月以上)登録型派遣③不問④１４６，４２１～

１６３，６４７⑤秋田市⑥普通自動車免許一種（通勤用）

※平成２０年７月１８日～７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、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

スマイルバス臨時運行

夏休み期間中スマイルバスを臨時運行します。

子供たちのプール通いなど学校への通学にご利用く

ださい。

～８月１９日（火）※土日は運休■期間：

■運行経路、時刻：

角館駅前１２：３２→下菅沢１２：３４→菅沢ﾆｭｰﾀｳﾝ１２：

（ここから下延八３６→菅沢団地１２：３７→上菅沢１２：３８

角館駅前１２：４０→※警察署割第２系統第３便になります）

前着は１２：５０となります。

(仙北市指定管理者)■問合せ：（株）西宮家

ＴＥＬ（５２）２４３８

～夏の車内彩りキャンペーン実施中～

市民バス車内で「夏」を体感しませんか。カブトムシ

やヒマワリなど楽しい飾り付けをして、みなさまのご乗

ぜひ一度ご乗車ください！車をお待ちしています。

（7/1号再掲）

チェロと語りのコンサート

心にしみいるようなチェロの響き……
そっと目を閉じてみみを傾けたくなるような語り……
やさしいひとときをお過ごしください。

８月１０日(日)■期日：
開場 １３：００ 開演 １３：３０
田沢湖 潟分校■会場：

前売券 ２，０００円■入場料：
（当日券 ２，３００円）
ファミリー券３，０００円
（大人１名小学生以下２名まで）

チェロ 群馬交響楽団首席 柳田耕治■出演：
ピアノ 佐藤 滋
語り 朗読クループ「ぬくもり」谷京子、小川有子

自主活動グループ「おはなしや」
◆１部 チェロの名曲演奏■プログラム：
◆２部 チェロと語り

自主活動グループ おはなしや（代表 細川法子）■主催：
耳を澄ます会（代表 三上恵子）
秋田県教育委員会 仙北市教育委員会■後援：

ＴＥＬ０９０（１０６６）３０８３※前売りチケット連絡先
（田沢湖 菅原）
ＴＥＬ（４３）２４２１■問合せ：細川法子


